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はじめに 

本格的なデジタル時代を迎えた各国の公共
放送機関では，新たな技術を活用して番組の
効果を最大限に引き出すための教育サービス
の開発に向けて，様々な試みが進められている。  

例えば，学校教育の分野では，これまでラ
ジオやテレビで学校放送番組を教室に提供し
てきた放送機関が，普及著しい学校へのパソ
コン整備やブロードバンド化に合わせて，次々
に番組ウェブサイトを充実させ，動画を含む
教材の提供や，子どもたちが自分自身で学習
を深めるための様々な工夫を進めている。

放送番組とインターネットの連動などにみ
られる新しいテクノロジー環境下の教育サー
ビスは，その時々の必要に応じて自ら内容を
選択することが多い成人の学習においても，
学習機会の拡大をはじめ，大きな意味を持つ
ようになっている。

NHKが主催する教育番組の国際コンクー
ル「日本賞」は，1965年以来放送番組を対象に
してきたが，このような世界の動向に注目し
て，2002年には，番組と連動して高い教育効
果をあげているウェブサイトを評価する目的
で，新たに「ウェブ部門」を設けている 1）。 

本稿では，2006年の「日本賞」コンクール
参加作品の中から2つの事例を取り上げて，
それぞれの番組やウェブサイト，それらを有
効に活用して学習内容を充実させるための
ワークショップ等の実態も含めた教育サービ
スの状況について紹介し，公共放送機関にお
けるデジタル時代の教育サービスの可能性に
ついて考察を試みたい。 

 

<「日本賞」教育番組国際コンクール>

世界の教育放送の向上と国際間の理解・協力
に役立つことを目的として，1965年にNHKが
創設した，教育番組対象の国際コンクール。開
始当初から，広く世界各地の国々からの参加が
あり，幼児向けから成人向けまで多様な内容の
教育番組が参加すること，コンクール期間中に
は，審査だけでなく，放送関係者，教育関係者
たちの交流の場としてディスカッションやシン
ポジウムが開催されていることなどが主要な特
徴である。

第33回コンクールは，2006年10月24日～
30日，東京のNHK放送センターで開催され
た。 「番組部門」「ウェブ部門」「番組企画部門」
の3部門に対して，61の国と地域，150機関
から280作品の参加があった。

（http://www.nhk.or.jp/jp-prize）

デジタル時代の教育サービスの可能性を探る
～2006年「日本賞」教育番組国際コンクール参加作品から～

                  小平 さち子
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1. アメリカ KCET: A Place of Our
    Own / Los Niños en su Casa
   ～親・保育者向けの教育サービス～

乳幼児期の子育てがうまく行われておら
ず，幼稚園生活や小学校教育にも支障が生じ
るという状況は，日本を含む多くの国々に共
通の課題である。この問題の重要性に着目し
たロサンゼルスの公共放送局KCETでは，テ
レビ番組，ウェブサイト，ワークショップを
効果的に連動させて，保護者や保育関係者が
抱えている具体的な問題を解決できるような
教育サービスとして， A Place of Our Own
プロジェクトを設計した。

2006年「日本賞」コンクールでは，ウェブ
サイト部門の最優秀賞を受賞したが，ここで
は，そのウェブサイトも含めて，番組，ワー
クショップがどのように企画され，効果的な
教育サービスをめざそうとしているのかに注
目してみたい。

（1）A Place of Our Own教育プロジェクトの背景
アメリカでは，子どもが幼稚園や小学校に

入る段階で必要な基本的な力を身につけるこ
との重要性について，これまで繰り返し話題
になってきた。1969年に「セサミストリート」
が公共テレビに登場したのも，まさに幼児
教育の普及を急務とする事情からであった。
1990年代以降の公共テレビでは，幼児向け
教育番組が続々開発され，ウェブサイトを通
じた親向けのサービスが急速に増えていると
いう状況もある。

しかしながら，「幼稚園の先生は，幼児の
3人にひとりが小学校での生活・学習のため
の準備が整っていないとみている」という調
査結果もあるなど，子どもを取り巻く環境は

相変わらず厳しい。
放送機関に求められているのは，幼児に直

接働きかける番組だけでなく，より基本的な
子育て支援としての大人向けの教育番組サー
ビスではないだろうか。全米共通のテーマで
もあるが，とくにカリフォルニア州では，正規
の資格を持つ保育者が大幅に不足しているこ
とや，家庭の経済状況が原因で保育施設に子
どもを通わせられない家庭が少なくないこと
など，子育てをめぐる課題は，将来へ向けて
の深刻な社会問題として強く認識されていた。

こうした状況の中，ロサンゼルスの公共テ
レビ局KCETでは，幼児教育や発達心理学
の専門家，地元の育児支援組織等の協力を得
た調査研究プロジェクトを設けて，様々な検
討と準備を進め，2004年9月に， A Place of 
Our Own/Los Niños en su Casaというタイ
トルのテレビ番組を中核に据えた教育サービ
スをスタートさせた 2）。

サービスの対象としては，親だけでなく，
祖父母など家族のメンバーや，ベビーシッ
ターとして乳幼児に関わる可能性のある人，
これから保育者の正規の資格を獲得しようと
している人，すでに有資格者として保育に携
わっている人も想定している。

カリフォルニア州の重要な特徴でもある，
ヒスパニック系向けの対応では，最初から，
番組・ウェブサイト・ワークショップのすべて
において，英語によるものとスペイン語による
ものを並行して準備している点が注目される。

（2）番組の制作と放送実績
1年目（2004/05）は，英語版，スペイン語

版それぞれ120番組が制作された。2年目は，
各65番組が新作として追加された。
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スペイン語版の番組は英語版の翻訳ではな
く，番組進行役もスタジオ参加者も独自に準
備されている。最初の1年間は，家庭取材な
どのインサート映像部分については，英語番
組用として制作したものをスペイン語に翻訳
して使っていたが，2年目以降は，この部分も
含めてすべてスペイン語版独自の制作である。

テレビ番組の放送は，英語版，スペイン語
版ともに，2004年9月に，カリフォルニア州
内で始まり，再放送も含めて，毎日放送され
ている。

【ロサンゼルス地区 KCET 局の場合】
英語版 平　日 13：30， 16：30
 土曜日 10：00 
 日曜日 16：30 
スペイン語版 
 平　日  6：00， 13：00
 土・日曜日  6：00
     （2006 年 12 月現在）

（3）番組が取り上げる 8分野の内容
番組が取り上げる内容は大きく8つに分類

されているが，具体的な番組タイトルの例を
合わせて紹介する。
・子どもの発達 
「年齢と発達段階」「幼児期の脳の成長」
「赤ちゃんはどうやって学ぶか」
「子どもの好奇心」

・幼児期の学習内容 
「ことばの発達」「家庭の中の科学」
「読み聞かせの大切さ」「テレビで学ぶ」
「コンピューターと学び」

・社会性，情緒面の発達 
「内気な子どもの友だちづくり」
「破壊的な行動にどう対処する」
「違う言語を話す友だち」

・特別なニーズ
「特別なニーズに気づく」
「聴覚障害」「視覚障害」

・健康と安全
「子どものストレス」「児童虐待」
「健康的な食事」「子どもの糖尿病」
「子どもの肥満」

・遊びと創造性
「外遊びの重要性」「砂遊びと水遊び」
「年齢に合った遊び」

・保育マネージメント 
「子育て仲間」「親と保育者の連携」
「子育ての先輩としての祖父母」
「幼稚園入園の準備」

・子育てのプロを育てる
「保育者の一日」「保育者ネットワーク」
「クリエイティブな育児とは」

（4） 30 分番組の形態と構成
番組は，毎回ひとつのテーマに絞って，視

聴者参加スタジオトーク形式で進行する。英
語版では，元幼稚園教師，高等学校教師，現
在はコメディアンで3児の母親でもあるDebi 
Gutierrez，スペイン語版では，母親でもあ
り女優・歌手として舞台やテレビでも活躍中
の Alina Rosarioが，進行役を務めている。            

番組は毎回，視聴者からの質問や相談の手
紙で始まり，「子どもの肥満」など，当日のテー
マが紹介される。そして，以下のようなコー
ナーで様々な側面からテーマを掘り下げなが
ら，すぐ役立つアドバイスや今後へ向けての
ヒントが具体的に提供されている。
・母親や保育者との問題解決をめざすスタ

ジオでのディスカッション…毎回 3 人が
ゲストとして登場。孫の世話をしている
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祖母の登場も珍しくない。
・家庭での親子の日常や保育施設の子ども

たちの様子を紹介する映像インサート 
・専門家たちへのインタビュー
・課題をどう解決していったらよいかにつ

いてのアドバイスの整理
・アート・クラフトや料理，ゲーム等，家庭

や保育施設で子どもと一緒にで
きる様々な遊びのアイデア紹
介…スタジオに子どもたちを招
いて実例を紹介することも少
なくない。大人が番組視聴す
る傍らに子どもがいることも想
定したつくりとなっている。

・それぞれのテーマについてさら
に深く学ぶための番組ウェブ
サイトの紹介や，追加情報入
手のための組織に関する電話
番号等の紹介が，番組の中で
随時行われている。

（5）番組ウェブサイト
番組同様，ウェブサイトも英語と

スペイン語版それぞれが設けられ，
毎日更新されている。これまで放送
された番組の概要を蓄積しているた
め，膨大な情報が蓄積されているが，
どこに何があるのか，わかりやすく
構成・配置されている （http://www.
aplaceofourown.org/）。 
【番組概要解説】 毎回の番組内容の
紹介。動画，ゲストの発言や専門
家のコメント，当日のテーマに関す
るまとめのアドバイスが，一部動画
も含めてコンパクトに整理されてい
る。関連トピックについての補足情

報，視聴するとよい A Place of Our Own の
他の番組や資料の紹介も含まれている。
【アクティビティー】「簡単にできるお話づく
り」「ソックスを使った人形あそび」「賢いテ
レビの見方」「健康的な食事づくり」「小児喘
息に向き合う」など，番組で紹介された 150
を超えるアクティビティーを実際に行うため

スペイン語版進行役のアリーナ（左）と英語版進行役のデビ（右）  

A Place of Our Own のスタジオ風景

（写真：SaeedAdyani，KCET提供）

子どもも参加するアクティビティー・コーナー
（写真：SaeedAdyani，KCET提供）
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のインストラクション。それぞれについて，
学習のねらいや必要な材料のリストなどを含
めた詳細情報が準備されている。具体的な活
動の様子は 2 ～ 3 分のビデオクリップで見る
ことも可能である。
【トピックス】　A Place of Our Own のシ
リーズで取り上げている 8 つの学習分野の説
明。それぞれの分野に該当する番組とアク
ティビティーの情報もここから入手できる。
【積極的な学習のために】　A Place of Our 
Own の番組やウェブサイトを効果的に活用す
るための情報や，印刷可能なワークシートが入
手できる。ワークショップの内容に関する情報
も提供されており，番組やウェブサイトで学ん
だことを，実際の子育てにどのように生かして
いくかを考えるヒントが多数含まれている。
【メッセージ・ボード】　視聴者・ウェブサイ
ト利用者同士の交流の場としてのメッセー
ジ・ボードも設けられている。
【今週の保育者】　番組では，視聴者が推薦す
る優れた保育者を毎週金曜日に紹介する「今
週の保育者」コーナーを設けており，ウェブ
サイトではその情報を蓄積している。
【関連情報】　保育者の資格の取得に関する情
報や関連組織，地域開催のイベント情報。
【用語解説】　保育，幼児教育に頻繁に登場す
る用語の説明。
【放送予定】　番組放送スケジュールと番組概
要は，2 週間先まで紹介があり，関心を持っ
たテーマについて視聴前にウェブサイトで予
習することも可能になっている。

ジャッキー・ケイン（Jackie Kain）KCET
ニューメディア担当副社長は，「ウェブサイ
トは，質的にも量的にも拡張させてきたが，

利用者にとって使いやすいという意味でシン
プルにすることを心がけてきた」（KCETプレ

スリリース）と語っている。2006年の「日本賞」
コンクールでも，まさにこの点が高い評価を
得ていた。

番組を視聴した後，復習の意味や具体的な
活動を行う際の利用に便利なだけでない。「0
歳児の食事メニュー」「発達段階」「いじめ」「子
どもの肥満」などのキーワードから検索する
ことで，番組で紹介された専門家のアドバイ
スや様々な家庭や保育施設での取り組み事例
など，動画も含めていつでもアクセスが可能
なつくりとなっている。放送番組と直接連動
しない利用も可能である。

育児のような分野では，その時必要なテー
マに対する手がかりを少しでも早く入手した
い場合が多い。その意味で， A Place of Our 
Ownのように，ウェブサイトの使い勝手が
優れていることは極めて重要な意味を持つと
いえよう。同時に，このウェブサイトは，子
育てが扱う範囲がいかに幅広く，奥深いもの
かを利用者に印象づけて，ウェブサイトへの
アクセスをきっかけとして，毎日放送されて
いる番組を視聴したり，ワークショップに参
加して，共通の悩みを持つ人々と顔を合わせ
ながら学習することを勧めるといった役割も
期待して設計されている。

（6）ワークショップの位置づけ
2005年1月以来，KCETをはじめとするカリ

フォルニア州内の公共放送局では，各地域の
幼児教育関連組織と連携して，保護者・保育
者向けトレーニング・ワークショップを開催し
ている。番組やウェブサイトで提供されている
内容を，具体的に毎日の育児に役立てていく
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ための学習の機会を提供しようというもので，
専門家の協力を得てKCETが開発した教材も
準備されている。ワークショップは，番組を一
緒に視聴し，ウェブサイトにアクセスしながら
進められ，初級と上級の2段階用意されている。

ワークショップでは，これまで幼児教育を
専門的に学習したことがなくても，子育ての
プロ，子どもの教育者として自信を持って子
どもに接することができることを参加者に実
感してもらうことも重視している。また，正
規の保育資格を取得したいと考える人たち
を励ます役割も担っている。ワークショップ
に参加した人たちが，その体験を周囲のメン
バーに広めていくことも期待されている。       

開始から2年間で500回を超えるワーク
ショップが開催されており，その概要は，ウェ
ブサイトでも紹介されている。
【ワークショップのテーマ】

・トラブル解消法
・読み書きの環境をつくる
・読み聞かせ上手になろう
・遊びと創造性
・子どもの肥満を防ごう
・特別なニーズのある子どもの支援
・テレビを使って上手に学ぼう

（7）番組，ウェブ，ワークショップの効果的な展開
A Place of Our Ownについて調べ始めて，

まず最初に思い浮かべたのは，「セサミスト
リート」のことである。幼児教育の普及を国
家の緊急課題としていた1960年代のアメリ
カは，当時ほぼすべての家庭に普及していた
テレビというメディアを最大限活用して，幼
児教育として必要な内容を全米の家庭に提供
することをめざした。発達心理学や幼児教育
の専門家を集めて実施した入念な事前研究の

<PBS Ready to Learn>

アメリカでは1990年代，教育改革の第一
目標として，「すべての子どもが就学時まで
に，学ぶための準備を完了できるような環境
を整える（ready to learn）」ことが掲げられ
た。PBSではこれに呼応して，1994年7月に
Ready to Learn Service on PBSというプロ
ジェクトをスタートさせた。

全米各地のPBSメンバー局が，質の高い
子ども向け教育番組を多数放送するだけでな
く，テレビ局を拠点に，地域の専門家や各
種機関と連携して，ニューズレターの配布や
ワークショップの開催，さらには当時急速に
普及し始めていたインターネットによるサー
ビスを通じて，番組の教育目標の達成を推進
しようという総合的な教育活動である。親や
教師，保育者たちに，PBSの番組を活用して
子どもたちに学ぶことの素晴らしさ，楽しさ
を知らせる手助けを行うのがねらいである。
読み書き，健康，問題解決，多様性，メディア・
リテラシーなどがテーマとして取り上げられ
てきた 3）。

KCETは，1994年のプロジェクト開始当初か
らPBS Ready to Learnの取り組みに参加して
おり，A Place of Our Own のワークショップ
もこの一環として位置づけられるものである。

ワークショップ用の各種印刷教材
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結果を反映させて，60分という異例の長さ
の幼児向け教育番組が，毎日，アメリカの公
共テレビで放送されることになったのであっ
た。 

それから40年，A Place of Our Ownは，
乳幼児期の子育てや幼児教育を担うべき親や
家族，様々な環境下にある保育者たちの支援
の必要性を強く認識したカリフォルニアで企
画された。今回はテレビだけでなく，多くの
家庭に普及しているパソコンの利用も想定し
て，番組の効果的利用にも役立つウェブサイ
トの充実に力を注いでいること，共通の課題
を持つ人々を直接結びつけ，学習の輪を広げ
るワークショップも最初の段階から準備した
総合的な教育サービスである点に，重要な特
徴がある。

「セサミストリート」はアメリカ国内の問
題解決のために制作された教育番組だった
が，幼児教育の普及にテレビが有効なことを
広く世界に知らせる結果となり，今日に至る
まで世界各地に各国版セサミストリートの制
作と放送を普及させてきた。

スケールは異なるが，カリフォルニア州で
始まったA Place of Our Ownの教育サービ
スも，2007年1月から，テレビ番組の放送が，
これまでのカリフォルニア州対象から全国向
けとなった。乳幼児期の子育てについて様々
な悩みを持つ人々は全米に多数存在すること
や，スペイン語の番組が英語の番組と対等に
制作されていることなど，テレビ番組として
アクセス可能になることで恩恵を受けられる
視聴者は少なくない。ワークショップについ
ても，PBS Ready  to Learn の経験などを生
かして，各地域独自のニーズを取り込む形で
の実施が可能であり，これまでのアメリカ公

共放送サービスの経験を生かした成果が期待
されるところである。

 2. イギリスBBC: Child of Our Time
    ～大型ドキュメンタリー番組をめぐる教育サービス～

続いて取り上げるのは，前項で紹介した
KCETのA Place of Our Ownとは対照的な面
もある，イギリスBBCのドキュメンタリー番
組をベースとする教育サービスの例である。

私たちの現在を作り出しているのは先天的
な素質なのか，後天的な環境なのか。古くて
新しいこのテーマに挑戦する壮大な計画のも
と，BBCでは2000年1月前後に誕生した25人
の子どもの成長を20年間にわたって追い続け
るChild of Our Timeというドキュメンタリー
番組をベースとするプロジェクトを進行させ
ている。子どもの発達をめぐる様々な課題に
ついて，家庭と専門家が連携しながら解決の
道筋を探る様子を番組で紹介し，ウェブサイ
トでも，関連する多様な情報を提供している。
ブロードバンド・ビデオ・オン・デマンド実
験など，新しい時代の教育サービスの方向性
を探る試みにも参加している事例である。

（1） テレビ番組の内容と放送実績  
Child of Our Time の中核をなす60分番組

は，2000年以来21本制作された。第2シリー
ズ以降は，年に3，4番組ずつ，多くの視聴者
の目にとまるBBC1のプライムタイム（午後8
時台，9時台）で放送されてきた。2007年には，
7歳となった子どもたちが登場する第7シリー
ズが放送される。

毎年，子どもの発達段階に特徴的なテーマ
を設定して，このプロジェクトに参加してい



9FEBRUARY 2007

るイギリス各地の25人の子どもたち，22の
家庭が，それぞれの抱える課題を乗り越えよ
うと道筋を探っている具体的な事例を取り上
げ，専門家による分析を加えて紹介していく。
同様の問題を抱えている子育て中の多くの視
聴者に，大きなヒントや励ましを提供するこ
とをねらいとしている。

番組は様々な研究者たちの協力にも支えら
れている。また，22家庭の子どもたちだけ
でなく，視聴者や学校の協力も得て，質問紙
調査，テスト，実験を積み重ね，イギリスの
子どもや親の考えていることについても分析
しながら，視聴者と共に子どもの成長を考え
ていくというアプローチが採用されている。

番組進行役は， The Human BodyなどBBC
の看板ドキュメンタリー番組で視聴者になじ
みのあるロバート・ウィンストン教授が務め
ている。

【Child of Our Time】

第 1 シリーズ （2000 年） 
1. 赤ちゃん誕生

第 2 シリーズ （2001 年）
1. パーソナリティー
2. おてんば娘，それとも弱虫坊や ?
3. 脳の不思議 

第 3 シリーズ （2002 年）
1. 記憶力のおかげで
2. 権力闘争 : 主張し始める子ども 
3. 活発な子，おとなしい子 

第 4 シリーズ （2004 年）
1. ゼロからヒーローへ 
2. ぼくの言うこと聞いて
3. 自我の確立

第 5 シリーズ （2005 年）
1. アイデンティティーの危機
2. 5 歳児の遊びの実態
3. パパの役割は ? 
4. 1 年生になりました : 小学校での 1 学期

第 6 シリーズ （2006 年）
1. 子どもの幸せとは ?
2. 血を分けた子ども *
3. 正しいこと，誤ったこと
4. 成功への秘策 : 多様な子どもの能力

第 7 シリーズ （2007 年） 
　　すでに制作は完了しており，2007 年の早

い段階で，7 歳となった子どもたちの様子に
ついて3 番組の放送が予定されている。

＊ 2006 年「日本賞」コンクールにエントリーされ
た番組。親とよりも長期間にわたる付き合いとな
る兄弟姉妹の関係に着目した番組。

【The Children's Stories】

さらに2006年には，10家族について，誕
生から5年間の子どもの成長記録をまとめた
30分×10番組がBBC1で放送された。個性
も明らかになり，家族や社会との様々な関わ
りの経験を通して5歳まで成長してきた子ど
もたちの様子を通して，多様な成長の可能性
や課題克服の方法があることを，視聴者に伝
える結果となっている。
●未熟児で発育への懸念があったうえ，両親
の離婚という状況が加わり，保育園では友
だちとなじめないなど問題を抱えていた子
どもが，様々な困難を乗り越えて小学校で
はうまくいっている例を紹介する番組

●肢体不自由の障害を乗り越えて出産した母
親が，他の母親と同じような育児ができな
いことを悩みながらも，息子に対する強い
愛情で子どもとの間に信頼感を育て，仕事
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で海外出張することをも可能にしている母
と子の例を紹介する番組 

● 3 つ子の成長にみる性格・気質の違いを
テーマとして，研究者たちの様々な見解を
交えて紹介する番組     　　　　　　 など

子どもたちの5年間の成長という節目に当
たり，2005年には，番組のエグゼクティブ・
プロデューサー執筆による，子どもの発達に
関する心理学的知見と，子どもとの関わり方
に対するアドバイスをまとめた単行本も発行
された 4）。

（2）BBCのウェブサイトを通したサービス
◆BBC Parenting 

これまで放送された番組の概要やそれぞれ
のテーマに関する参考情報は，BBCのウェ
ブサイトBBC Parenting 内のChild of Our 
Time のコーナーに蓄積されている（http://

www/bbc.co.uk/parenting）。毎年新規に放送され
る番組の数は決して多くはないが，すべての
番組は，ウェブサイト上でストリーミング視
聴できるようになっている。

BBCでは，様々なチャンネルで子育てや子
どもの成長と家族に関する番組が放送されて
おり，これらの番組に関する詳細情報もBBC 
Parenting のウェブサイトで一覧できる。

・He's Having a Baby（BBC1）
・Stepfamilies  （BBC1）
・Blame the Parents（BBC2）
・Little Angeles （BBC3） 
・UK Birth Map （BBC3）
・Honey We're Killing the Kids （BBC3）
        （2006 年 12 月現在）

BBC Parentingのサイトでは，番組情報以

外にも，妊娠から出産までの過ごし方，泣き
止まない赤ちゃんにどう対応したらよいか，
いじめや子どもの虐待の問題とどう向き合う
か，育児における父親の役割と責任など，様々
な年齢の子育てをめぐる問題の解決や親とし
て成長していくために役立つ情報やアドバイ
スを多数提供しており，親にとっての貴重な
情報源となっている。

ウェブサイトを利用する人々の間での情
報・アイデア交流の場としての「メッセージ・
ボード」や，番組情報や子育て関連情報が定
期的にBBCから送信されるニューズレター
のサービスも充実している。

◆その他のBBCのウェブサイトとのリンク

また，BBC幼児向けデジタルチャンネルのサ
イトの親向けコーナー（Cbeebies Grownups：
http://www.bbc.co.uk/cbeebies/grownups/），BBC
学校向けサイトの親向けコーナー（Schools‒ 
Parents：http://www.bbc.co.uk/schools/parents/）に
もリンクされており，子どもの成長に合わせて，
学校での子どもの生活や学習面での情報にもア
クセスしやすい環境が提供されている。

◆オン・デマンド実験への参加

2006年1月から6月まで，Parenting Video 
on Demandというブロードバンド環境下で
のビデオ・オン・デマンド無料サービス実験
が行われた。実験中は，Child of Our Time
の2005年までの番組と，デジタルチャンネル
BBC3の育児番組 Little Angelesの映像を中
心に，子育てに関する約90のストーリー，70
時間相当の映像が提供された。実験には，携
帯への映像送信やテレビ放送に先立つ番組紹
介配信なども含まれていた5）。BBCでは，ド
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ラマやコメディー番組を用いた同種のオン・
デマンド実験（TV Plus実験）を2005年に実
施していたが，ファクチュアル番組（ドキュメ

ンタリー，科学番組等ノンフィクション番組）のコンテ
ンツを使った実験は，これが初の試みであっ
た。利用者が必要とする0～5歳までの子育
てに関するコンテンツについて，テーマや子
どもの年齢などを選んで，好きな時に必要な
映像を見ることができるというものである。
イギリス国内で，ブロードバンド環境が整っ
ていれば，BBC Parentingのウェブサイトの
右上をクリックするだけで，こうしたサービ

スにアクセスできるというものであった。
Child of Our Timeの番組では子どもたち

はすでに小学生になっているが，今1歳児を
子育て中の親は，このシリーズの過去の番組
を見たいと思うであろうし，1歳児を取り上
げた他の番組にも関心を持つであろう。こう
したニーズに応えるサービスの提供は，人々
の学習喚起や，学習の促進に大きな意味を持
つものといえよう。

オリジナルの番組は60分でも，ある人に
とってはその中の5分で十分な教育的価値が
あり，別の人にとっては40分視聴すること

Child of Our Time をめぐる教育サービス

BBCウェブサイト

オープン・ユニバーシティ（OU）

BBC Jam　
（学校教育デジタルカリキュラム）
 14～ 16 歳向け新科目
「子どもの成長」　（2007 年）

＊ＢＢＣ学校向けウェブサイト
＊幼児向けチャンネルのサイト
　　　親向けコーナー

番組のストリーミング

新科目 （2004 ～）

Understanding
Children

ウェブサイト：番組テーマに関する専門情報提供

番組テーマ関連の調査実施と分析：ウェブ調査

親向けのアクティビティーカード作成

Child of Our Time
（CoOT）

60 分番組２1本　2007 年現在

（ＢＢＣ１プライムタイム）
2000 年以来 7シリーズ目
＜2020 年までの予定＞

The Children’ｓ Stories
30分番組 10 本　BBC1
2006 年（BBC1プライムタイム）　
7:30pmからの時間帯で放送

＜番組登場＞
22家庭，25 人の子ども

視聴者

小学校

BBC　Parenting
・CoOT番組内容補足情報
・他のＢＢＣ番組の情報

Parenting Video on Demand 実験
　　　　　　　　　　               （2006 年）

学習のためのキャンペーン
　　　家庭学習支援フォーラム

双方向番組
モバイル利用実験　他

各分野の研究者

ロンドン大学教育研究所

書籍 （2005 年発行）

Child of Our Time
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に意味があるといったことも考えられる。
Parenting Video on Demandの担当責任

者であるBBCインタラクティブ部門のグッ
ドチャイルド氏（Marc Goodchild）は，「子
育て情報を必要として， Parenting Video on 
Demandにアクセスする人の中には，BBC1
で放送される番組を見ていない人もたくさん
いるだろうが，今回の実験のような形で視
聴者にアクセスの機会を広げることで，オリ
ジナルのテレビ番組Child of Our Time の視
聴に引き寄せることも可能になるだろう」と
語っている 6）。

実験の最初2週間で4万3,000のアクセスが
あり， Child of Our Timeの今後の子どもの成
長に関する情報が引き続きこのような形で蓄
積・提供され続けることを望む声が多いとの反
響も示された（Independent誌2006年2月6日）。

◆BBC学校教育向け新規サービスへの応用

Child of Our Timeの成果は，BBCの学校
教育向けサービスでも活用されようとしてい

る。BBCでは，学校へのパソコンの整備や
ブロードバンド化に合わせて，早くから学校
放送ウェブサイトを充実させてきたが，2006
年1月には，放送番組とは連動しないイン
ターネット上の独立したデジタル・カリキュ
ラム教材BBC Jamのサービスも開始した。
2008年までに全20科目の完成をめざして，
現在も各種コンテンツの開発が進められてい
る。2007年にサービス提供が予定されてい
る14～16歳向けの「子どもの成長」をテーマ
とするコンテンツでは，Child of Our Time 
の番組の成果を，映像も含めて活用すること
になっている。

（3） BBC以外の組織との連携
◆オープン・ユニバーシティの役割

1969年に創設されたイギリスのオープ
ン・ユニバーシティ（ 公 開 大 学：Open 
University=OU）は，放送を通じた高等教育
の普及に大きな役割を果たしてきた。「日本
賞」コンクールでも，グランプリや成人教育

部門最優秀賞に輝く教育番組を
輩出している。そのオープン・
ユニバーシティ（OU）は，2002
年にBBCからの協力要請を受け
て，Child of Our Timeの番組制
作や効果的な活用の面で，この
プロジェクトに参加している。

まず，BBCの番組サイトとも
リンクされたOUのChild of Our 
Timeウェブサイトでは，番組で
取り上げた子どもの成長をめぐ
る様々なテーマについて，専門
家による詳細な研究の知見等の
情報を提供している。また，番

オープン・ユニバーシティ作成のアクティビティーカードと，
番組プロデューサー執筆の単行本

Child of Our Time（BBC）
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組のテーマに連動させて，子どもと一緒に遊
んだり，コミュニケーションを図るための
具体的なアドバイスを提供する親向けのア
クティビティーカードを作成して希望者に
送付したり，ウェブサイトでのダウンロー
ドも可能にしている。（http://www.open2.net/

childofourtime/）

さらに，BBCと共同でその年の番組のテー
マに関連したオンライン調査を実施して，そ
の結果を番組にも反映させている。例えば，
2005年には，4～11歳の子どもたちを対象に

「自分のアイデンティティーをどのように捉え
ているか」「いい両親とはどんな人と思ってい
るか」「メディア利用を含めた自由時間の過ご
し方」に関する調査を実施している。この年
は，番組に登場している子どもたちが小学校
入学を迎えた年でもあったことから，Child of 
Our Timeプロジェクトでは，全国の小学校
に回答の協力を呼びかけて調査を行い，多く
の回答を得ており，結果もウェブサイト上で
報告されている。プロジェクトの成果を，家
庭での子育てだけでなく，学校教育現場が直
面する課題の解決にも役立つものとしたいと
いう意向が表れている。

その他に，OUでは，この番組の内容を教
材としても活用できる機会として，2004年
にUnderstanding Childrenという新しい科
目を創設した。OUでは，児童心理学や幼児
教育，家族学などの科目をすでに各種設け
ていたが，Child of Our Timeの番組やウェ
ブサイトに対する人々の関心の高さに着目し
て，短期間で終了できる入門レベルの科目を
スタートさせたものである。この科目では，
0歳から11歳までの子どもの成長を取り上げ
るが，今後とも番組やウェブサイトに蓄積さ

れる知見や情報を取り込んだ学習が可能にな
るものと予想される。

◆外部団体との共催によるセミナー

前出のKCETの場合のようにプロジェク
ト全体に占めるウエイトが大きいわけではな
いが，Child of Our Timeの場合にも，番組
に関連したセミナーが開催されている。家庭
学習の促進を目的とする「学習のためのキャ
ンペーン」（Campaign for Learning）という
組織と連携した例では，政府関係者，育児
について親に指導する立場にあるメンバー，
研究者，BBCの番組関係者が一堂に会する
フォーラム“Families of Our Times”を毎年
定期的に開催している。

（4）BBC教育サービスの将来へ向けた
　　　　ポリシーとChild of Our Time

Child of Our Time は，子育ての様々な課
題に直面している視聴者にとって，その時々
の助けとなることをめざすだけではない。膨
大な情報と研究の知見の蓄積によって「先天
的な素質と後から加わる環境という要因がど
のように関係し合いながら，人間の現在を作
り上げていくのか」という大テーマを掘り下
げていこうというねらいを合わせ持つ，長期
にわたる幅広い視聴者を対象とした番組であ
る。KCETのA Place of Our Ownが対象者
を絞り込んだ教育サービスであるのとは対照
的といえる。

BBCの教育サービスといえば，学校教育で
も，成人学習でも，ラジオの時代から世界的
に高い評価を受けてきた。学習効果を高める
ためには，放送単独でなく，印刷教材からウェ
ブサイトまで，多様なメディアを組み合わせて
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活用するというマルチメディア型の教育サー
ビスを重視してきた歴史もある。デジタル時
代へ向けての教育サービスについても早くか
ら活発な議論が進められ，その成果は，本項
でも紹介したBBC JamやParenting Video on 
Demand実験などの例にも現れている。

そして，近年のBBCの教育サービスには，
新しいテクノロジーの積極的な活用と並ん
で，もうひとつ注目される特徴がある。ここ
で，Child of Our Timeの例にも関連ある第2
の特徴に触れておきたい。

1990年代後半以降，BBCでは，専門的
な内容を扱う「教育番組」の必要を十分認め
つつも，伝統的な「教育番組」の枠にとらわ
れずに，優れたドキュメンタリー，歴史番
組，時事番組，科学番組，芸術・文化番組な
どを，教育的価値の高いものとして，人々
の学習に結びつけることに力を注ぐように
なった。1999年11月，会長就任を目前にし
たG・ダイク副会長が「21世紀の学習革命で
BBCは中心的役割を果たす」と宣言した “An  
Education Vision for the BBC”と題するス
ピーチでもこの点に触れている 7）。

成人の学習では，資格取得や職業上の必要
に迫られた学習だけでなく，ライフステージ
や社会の変化で呼び起こされた新たな関心か
ら生じる学習も多数存在する。また，多くの
人が学習の対象としてまだ明確に意識してい
ない段階で，BBCが人々の学習意欲を呼び
起こし，学習の機会や手がかりを提供するこ
とが重要と判断して，教育サービスとして取
り組むことも増えている。例えば，健康，い
じめ，新しいテクノロジー，家庭内暴力など，
BBCが教育キャンペーンを繰り広げながら，
番組やウェブサイトを通したサービスの提供

を充実させてきた例も少なくない。
Child of Our Timeのように，多くの人々

にとって視聴しやすいBBC1のプライムタイ
ムで放送される番組は，視聴者をさらに専門
的な教育番組の視聴やウェブサイトを通した
学習へと導くきっかけになるものとしての役
割も期待されている。

BBCの存立根拠である特許状の更新のため
の議論が活発に進められた2004年には，BBC
の教育サービスの将来方向を示すポリシーも
発表されたが，ここでも，成人向けの教育サー
ビスについては，改めて上記の点が確認され
ている 8）。そして，Child of Our Timeの例に
もみられるように，オープン・ユニバーシティ
や各種専門機関との連携も生かして，視聴者
にダイナミックに学習機会の提供を繰り広げ
ていく姿勢も表明されている。密接な関係を
築いた組織との連携を生かした，教育的価値
の高いサービスにじっくり取り組むことを重
視する傾向も読み取ることができる。
 

 まとめにかえて 

本稿では，2006年の「日本賞」コンクールに
参加した番組やウェブサイトの中から，新し
い時代の教育サービスとしての特徴を備えて
いると思われる公共放送の2つの事例を選ん
で紹介した。いずれも，子育て，子どもの成
長をテーマとするものであったが，このこと
自体も，世界に共通する現代社会の学習ニー
ズの特徴のひとつとみることができよう。

教育サービスとしての両者の特徴を改めて
比較対照すると，次のように整理できる。
（1）A Place of Our Own （アメリカKCET）

限定された対象者向けに毎日放送される教
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育番組，番組概要やハウツーものを含む多く
の関連情報が使い勝手よく整理されている
ウェブサイト，それらの効果的な活用を促進
させるワークショップ。この3者をセットと
して，社会のニーズに応える教育サービスと
して提供。
（2）Child of Our Time （イギリスBBC）

20年におよぶ壮大な計画としてスタート
し，多くの視聴者に向けてプライムタイムに
放送される大型ドキュメンタリー番組。この
番組の教育的価値を引き出すのに有益な補足
情報の提供や，隣接テーマを取り上げるBBC
の様々な番組の紹介役を果たして，人々の学
習機会を広げるBBCのウェブサイト。BBCの
密接なパートナーとして調査研究の実施や，
番組の効果的活用の支援を行うオープン・ユ
ニバーシティのような組織の存在。ダイナミッ
クで息の長い教育サービスの典型。

このように，両者の間には，教育番組として
の特性の違いもみられるが，デジタル時代の
教育サービスがめざしているポイントとして，
次の2点はいずれにも共通する特徴といえる。
1. 番組の充実にとどまらない，公共放送とし
ての総合的な教育サービス提供の重視

2. 蓄積される情報や映像の長期的な活用の可
能性を探る試み 
さらに，これらをサポートする基盤として，

放送機関が地域や全国規模の様々な組織と連
携を構築している点も注目される。

一方では，オン・デマンド・サービスやモ
バイル利用も含めた新しいテクノロジーを駆
使した学習スタイルの可能性を探りながら，
他方では，視聴者との直接コミュニケーショ
ンを充実させる。こうしたバランスの中で，

学習者の真のニーズを見極めながら，それぞ
れのテーマごとにデジタル時代の教育サービ
ス提供の様々な可能性を探る試みが続いてい
くものと思われる。

今回取り上げたのは，成人を対象とした教
育サービスの2つの事例に限られているが，
とくにBBCの場合には，学校教育の分野で
も，本格化するデジタル時代へ向けて，これ
までにない大きな変革の時期を迎えている状
況もあり，引き続き教育サービス全貌という
観点からの分析を試みたい。

 （こだいら さちこ）
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