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境や利用実態などを調べている。今回の調査
では，2005年度内の実現を目標に進められた
e-Japan 戦略による，学校のメディア環境整
備の進捗状況をふまえながら，教育における
メディア利用の総体を把握することに努めた。

本稿では，
1. 進まない学校のパソコン環境整備
2. 学校放送番組利用の多様化
3. 教師向けサービス利用の高まりとその背景
4. 多様な教育サービス利用
5. 放送もウェブも：学校放送番組への期待

の5つの観点から調査結果を分析し，デジタ
ル時代の学校教育におけるメディアの利用や
その展開の可能性について考察を試みる。

なお，調査は表１の通り，5 つの校種を対象に実
施した。今回は小学校・中学校・高等学校を取り上げ，
幼稚園と保育所については次号で報告する。

  はじめに

NHK 教育テレビが放送を開始した1959年，
栃木県の山深い村の分校に1台のテレビが贈ら
れた 1）。初めて見るテレビに映る教育番組に，目
を輝かせながら見入る子どもたち。NHKが 31人
の子どもたちの姿を1年間にわたって取材した番
組『山の分校の記録』には，ある少女のこんなつ
ぶやきが登場する。「テレビはまるで愛のようだ」。

それからほぼ半世紀を経て，学校を取り巻
くメディア環境は劇的に変化した。2006年
には，全国47都道府県で地上デジタルテレ
ビ放送の視聴が可能となった。また，同じ
2006年に，国が推進する e-Japan 戦略 ｢ 教
育の情報化 ｣ を発展させる形で，「IT 新改革
戦略」の取り組みも始まった 2）。IT 機器の整
備をさらに促進し，2010年度までに，児童・
生徒3.6人あたり 1台を目標に普通教室の教
育用パソコン整備を目指すことになる。

かつてひとりの少女に「愛」をもたらした
教室の 1台のテレビ。デジタル時代を迎えた
今，テレビを始めとする多様なメディアは，
教育現場でどのように利用され，どのように
受け止められているのか。

「学校放送利用状況調査」は，NHK 放送
文化研究所が 1950年から定期的に実施して
きた全国調査で，学校教育現場のメディア環

デジタル時代の教育とメディア①

学校教育現場のデジタル化とメディア利用の展開
～2006年度NHK学校放送利用状況調査から～

   渡辺誓司 / 小平さち子

校 種 総学校数 抽 出 比 標本数 有効回答 有効回答率

幼稚園 13,617 校 1/17  801 校 519 校  64.8%

保育所 22,355 1/27  827 512 61.9  

小学校 22,785 1/21 1,085 638 58.8

中学校 10,964 1/15  730 468 64.1

高等学校 5,247 1/7  749 560 74.8

調査期間： 2006 年 9 月 1 日（金）～ 12 月 1 日（金）
調査方法： 郵送法 督促 2 回
調査対象： 「平成 18 年度全国学校総覧」（原書房刊） 
 から系統抽出
 保育所については，各都道府県から入手
 した名簿から抽出

表1　調査の概要

調査対象および有効回答数（率）
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 １. 進まない学校のパソコン環境整備

（１）概況

「学校放送利用状況調査」では，学校現場
のメディア環境として，もともと放送利用
に使用する機器の普及状況を調べてきたが，
メディア利用の多様化をふまえ，その範囲
をデジタル機器に広げて調査を行っている。

日本の小学校・中学校・高等学校におけ
るパソコン環境の整備は，国の推進する「教
育の情報化」計画の中で進展してきた。

1990年度からは隔年で実施している本調
査の結果をみると，2000年度から 2002年度
にかけての 2年間は，インターネット接続や
パソコン台数が増加し，2002年度から 2004
年度にかけては，ブロードバンド回線の普
及，校内 LAN の整備，普通教室へのネット
接続パソコンの普及などの面で進展があっ
た。しかし，2004年度調査では，2005年度
中に「全国公立学校のすべての教室にパソコ

ンが整備され，ブロードバンドで結ばれる」
という整備目標に向けて，必ずしも十分には
進んでいない面がうかがえた。

今回の調査でも，学校のデジタル環境設備
は進んではいるものの，全体としてそのス
ピードは鈍化しており，これまでのような勢
いがみられなかった。パソコン環境は 2005
年度到達目標に遠く及ばず，いまだデジタル
化への過渡期にある（図１）。

ただし，その状況を小学校・中学校・高等
学校で比較すると，校種によって濃淡がみら
れる。中学校・高等学校では，インターネッ
ト接続についても校内 LAN の整備について
も，小学校に先行して整備が行われてきた経
緯があり，たとえば高等学校では，ブロード
バンド回線を利用する学校は 8割を超える。
校内LANも93.8％の学校で整備されている。
さらに，光ファイバー回線利用校も半数を超
え（54.6％），3校種の中では最もデジタル化
が進んでいる。特に，2003年度から高等学

図1　インターネット接続パソコンの各教室への普及の推移

注1：「普通教室」とは，「普通教室にネット接続PCを設置している学校の比率」という意味であり，全普通教室あたりのネット接続PC普及率ではない。
他の教室についても同様である。

注2：（ ）内は，各「設置場所にネット接続PCを所有している学校」1校あたりの平均台数である。
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校の普通科で「情報」が必修科目になったこ
とも，ハード面の環境整備を推し進めること
になった一因といえよう。

一方，小学校の整備状況は，全体的に中学
校・高等学校のレベルにも達していない。こ
こでは，3校種の中で遅れが最も顕著な小学
校のパソコン環境や利用の詳細をみることに
する。

（２）小学校のパソコン環境と利用状況

◆普通教室におけるインターネット接続パソコ

　ン普及の遅れ

小学校のインターネット接続率は 98.1％で
ほぼ飽和状態となり，利用されている回線に
ついても，動画活用が可能なブロードバンド
回線（ADSL・ケーブルテレビ・光ファイバー）
のある小学校は 63.5％から 72.4％へと有意に
増加した（表2）。

しかし，インターネット接続パソコンを使
える場所は，相変わらずコンピューター教室

（91.5％）が多かった。授業で利用したい時に
いつでも利用できるという点では，普通教室
にこそインターネット接続パソコンが設置さ
れていることが望ましいが，普通教室にお

ける設置は全国の小学校の 35.3％で，2004
年度調査（32.4％）とほぼ同じ水準にとどまっ
ている。校内 LAN を普通教室に整備してい
る学校も 39.5％（前回33.4％）で，2005年度
内に「校内 LAN の整備によりすべての教室
がインターネットに接続される」という目標
は達成されていない（表3）。

◆教師の利用が増えるインターネット

このような環境において，パソコン・イ
ンターネットは授業でどのように利用され
ているのだろうか。2004年度調査では，教
師の利用は広まっているが授業中の児童に
よる利用は必ずしも増えていない状況がみ
られたが，今回の調査でもこの傾向は継続
していた（図2）。

教師の利用では，「教師がインターネット
上のコンテンツを教材作成など授業の準備
のために使用」（77.7％）が，前回調査同様利
用項目の中で最も多かった（表5）。インター
ネットが，教師が授業の準備をするための
ツールとして定着しつつあることがわかる。

「教師がインターネット上のコンテンツ
そのものを授業中に提示」（45.5％）は，2年
前と同程度の回答であった。この利用が大
きく伸びなかった背景には，パソコン画面を

校内 LAN
整備あり
（%）

校内 LAN 整備場所（%）

普通教室 コンピュー
ター教室 職 員 室

小 学 校 78.4
（81.7）

39.5
（33.4）

66.0
（68.3）

70.7
（70.9）

中 学 校 87.0
（85.6）

37.0
（28.8）

70.3
（70.7）

79.5
（75.3）

高等学校 93.8
（91.6）

50.5
（41.5）

78.9
（78.8）

88.8
（82.5）

普通の
電話回線

ISDN
回 線

ADSL
回 線

ケーブル
テレビ回線

光
ファイバー

小学校 4.2
（6.0）

13.0
（23.4）

23.4
（22.3）

15.4
（16.9）

34.0
（24.6）

中学校 2.8
（4.3）

10.5
（19.7）

27.4
（24.0）

14.1
（17.1）

38.0
（29.1）

高等学校 2.0
（3.3）

4.1
（8.9）

23.2
（26.1）

6.4
（6.0）

54.6
（47.6）

表 3　校内 LANの整備
（100%= 全学校）

注：（ ）内は，2004年度の数値である。

ブロード
バンド

72.4
（63.5）

79.3
（69.4）

83.4
（77.8）

表 2　学校で主に利用しているインターネット回線
（100%= 全学校）

＊ 一部複数回答校が含まれる注：（ ）内は，2004年度の数値である。

（%）
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提示するためのプロジェクターの保有率がほ
とんど伸びていないことがあると考えられる
（表4）。パソコン上の映像コンテンツを，教
室の児童全員に一斉に提示できるプロジェク
ターは，教室における学習体験を児童が共有
し，共に学ぶ空気を生み出す。このような機
器が手軽に利用できるようになれば，授業で
のインターネット利用に弾みがつくことも考
えられる。

一方，児童の利用をみてみると，「児童自
身が授業でネット上のコンテンツを利用」

（42.6％）が，2002年度（68.1％）をピークに，
減少し続けている点が注目される。「他校と
インターネットを使って交流」は変動がな
かった（図2）。

授業でのインターネットの利用が多い教
科は「社会」「総合的な学習の時間」「理科」
であるが，「理科」での利用が有意に増加し
た（47.9％→60.5％）のに対し，児童にイン
ターネット利用の機会を提供する主要な時間
であり，調べ学習が重視される「総合的な学

校種

パ ソコ ン DVD-ROM 対応
パソコン

パソコン画面提示
プロジェクター

ハードディスク
レコーダー

保有率
（%）

平均
保有台数
（台）

保有率
（%）

平均
保有台数
（台）

保有率
（%）

平均
保有台数
（台）

保有率
（%）

平均
保有台
数（台）

小学校 98.7
（100.0）

35.8
（31.1）

△ 73.7
（50.0）

19.1
（10.9）

75.5
（72.4）

2.3
（1.9）

△15.4
（11.6）

1.4
（1.9） 

中学校 100.0
（100.0）

53.1
（46.5）

△ 82.7
（56.8）

28.3
（14.7）

77.8
（78.3）

2.9
（2.1）

23.1
 （19.9）

 1.6
（1.8） 

高等学校 99.8
（100.0）

125.5
（105.7）

△ 89.1
（74.6）

55.3
（28.0）

82.0
（77.6）

4.8
（4.4）

35.2
（31.0）

2.0
（1.9）

表 4　ICT 機器保有状況
（100%= 全学校）

注1：（ ）内は，2004年度の数値である。
注2：△▼マークの数値は信頼率95%で2004年度に比べ有意差がある。
注3：平均台数については保有校あたりの平均値である。

小学校 
（%）

中学校 
（%）

高等学校
（%）

教師がインターネット上の
コンテンツそのものを授業中
に提示

45.5
（40.1）

△ 33.8
（26.3）

 31.6
（37.0）

教師がインターネット上の
コンテンツを教材作成など
授業の準備のために使用

77.7
（75.3）

79.9
（76.2）

82.1
（81.8）

児童（生徒）自身が授業で
インターネット上のコンテンツ
を利用

▼ 42.6
（52.8）

▼ 33.5
（43.7）

▼ 35.9
（48.2）

学校のホームページを作り
発信している

 39.7
（36.5）

△ 39.3
（32.7）

60.9
（55.9）

他校とインターネットを
使って交流している

  2.8
（2.8）

1.3
（2.1）

7.5
（6.0）

表 5　授業でのインターネットの利用方法
（100%= 全学校）

注1：（ ）内は，2004年度の数値である。
注2：△▼マークの数値は信頼率95%で2004年度に比べ有意差がある。

図 2　インターネット利用内容の推移 <小学校 >
（100%= 全学校）
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習の時間」での利用は，前回と同程度だった
（74.0％→71.2％）。学校教育全体における教
科重視の傾向が強まったために「総合学習」
の比重が小さくなり，児童自身のインター
ネット・アクセスをより減少させる方向に働
いたものと考えられる。
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  ２.学校放送番組利用の多様化
（１）「NHKデジタル教材」と「NHK学校放送利用率」

NHKでは，2001年度から，学校放送の一環と
して，学校放送番組の内容に連動した教材をイ
ンターネット上で提供する「NHKデジタル教材」

（http://www.nhk.or.jp/school）のサービスを開
始した。たとえば小学校では，2006年度は，表7
（28ページ）に示した30番組すべてにホームペー
ジが完備されており，どの番組についてもインター
ネットによる教材活用が可能になっている。

この教材には，写真2に示したように4種
類のコンテンツがあり，番組によって4種類
すべてが提供されているもの，一部が提供さ
れているものなど，形態はさまざまである。
2006年度調査時点では，理科や社会，総合
的な学習の時間など11番組で4種類すべての
コンテンツが提供されていた。

学校放送利用の量的な側面を調べるにあ
たって，NHK 学校放送利用状況調査では，
調査実施年の 4月から 11月までに 1番組以
上の学校放送番組を利用したクラスがある学
校を「NHK 学校放送利用校」と定義し，当該
校種に占めるその比率を「NHK 学校放送利
用率」として経年的に調べてきた。

①「ばんぐみ」では，放送された番組と
同じものを，動画または静止画でいつで
も見ることができる。

②「クリップ」では，資料映像を１～３
分に編集した短い映像として見ることが
できる。子どもの調べ学習，あるいは教
師の教材提示にも利用できる。

③「きょうざい」では，各番組に対応す
る教材を利用できる。番組内容に関連づ
けたクイズやゲームなどの双方向教材，
調べ学習に役立つ用語集などが含まれて
いる。

④「せんせい」には，番組内容のあらす
じや授業アイデアを載せた利用案，印刷
して利用できるワークシート，発展的な
授業に役立つリンク集など，教師向けの
情報が集められている。

写真 2　NHKデジタル教材の内容

http://www.nhk.or.jp/school

写真１　NHKデジタル教材
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NHKデジタル教材の提供によって，学校放
送番組は，テレビによる利用だけでなく，NHK
デジタル教材を使ってパソコン上で番組を視
聴する，あるいは放送利用と組み合わせて動
画クリップや用語・リンク集，ワークシートも 
利用できる。教科の特性や授業プランに合わ
せて，放送とデジタルサービスをより多角的に，
より多様に連動させた利用が可能である。

このような状況に鑑み，現在では学校放送
利用の全体をとらえるにあたり，学校放送番
組に連動した NHK デジタル教材を利用した
クラスがある学校も「NHK 学校放送利用校」
に含めている（表6）。

（２）小学校

◆ NHKデジタル教材・単独利用校の存在

2006年度調査において，小学校における
「NHK学校放送利用率」（以下「学校放送利用
率」と表記）は73.4％で，2004年度と比べて有意
に減少した。利用状況を詳細に分析してみると，
前回調査までは，「NHKデジタル教材だけを
使って放送番組を使わなかった学校」は存在せ
ず，NHKデジタル教材の利用校はすべてNHK
テレビ学校放送番組の利用校に含まれていた
が，2006年度調査では，全体の2.2％とわずか
ではあるものの，NHKデジタル教材だけを単

表 6　NHK学校放送利用校の比率と推定利用校

校種
テレビ ラジオ

利用率（%）推定利用校 利用率（%）推定利用校

幼稚園 33.3
（35.1）

4,534
± 542

3.9
（4.2）

531
± 222

保育所 45.5
（49.9）

10,170
± 954

1.8
（2.6）

402
± 254

小学校 ▼ 73.4
（79.5）

16,724
± 794

0.8
（1.4）

182
± 160

中学校 19.9
（16.9）

2,182
± 340

高等学校  26.6
（26.1）

1,396
± 174

2.0
（2.5）

105
± 55

注1：（ ）内は，2004年度の数値である。
注2：△▼マークの数値は信頼率95%で2004年度に比べ有意差がある。

（100%= 全学校）

独で利用している学校が存在していた（図3）。
後述するように，今回の調査では「NHK

デジタル教材」に対する認知が広がっている
ことが明らかになったが（詳細は 29 ページ
参照），放送番組とデジタル教材を連動して
利用したり，それぞれ単独で利用したり，授
業における学校放送の利用形態が多様化し始
めていることが考えられる。学校放送番組の
利用方法の選択肢が増え，教科特性や学校の
メディア環境，学習課題に応じて授業を展開
する可能性が広まっているともいえる。

図３　NHK学校放送利用率の内訳〈小学校〉
（100%= 全体）

2006 年度 テレビ学校放送番組のみ利用
58.5％

テレビ学校放送番組の利用 71.2％

両方の
利用
12.7％

NHKデジタル
教材のみ利用
2.2％

NHKデジタル
教材の利用

NHKデジタル
教材の利用
14.9％

2004 年度 テレビ学校放送番組のみ利用
65.2％

学校放送利用率 73.4％

テレビ学校放送番組の利用 79.5％

学校放送利用率 79.5％

両方の
利用
14.3％

自由回答から（小学校）
　「理科や社会の番組を録画利用していたが，
今はNHKデジタル教材を利用。録画不要で，
いつでも好きな時に見られるのが最大の魅力。」
　「番組をテレビで見た後，各自の調べたい
ことを調べる時にNHKデジタル教材を活用
している。」
　「同じ番組でも，テレビ視聴の方がパソコ
ン視聴よりも映像に実在感を感じるので，放
送をナマ利用するようにしている。」
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◆個別番組の利用：新番組の健闘

学校放送利用率を個々の番組についてみ
ると，小学校の理科番組はいずれも安定し
た利用があった。4番組すべてが 2005年度，
2006年度の新番組だが，中でも『理科5年　

（100%= 全学校）　　（％）

ふしぎワールド』は有意に利用率が増加した。
また，2006年度の新番組では，道徳番組

として長く続いてきたドラマ形式から演出を
大きく変更した『道徳ドキュメント』（高学
年向け）も，前番組とほぼ変わらない利用率
だった。これまで新番組は利用率が伸びにく
い傾向にあったが，従来とは異なる結果に
なった。

全体で最も利用が多かったのは，ここ数回
の調査結果と同様，1年生の道徳番組『ざわ
ざわ森のがんこちゃん』であった（表7）。

◆ NHKデジタル教材の利用が有意に増加した番組

個別番組の学校放送利用率を，放送番組の
利用と，番組と連動した NHK デジタル教材
の利用との関係からとらえてみよう。図4に
示すように，デジタル教材の利用率が高かっ
たのは，理科，社会，総合学習の番組であった。

そのうち，2006年度調査で番組の利用率
が有意に増加した『理科5年　ふしぎワール
ド』は，放送番組の利用の割合が依然として
大きいものの，授業中のデジタル教材の利用

（100％＝全学校）
表７　個別番組の利用率 <小学校 >

2006 年度
利用率 
（%）

2006 年度
NHKデジタル 
教材利用率 
（%）

2004 年度 
利用率 
（%）

低
学
年

こどもにんぎょう劇場（1 年） 16.6 0.2 22.4
はじめてのこくご　ことばあ！

（1・2 年） 7.2 ― 9.9

かんじるさんすう１，２，３！
（1 ～ 3 年） 6.4 0.3 6.4

ざわざわ森のがんこちゃん（1 年） 42.3 0.2 49.1
バケルノ小学校ヒュードロ組

（2 年） 34.0 ― 35.4

中
学
年

おはなしのくに（2・3 年） 14.1 ― 14.9
わかる国語 読み書きのツボ 
3 ･ 4 年（3・4 年） 5.6 0.2 7.0

わかる算数　４年生（4 年） 4.9 0.5 6.0

⑰しらべてゴー！（3・4 年） 13.3 0.6 17.8
16.6

⑰理科３年　ふしぎだいすき
　（3 年） 30.7 3.0 27.0

⑰理科４年　ふしぎ大調査
　（4 年） 30.3 4.4 28.3

さわやか３組（3・4 年） 28.1 ― 36.9
⑰えいごリアン ３（3 年） 10.0 0.6 
えいごリアン ４（4 年） 6.7 0.8 16.8

高
学
年

⑱わかる国語 読み書きのツボ 
　5 ･ 6 年　（5 ･ 6 年） 3.9 0.5 

わかる算数　５年生（5 年） 4.1 0.6 4.4
⑰わかる算数　６年生（6 年） 3.3 0.6 
日本とことん見聞録（5 年） 18.0 3.0 19.2
にんげん日本史（6 年） 28.8 4.9 29.0
⑱理科５年　ふしぎワールド
　（5 年） 33.9 7.4 28.4

⑱理科６年　ふしぎ情報局
　（6 年） 26.0 4.1 24.4

⑱道徳ドキュメント（5・6 年） 24.8 0.5 25.1
スーパーえいごリアン（5・6 年） 7.7 1.4 10.7

３
〜
６
年

みんな生きている 6.4 0.5 8.8
おこめ 12.2 3.8 14.5
南　極 1.3 ― 1.0
たったひとつの地球 6.9 0.6 10.5
川 3.6 0.2 2.1

養
護
・
支
援

ストレッチマン２ 4.1 ― 6.8

みてハッスル　きいてハッスル 3.6 ― 4.0

注1： ⑰は2005年度の新番組，⑱は2006年度の新番組である。
注2：『しらべてゴー！』は，2005年度に3年社会と4年社会が統合さ

れた番組である。2004年度利用率は，上段に3年社会，下段に4
年社会の利用率をそれぞれ記している。   

図４　NHKデジタル教材・利用の多い番組<小学校 >

ふしぎワールド
　　（理科 5年）

にんげん日本史
　　（社会 6年）

ふしぎ大調査
　　（理科 4年）

ふしぎ情報局
　　（理科 6年）

おこめ
（総合3・4・5・6年）

2006

2004

2006

2004

2006

2004

2006

2004

2006

2004

33.9

28.4

28.8

29.0

NHKデジタル教材利用
番組利用率

30.3

28.3

26.0

24.4

12.2

14.5

7.4

4.0

4.9

2.6

4.4

4.4

4.1

3.7

3.8

2.8
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も 4.0％から 7.4％へと有意に増加した。デジ
タル教材の利用の増加が，番組としての利用
率の増加に結びついていると考えられる。

また，社会では，5年生の『日本とことん
見聞録』と，早い段階でデジタル教材の開発
が進められた 6年生の『にんげん日本史』で，
デジタル教材の利用が有意に増加した。この
ようにデジタル教材の利用が有意に増加し
た番組が登場したのは，2001年度のサービ
ス開始以来，初めてのことである。

◆ NHKデジタル教材の認知の広まり

NHK デジタル教材は，個々の学校放送番
組と連動した教材として授業中に直接利用す
るだけでなく，教師が授業に役立てるための
情報や NHK が行っている教育サービスの情
報を取得するポータルサイトとして，幅広い
利用が可能である。

このような「NHK デジタル教材」総体とし
ての認知をみると，その存在を知っていた学
校は 47.3％で，2004年度の 29.7％から大きく

増加した。サービスの認知は全国の小学校に
広がりつつあるといえる。

利用については，NHK デジタル教材を授
業で利用した学校は 14.9％，授業以外のポー
タルサイトとしての利用を含めると 27.0％で
あった（図5）。学校放送番組利用の有無別に
みると，学校放送利用校における認知や利用
の方が高いことがわかる。

また，学校で利用されているインターネッ
ト回線の状況別で比較すると，動画活用が可
能な，ブロードバンド環境が整備されている
学校の方が，未整備の学校よりも NHK デジ
タル教材の利用が多かった。これは，NHK
デジタル教材を利用している学校に利用内容
をたずねると，「番組を視聴する」（49.4％），

「動画クリップを利用する」（51.7％）といっ
た映像利用が多かったことに結びついている
ともいえよう（表8）。

このような NHK デジタル教材を今後「利
用したい」と回答した学校は全体で 8割を
超え（81.2％），関心の高さがうかがわれた。
利用したい教科では，理科（69.9％），社会

（67.7％），総合的な学習の時間（49.5％）が多
く，いずれも前回調査から有意に増加してい
る（表9，30 ページ）。

（100%= 利用教師がいる学校）
表８　NHKデジタル教材・利用内容<小学校 >

図５　NHKデジタル教材・認知と利用<小学校 >

「ばんぐみ」を使って，ウェブサイト上で番組を
視聴する 49.4％

「クリップ」を使って，教材として動画クリップ
を利用する 51.7

「きょうざい」で，番組内容，学習テーマに関連
したリンク集を利用する 27.3

「せんせい」で，授業案や実践事例を調べたり，
教材集やワークシートを利用する 23.8

児童が，学校放送番組のホームページ上で調べ
学習をする 25.6

学校放送番組の放送スケジュールや，番組の 
ねらい・テーマなどを調べる 16.3

NHKの学校教育向けサービスについて情報を得る 6.4

教育界の最新動向について情報を得る 0.6

2006 年度
NHKデジタル教材を
授業で利用

■小学校　全体 (n=638)
 
 
■学校放送利用の有無別 
　　　　　利用校 (n=468)

 
　　　　　非利用校 (n=170)
 
 
 
■ブロードバンド環境 
　　　　　　　　有 (n=462)

 
　　　　　　　　無 (n=110)

2006 年度
ポータルサイトとしての利用
も含めた利用

NHKデジタル教材
を知っている

47.3

（％）

14.9

20.3

17.1

7.3

0

53.2

31.2

50.6

37.3

27.0

33.8

8.2

29.9

18.2
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ぜだろうか。
ひとつの理由として，24 ページで触れた

ように，小学校において授業の主たる場所と
なる，普通教室のインターネット接続パソコ
ンの整備が 2年前とほぼ同程度にとどまって
いることなど，学校のデジタル環境整備の鈍
化が影響していると考えられる。
図6に，NHK デジタル教材の利用とパソ

コン・インターネット環境との関係を示して
みた。NHK デジタル教材を授業でさかんに
利用している学校は，「ブロードバンド環境
が整備されている」「普通教室でのネット利
用が可能である」「パソコン画面提示プロジェ
クターの台数が多い」「ネット接続パソコン
1台あたりの児童数が少ない」学校であるこ
とがわかる。今回の調査からは，NHK デジ
タル教材の存在を知ってはいるが，利用した
くても利用できないハード環境にある学校現
場の現状がみてとれる。

◆授業利用に向けた課題

前項で触れたように，2006年度調査では，
授業における NHK デジタル教材の利用は
14.9％だった。2004年度の結果（14.3％）と比
較すると，ほぼ同じ結果だった。これはな

図６　NHKデジタル教材・普通教室のパソコン環境との関係 <小学校 >

学校放送利用率

　(n=638)

有　(n=462)
無　(n=110)

　(n=116)
　(n=261)

10 人に１台未満　(n=231)

3 人に１台以上
10人に１台以上 3人に１台未満

有　(n=225)
無　(n=413)

２台以上　(n=247)
１台　(n=234)
なし　(n=141)

ブロードバンド環境

普通教室へのネット接続PC

普通教室で利用可能なパソコン画面
提示プロジェクター

NHKデジタル教材利用

ネット接続PC
１台あたりの児童数

73.4

74.9
68.2

66.4
72.4

73.6

78.8

72.9

73.8

76.5
70.1

全小学校
％

14.9

17.1
7.3

18.1
13.0

11.9

15.2

20.4

11.3

21.9
10.3

（100%= 全学校）     （％）

表９　NHKデジタル教材を利用したい教科・課題＜小学校＞

国　　語 △ 21.8 （14.6）

社　　会 △ 67.7 （56.3）

算　　数 25.4 （21.4）

理　　科 △ 69.9 （63.1）

音　　楽 11.1 （9.5）

図画工作 8.5 （6.5）

体　　育 16.0 （14.8）

家 庭 科 △ 7.8 （5.1）

生 活 科 17.1 （15.2）

道　　徳 16.8 （15.2）

総合的な学習の時間　注２ △ 49.5 （35.4）

そ の 他 0.5 （0.6）

注1：（ ）内は，2004年度の数値である。
注2：「総合的な学習の時間」には「英語学習・英語活動」を含む。
注3：  △▼マークの数値は信頼率95％で2004年度に比べ有意差がある。
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り上げており，基本的なモラルの向上など，
教科以外の部分で生徒の指導に役立つ教材に
対するニーズや期待がうかがえる。

自由回答から（小学校）

　「NHK デジタル教材を使いたいが，一度
にパソコンでアクセスすると，フリーズし
てしまい，映像を見ることができない。」
　「現在，光回線でつながっているが，安心
して動画を再生することができない。」
　「内容がよくても，コンピューター環境が
不十分で映像がうまく流れない。」

この他にも，インターネットで児童自身が
直接ネット上のコンテンツを利用する機会が
減少した（25 ページ参照）ことなども影響し
ていると考えられるが，NHK デジタル教材
自体の関心の高さやブロードバンド回線整備
校における映像利用の割合の高さを考える
と，動画視聴が可能なハード環境が整備され
ることによって，映像利用を中心にその利用
が増える可能性があるといえる 3）。

（３）中学校・高等学校

◆特別活動番組への期待

2006年度の学校放送利用率は，中学校
（19.9％），高等学校（26.6％）ともに2004年度
と同程度であった（表6，27ページ）。
　個々の番組では，2006年度の新番組であ
る『10min.ボックス　特別活動』が，両校
種ともそれぞれ４割近い学校に知られてお
り（中学校37.4％，高等学校38.4％），利用
率も中学校4.7％，高等学校5.0％と，新番
組としては高い結果となった（表10）。ま
た，今後についてもいずれも7割の学校が利
用意向を示している。

番組では，未成年の喫煙や飲酒，職業に
ついてのガイダンス，消費者教育など，教
育現場で注目されているテーマを幅広く取

自由回答から

　「性教育，ネットや携帯の功罪などについてわ
かりやすく資料提示された番組が欲しい。」    　
　　　　　　　　　　　　　　　     （中学校）
　「ぜひ，規則正しい生活をテーマにしてほしい。」

（中学校）
　「ものづくりの意義など，教師が伝えきれな
いキャリア教育を扱って欲しい。」（高等学校）

表11　高校学校向けテレビ番組（テレビNHK高校講座）利用率

番 組 名 利用率（％） デジタル教材利用率（％）
英語Ⅰ 0.5
数学基礎 0.9 0.2
数学Ⅰ 0.9 0.2
世界史 2.1
日本史 1.8
地理 2.3 0.4
理科総合Ａ・Ｂ 3.8 0.7
地学 2.7
生物 8.4 0.9
物理 2.1
化学 4.1 0.7
家庭総合 1.6
情報Ａ 4.5 0.7

（100%= 全学校）

（100％＝全学校）

中学校（％） 高等学校（％）

番　組　名 利用率 デジタル教材利用率 利用率 デジタル教材利用率

ティーンズ 
ＴＶ

ワールド 
ドキュメント 1.9 ― 2.9 0.5

⑰メディアを 
学ぼう 0.9 ― 1.8 1.1

⑱地球データ
マップ 2.8 1.1 4.1 2.7

NHK 
映像科学館 2.8 0.2 3.6 1.1

10min. 
ボックス

理科 6.6 0.9 5.9 1.1
社会 3.8 ― 2.5 0.7
⑱国語 2.4 0.6 1.1 0.9
⑱特別活動 4.7 1.1 5.0 2.1

ミクロワールド 2.1 0.4 1.8 0.4
あしたをつかめ 
～平成若者仕事図鑑～ 5.8 0.6 5.2 1.4

学校デジタルライブラリー 4.1 1.9

表10　個別番組の利用率〈中学校・高等学校〉

注：⑰は2005年度の，⑱は2006年度の新番組である。
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◆学校放送番組以外の一般番組の利用

中学校や高等学校では，小学校に比べて，
NHK学校放送番組以外の「一般番組」の利用
が多い（小学校21.2％，中学校48.3％，高等
学校47.9％）。また，どのような番組が利用
されているか調べてみると，表12のとおり，
『NHKスペシャル』の各番組や『プロジェク
トX』『その時歴史が動いた』など，NHK番
組の利用が多いことがわかる。

中学校も高等学校も，学校放送番組と一
般番組を含め，教育におけるテレビ番組の
利用という点では，NHK番組を利用してい
ることがわかる。

 ３.教師向けサービス利用の高まりとその背景

（１）教師の人気番組『わくわく授業』

　NHKでは，学校向けに放送している番組 
として，これまでみてきたような学校放送
番組だけでなく，教師向けの情報番組も制
作している。2006年度調査時点で放送され
ていた教師向け番組と各番組を視聴した教
師がいる学校の割合は表13のとおりである。

　中でも，全国の学校で行われているすぐ
れた授業や，学ぶ楽しみが伝わる授業を紹
介する『わくわく授業～わたしの教え方
～』は，小学校，中学校，高等学校のすべ
ての校種で教師によく見られている。児
童・生徒にとって魅力のある授業の進め方
に対する教師のニーズがあり，実践が可能
で効果的な教え方の提供を求めていること
の表れといえる。

表12　よく利用されている一般番組

小学校 
(%)

中学校 
(%)

高等学校 
(%)

プロジェクトＸ 5.6 28.0 20.4

ＮＨＫスペシャル　 
ｼﾘｰｽﾞ“驚異の小宇宙　人体” 5.2 21.8 19.6

ＮＨＫスペシャル　 
ｼﾘｰｽﾞ“地球大進化～ 46 億年・人類へ
の旅”

2.0 10.3 15.2

その時歴史が動いた 5.8 11.5 12.1

ＮＨＫスペシャル　 
ｼﾘｰｽﾞ“映像の世紀”　 0.6 4.7 10.2

ＮＨＫスペシャル　 
ｼﾘｰｽﾞ“プラネットアース”　 0.8 3.6 5.5

プロフェッショナル 仕事の流儀 0.5 6.0 5.2

ＮＨＫ・民放の一般番組を利用してい
る学校 21.2 48.3 47.9

ＮＨＫ一般番組の利用がある学校 18.7 45.9 45.2

民放一般番組の利用がある学校 6.7 9.0 18.9

（100%= 全学校）

表13　教師向け番組の利用

小学校 
(%)

中学校 
(%)

高等学校 
(%)

教育ＴＶ ＳＨＯＷケース 5.3 5.8 5.7

わくわく授業 
　～わたしの教え方～ 31.2 26.0 20.3 

親と子のＴＶスクール 14.1 10.7 10.9

（100%= 全学校）

自由回答から

　「『わくわく授業』を見ているが，使って
いる教材やワークシートをパソコン上で提
示してほしい。」　　　         　　  （小学校）
　「子どもと向き合う時間を多くとれるよう
に，日常の業務をサポートしてもらえる情
報や番組がほしい。」                 　（小学校）
　「全国の学校の実践活動をもっと取り上げ
てほしい。」　　　　　         　  （高等学校）
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（2）「NHKティーチャーズネット」への期待
　2006年度，NHKでは，インターネットを
利用した，教師のための新しいサービスとし
て，「NHKティーチャーズネット」を開設し
た（写真３）。NHKデジタル教材（http://
www.nhk.or.jp/school）のトップページから
もアクセスすることができる。

事前に登録を行って会員になると，高画質
のクリップ映像や授業のアイデア，NHK デ
ジタル教材の利用法，教育情報などを無料で
利用できるとともに，番組やイベントの最新
情報を掲載したメールマガジンも購読できる。
また，これまで教育現場から要望が多かった，
指導要領や教科書の単元に対応した NHK の
番組や映像クリップの検索システムが備えら
れ，教師の，授業における映像利用をサポー
トできるようになっている。

NHKティーチャーズネットの認知や利用
意向などについてたずねた結果が表14であ
る。登録した教師がいる学校は2％台だが，

「知っている」教師がいる学校は，校種を問
わずほぼ3割に及ぶ。調査時点はサイトを開
いて半年あまりが経過した頃だが，その間
に認知が広まっていることがわかる。

写真３　NHKティーチャーズネット

　さらに，小学校における今後の利用意向を
みてみると，NHKティーチャーズネットを知っ
ている教師がいる小学校では74.1％，知ってい
る教師がいない小学校でも68.6％と，認知の有
無に関わらず，高い関心が示された。

利用したい内容では，すべての校種で「授業
で利用できる高画質映像資料の配信」「NHK
の番組や映像クリップの検索」「番組関連の学
習で利用できるワークシートの提供」など，放
送やNHKデジタル教材を授業に生かすための
サービスへの関心が高い（表15）。直接授業に
役立つ映像や教材を，必要な時にはいつでも
すばやく手軽に取り出せるサービスに対する
期待の表れだといえる。学校週５日制によっ
て授業内容が過密になったことや，全般に校
務の負担が増えたことなどによる，学校現場
の繁忙感を反映しているのではないだろうか。

（100%= 全学校）
表14　NHKティーチャーズネットの認知・登録・利用意向

小学校 
(%)

中学校 
(%)

高等学校 
(%)

ＮＨＫティーチャーズネット
を知っている教師がいる 30.3 33.8 35.5

ＮＨＫティーチャーズネット
に登録した教師がいる 2.8 2.1 2.0 

ＮＨＫティーチャーズネット
を利用したい 69.3 70.9 59.1

表15　NHKティーチャーズネット・利用したい内容

小学校 
(%)

中学校 
(%)

高等学校 
(%)

授業で利用できる高画質の映像資料の配信 57.8 63.2 47.3 

指導要領や教科書の単元に対応した，
NHK の番組や映像クリップの検索 48.1 47.0 37.0 

授業における「NHKデジタル教材」
の使い方の解説 21.0 15.8 13.4 

番組に関連した学習で利用できる
ワークシートの提供 39.3 35.5 24.8 

身近で最新の教育問題の解説 11.3 15.0 15.2 

「NHK デジタル教材」や番組，教育問
題について意見交換ができる掲示板 4.4 3.6 3.4 

最新の番組情報や教育情報が掲載
されたメールマガジン 6.1 6.2 5.5 

番組制作者に番組に対する意見や
要望を発信できるページ 3.6 3.4 2.3 

（100%= 全学校）

http://www.nhk.or.jp/school/net/
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（ 3 ）教師のメディア利用にみる多様性

2006年度は，学校単位の状況を調べる定
例の「学校放送利用状況調査」では実態の把
握が難しい内容について，教師個人を対象と
する調査も合わせて実施した 4）。　

対象は全国の小学校5年生の担任教師で，
特にメディア利用におけるリーダーではない

“一般の教師”である。“小学校教師の全体”を
代表するデータではないが，同じ学年を担当
している教師の間でも，性・年齢，教師自身
のメディア利用歴によって，授業でのメディ
ア利用状況，NHK デジタル教材の利用経験
や認知にも違いがあることなどが明らかに
なった。ここでは結果の一部を紹介する。

◆属性差大きいインターネット利用経験

2006年度，5年生担任教師クラスの授業での
テレビとパソコン利用頻度は，次のとおりである。

　　　　  　             テレビ　 パソコン
週1回以上 11.3％ 25.9％
月1 ～ 3回以上 33.6 55.0
年数回ぐらい 35.9 16.9
全く利用していない 17.0 0.5

図 7　教師のインターネット利用開始時期

0 20 40 60 80 100 120

18.00.3

■年代別

■年代別

■5年担任教師

使ったこ
とがない

5～6年
ぐらい前

7～8年
ぐらい前

9～10 年
ぐらい前

それ以上
前から

無回答

4年以内

31.7 23.5 18.0 7.0 1.5

14.90.3 29.8 24.6 19.3 9.9 1.1
21.80.4 34.2 22.2 16.2

3.2
2.1

9.91.1 31.5 23.2 24.9 7.7 1.7
19.40 30.7 22.3 17.0 8.8 1.8

34.60 26.9 22.1 10.6 4.8 1.0

7.9020 代（n=76）
30 代（n=181）

男（n=362）

全体（n=646）

女（n=284）

40 代（n=283）
50 代（n=104）

43.4 30.3 15.8
1.3
1.3

（％）

0 20 40 60 80 100 120

34.2

■年代別

■年代別

■5年担任教師

週に 3・4回
ぐらい

週に 1・2回
ぐらい

月に 1・2回
ぐらい

ほとんど・
まったく使わない

無回答

19.7 27.2 11.1 6.2 1.5

45.9 20.4 21.5 5.55.2 1.4
19.4 18.7 34.5 18.3 7.4 1.8

38.7 23.8 22.7 6.6 6.6 1.7
33.6 19.1 28.6 11.0 6.4 1.4
27.9 16.3 26.9 21.2 6.7 1.0

35.520 代（n=76）
30 代（n=181）

男（n=362）

全体（n=646）

女（n=284）

40 代（n=283）
50 代（n=104）

17.1 32.9 9.2
2.6
2.6

毎日のように

（％）

（小学校 5 年生担任教師）
図 8　教師のインターネット接触頻度

（小学校 5 年生担任教師）

テレビの場合もパソコンの場合も，授業で
の利用頻度という点では，男女差はみられず，
年齢による違いも顕著ではなかった。
　しかしながら，教師の個人としてのインター
ネット利用経験年数や現時点での利用頻度を
調べてみると図７，図８のとおり，顕著な差が
みられる。女性教師よりも男性教師が，年齢で
は30代で，インターネット利用経験が長く，現
在の利用頻度も高いことがわかる。

◆属性差大きいNHKデジタル教材の利用経験

図9は，「2006年度の学校放送番組に連動し
たデジタル教材を授業で利用した教師」「これ
までに NHK デジタル教材を授業で利用した
ことがある教師」がそれぞれどの程度いるかを
示したものである。全国の 5年生担任教師の
2割強が NHK デジタル教材を利用した経験が
あり，12.1％の教師は，2006年度に『理科５年
　ふしぎワールド』をはじめとするNHK デジ
タル教材を授業で使っていたことがわかる。

NHK デジタル教材の利用経験が豊富なの
は，女性よりも男性教師，年齢でみると若い
教師である。また，絶対数は少ないが，情報
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教育や視聴覚・放送教育を専門にしている教
師では，利用経験が 6割近くに達している点
も注目される。
　学校放送番組やテレビの利用が活発な教師
ほど，個人として，また授業でのパソコンや
インターネット利用が活発な教師ほど，NHK
デジタル教材利用経験者が多いことも顕著な
結果として表れている。また，図には示して
いないが，利用だけでなく，NHKデジタル教

材の認知についても同様の傾向がみられる。

◆授業や教師自身に欠かせないメディア　

　利用実態とは別に，教師自身が，授業での
利用や教師としての素養や技能を高めるため
に欠かせないと感じているメディアについて
も調べている（図10）。その結果をみると，
授業では，パソコン・インターネットをはじ
め，ビデオ・DVDソフトやテレビ，新聞など
の活字媒体など多様なメディアを必要と感じ
ていることがわかる。また，教師自身のため
には，活字媒体および同僚とのコミュニケー
ションを重視するウエイトが大きいが，テレ
ビへの期待もあることなどが特徴といえる。

図 9　教師の属性別にみた「NHKデジタル教材」の利用経験

■5年担任教師  全体　(n=646)
   
   

■男女別  男　(n=362)
 女　(n=284)
   
   

■年代別  ２０代　(n=  76)
 ３０代　(n=181)
 ４０代　(n=283)
 ５０代　(n=104)
   

■教師の専門分野　情報教育・視聴覚教育   
 専門教師　(n=  53)
 非専門教師　(n=593)
   

■2006 年度　学校放送利用状況   
 利用教師　(n=290)
 非利用教師　(n=356)
   

■授業でのＴＶ利用頻度別   
 週１回以上　(n= 76)
 月１～３回　(n=217)
 年数回ぐらい　(n=232)
 全く利用していない　(n=110)
   

■授業でのＰＣ利用頻度別   
 週１回以上　(n=167)
 月１～３回　(n=355)
 年数回ぐらい　(n=109)
   

■教師のインターネット使用頻度   
 毎日のように　(n=221)
 週３・４回　(n=127)
 週１・２回　(n=176)
 月１・２回以下　(n=112)

22.9

25.4
19.7

30.3
28.7

18.7
19.2

58.5
19.7

32.8
14.9

35.5
27.6

18.1
12.5

31.1
20.8

16.5

32.6
25.2

19.3
7.1

2006 年度に限らず，
これまでに授業で
利用経験がある教師

2006 年度に，「NHKデジタル教材」
を授業で利用した教師

12.1

13.5
10.2

13.8
9.9
11.5

34.0
10.1

17.6

22.4
12.9
9.9
7.3

21.0
9.9
5.5

19.0
11.0
9.1
4.5

7.6

17.1

（％）

図10　授業や教師自身にとって欠かせないメディア
（100%= 小学校 5 年生担任教師全体）

（%）

授業の中で使うことが欠かせない
教師としての素養や技能を高めるために欠かせない

1　テレビ  

  
2　ビデオソフト  

  
3　DVDソフト  

  
4　CD・MD・テープ  

  
5　ラジオ  

  
6　パソコン・
　   インターネット  
  
7　新聞  

8　本・雑誌  

  
9　教育専門の新聞や
　  雑誌，本  

10　同僚の意見・同僚
　　との会話 

29.3

44.6

37.6

18.7

20.1

15.8

35.6

13.2

1.5

18.3

50.8

38.9

29.1

55.7

27.2

59.0

13.0

63.6

18.7

63.5

（小学校 5 年生担任教師）
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 ４．多様な教育サービス利用

（１）教育イベントの利用

NHK が提供し，学校現場が利用している
教育サービスには，これまでみてきた放送番
組やデジタル教材以外に，児童・生徒を対象
とするさまざまな教育イベントがある。2006
年度調査では，表16にあげた項目を示して，
学校の参加状況についても調べてみた。

このような教育イベントへの参加は，高
等学校（27.1%），中学校（23.7%），小学校（20.8%）

の順で多い。学校放送の利用という点では，
中学校・高等学校は小学校ほど活発ではな

いが，放送以外の教育サービスの利用では，
小学校以上に NHK と関わりを持っているこ
とがわかる。

学校放送番組の利用の有無別にみると，
利用校のほうが非利用校よりも教育イベン
トの利用が多いが，中学校･高等学校を中心
に，学校放送は利用していないが教育イベ
ントは利用しているという学校も少なくな
い点は注目される。

◆校種別にみた教育イベント利用の内容

高等学校では「NHK 杯全国高校放送コン
テストへの参加」（22.5％），中学校では「NHK
全国学校音楽コンクールへの参加」（12.0％），
小学校では「最寄りの放送局の見学・訪問」

（8.9％）が，それぞれ最も利用が多い教育イベ
ントである。

NHK の放送コンテストはテレビ放送開始
の翌年（1954年），音楽コンクールは全国向け
ラジオ学校放送の開始より早い 1932年以来
の歴史を持つ学校教育向けサービスである。

小学校では，「最寄りの放送局の見学・訪
問」のほかに，「東京 NHK 放送センターの『ス
タジオパーク』見学」や，全国各地の放送局
が高学年を対象に実施している「キミが主役
だ！NHK 放送体験クラブ」（放送局の仕事と

役割を体験する機会を提供する，2000年度開始のプ

ロジェクトで，模擬ニュース制作の体験が含まれる）

にも，2006年度，それぞれ 3.8％，3.0％の小
学校が参加しており，NHK が提供する放送
番組･デジタル教材の利用以外の形でも，学
校と放送局との関わりがある様子がうかが
える。

5年生担任教師を対象とした教師調査でも，
教育イベントの利用についてたずねている

表16　児童・生徒向けNHK 教育イベントの利用

小学校 
（%）

中学校 
（%）

高等学校 
（%）

NHK全国学校音楽コンクールへの参加 3.3 12.0 8.8 

NHK全国俳句・短歌大会への参加 0.2 

NHK杯全国放送コンテストへの参加 7.1 22.5 

「キミが主役だ！NHK放送体験クラブ」
への参加 3.0 

社会科副教材用冊子「NHK ジュニア･
ブック」の入手 2.2 

ビデオ「番組ができるまで」の借り出
し 2.2 

東京の NHK放送センターの「スタジオ
パーク」見学 3.8 6.2 1.3 

東京の NHK放送博物館の見学 0.2 1.7 0.2 

最寄りのNHKの放送局の見学・訪問 8.9 3.0 2.5 

最寄りの NHKの放送局が行っている，
番組制作講座などの放送体験イベント
や出演

1.1 0.6 1.4 

埼玉県川口市のNHKアーカイブスの見
学 0.2 0.2 0.4 

いずれかの 
サービスの 
利用がある
学校

（100％ =全学校） 20.8 23.7 27.1 

（100％ = 学校放送利用校） 23.9 29.0 37.6 

（100％ = 学校放送非利用校） 12.4 22.4 23.4 

（100%= 全学校）
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が，これまでの経験から特に有益だったと思
われる事例の記述結果を分析してみると，「放
送局（NHK，民放局，ケーブルテレビ局）の見 
学･訪問」や「NHKの放送体験クラブへの参
加」に関するものが圧倒的に多い。

（２）メディア・リテラシー育成の取り組み

◆広がる認識と学校での取り組み

教育現場でも日常生活でも多メディア化
が進む中，1990年代末から，子どもたちが「メ
ディアについて学び，主体的に関わる力（メ
ディア・リテラシー）を養うこと」が，広く
社会的に注目されるようになってきた。

本調査でも，2000年度からこのテーマを
取り上げてきたが，この 6年間で，学校にお
けるメディア・リテラシー育成の必要性に
対する認識や，具体的な取り組みに進展が
みられた（表17，図11）。

2000年度時点では，小学校での取り組み
が先行していたが，現時点では，中学校・

高等学校も含めて，6割前後の学校が，メディ
ア・リテラシー育成の取り組みを行ってい
ると回答している。中学校では，2002年度
から技術・家庭科で「情報とコンピュータ」（必

修）を取り上げるようになったタイミング，
高等学校では，2003年度に普通教科「情報」

自由回答から（5年生担任教師調査）

　「放送番組が作られる様子を見学すること
ができ，放送を身近に感じられるとともに，
制作者の立場で考える機会を得ることがで
きた。」
　「国語や社会の発展学習として ､実際に目
で確かめることもできる。情報のいろいろ
について興味を持って学習することができ
た。」
　「『体験クラブ』は番組ができるまでの一
連の流れがよくわかる内容で，子どもが直
接インタビューもでき ､ 番組制作現場のこ
とがリアルに学べた。」
　「『体験クラブ』は、実際に自分たちで番
組を作り ､放送される点に魅力を感じる。」

図11　メディア・リテラシーの育成取り組み状況の推移
（100%= 全学校）

（%）

2006 年度

2004 年度

2002 年度

2000 年度

2006 年度

2004 年度

2002 年度

2000 年度

2006 年度

2004 年度

2002 年度

2000 年度

授業での取り組み有り 学校での取り組み有り
（授業，委員会やクラブ活動を含む）

58.054.9

60.1

53.8

45.2

62.6

58.4

50.0

38.3

59.3

57.6

40.4

31.8

64.3

58.3

52.5

65.6

61.1

53.3

41.9

62.0

62.2

44.8

37.9

小
学
校

中
学
校

高
等
学
校

表17　メディア・リテラシーの育成に対する考え方

小学校 
（％）

中学校 
（％）

高等学校 
（％）

学校教育の場で取り組んで
いく必要がある

△ 61.8
(55.1)

55.1 
(49.0)

53.8 
(52.7)

カリキュラムの定まってな
い現段階では，学校教育の
場での取り組みは難しい

18.2 
(18.5)

17.1 
(16.5)

13.0 
(14.2)

時間的制約の多い学校教育
の場で取り組むことは，難
しい

▼ 14.6
(19.9)

▼ 21.6
(26.8)

23.2 
(23.1)

家庭など学校教育以外の場
で進めていくことがふさわ
しい

1.4 
(2.6)

2.8 
(3.2)

2.0 
(3.2)

そ　の　他 2.5 
(1.3)

1.5 
(2.8)

3.0 
(2.5)

注1：（ ）内は，2004年度の数値である。
注2：△▼マークの数値は信頼率95%で2004年度に比べ有意差がある。

（100%= 全学校）
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が必修科目となったタイミングで，それぞれ
取り組みが急増している。

◆インターネット，携帯電話への関心

メディア・リテラシー育成の対象となって
いるメディアは，相変わらず「パソコン・イ
ンターネット」が中心である（小学校 54.7%，
中学校 62.0%，高等学校 57.9%）。そして，
2006年度の結果で注目されるのは，児童・
生徒自身の利用が急増している「携帯電話」
を取り上げている学校が，いずれの校種でも
2年前に比べて有意に増加した点である。

携帯電話を取り上げている学校

　　　　　　　2006　   2004　  2002年度
小学校 10.2％ 6.3％ 1.3％
中学校 20.7 11.0 4.9
高等学校 17.7 13.3 3.5 

メディアを介したトラブルに児童生徒が巻
き込まれる状況への対応や，子どもの情報モ
ラル育成の必要性に対する認識が，学校教育
現場で高まっていることの表れといえよう。 

◆メディアの活用によるメディア・リテラシー育成

メディアに関する学習を進めるにあたっ
ては，さまざまな方法が用いられている（表
18）。小学校，中学校，高等学校のいずれの
校種でも，パソコン・インターネット教材の
利用経験校が 2割を超えている。自由記述の
結果をみてみると，コンピュータ教育開発セ
ンターが 2001年に開発し，必要に応じて内
容を更新してきた「ネット社会の歩き方」や，
文部科学省のサイト「“情報モラル”授業サ
ポートセンター」を始め，さまざまなサイト
が利用されていることがわかる。

テレビ番組の利用では，『体験！メディア
のABC』（2001 ～ 2004年度放送），『デジタル進
化論』（2001 ～ 2003年度），『メディアを学ぼう』

（2005 ～ 2006年度），高校講座『情報 A』（2003

年度～）など，NHK の学校放送番組が回答さ
れている。なお，2007年度には，中学校・
高等学校向けの新番組として『10min. ボック
ス：情報』が始まった。

中学校･高等学校での利用が多いビデオ
･ DVD 教材では，警察協会制作の『サイバー
犯罪事件簿』『虚構からの誘惑』『虚構への落
とし穴』等の教材名が挙げられている。

また，メディアの利用以外に，メディア関
係者や研究者，各種組織など部外の専門家の
協力を得て，担当者を学校に招くことも含め
て授業や職員研修を行う例もあるなど，学校
での取り組みが多様になってきた様子がうか
がえる。

表18　メディア・リテラシー育成で利用経験がある方法

小学校 
（％）

中学校 
（％）

高等学校 
（％）

テレビ番組の利用 6.3 3.4 5.9 

ビデオ・DVD 教材の利用 6.9 11.8 15.2 

パソコン・インターネット
教材の利用 26.6 24.1 22.3 

テキストの利用 10.3 22.9 22.0 

放送局，新聞社などメディ
ア関係者の協力 4.4 3.6 3.4 

大学の研究者，自治体，
NPO などの協力 1.9 3.8 3.4 

他の学校での取り組みを 
参考にした 7.4 5.6 5.4 

その他 3.9 4.5 3.9 

（100%= 全学校）
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 ５.放送もウェブも：学校放送番組への期待
◆ NHK教育サービス利用の全体像

NHK の学校放送番組は，メディアの進歩
とともに，ラジオ，テレビ，インターネット
上の NHK デジタル教材へと展開し，学校現
場において多様な利用実態があるのはこれま
でみてきた通りである。この他にも，学校と
NHK との間には，一般向けの番組や市販の
ビデオ・DVD 教材で番組を利用したり，各
種教育イベントを利用したりするなど，さま
ざまな結びつきがある。
　このような，学校向けのサービスを次の3
点に整理して，小学校，中学校，高等学校に
おけるNHK教育サービス利用の全体像をと
らえてみた（図12）。

ⅰ　NHKの放送番組とデジタル教材
授業で利用する学校放送番組とNHKデジタル教
材，その他一般向けNHK番組（『NHKスペシャ
ル』など），教師向け番組

ⅱ　NHK番組の市販ビデオ・DVD
学校放送に限らず，NHKのさまざまな番組を素
材とする市販ビデオ・DVD

ⅲ　NHKの教育イベント
NHKが児童・生徒・教師向けに行っている教育
イベント系のサービス（児童・生徒向けについて
は36ページを参照）

NHKが提供するいずれかの教育サービス
を利用している学校をみると，小学校では
87.1％，中学校は76.5％，高等学校は72.7％が
該当する。どの校種でも，NHKの放送番組・
デジタル教材の利用が圧倒的に大きな比重を
占めているが，3つの教育サービス利用の重な
りに注目すると，放送番組･デジタル教材の利
用が基本にあり，さらにそれ以外の教育サー
ビスに利用が広がっていることがみてとれる。

◆映像を通した学習への期待

　NHKの教育サービスの中でも，学校放送
番組は学校に向けて直接放送する番組とし
て，その中核を占めている。今後その利用を

図12　NHK 教育サービス利用の全体像

小学校
NHK教育サービス利用校

87.1％

高等学校
NHK教育サービス利用校

72.7％

中学校
NHK教育サービス利用校

76.5％

NHKの放送番組と
デジタル教材利用

NHK番組の
市販ビデオ・DVD利用

82.6％

23.8％ 45.1％

NHKの
教育イベント利用

60.3％

27.1％
40.4％

58.6％

31.4％
29.1％

（100%= 全学校）
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進めるにあたって，学校はどのようなことを
期待しているだろうか。
　表19にあげた項目を示して調べたとこ
ろ，学校放送番組への期待の中で多かったの
は，小学校，中学校，高等学校のいずれの校

種においても，「実際に体験することが難
しいことがらを，映像を通して体験・観察
できる番組」「教科書の内容に準拠した資
料映像を数多く提示する番組」「教科書や
資料集では得られない児童・生徒の感性に
訴えかけるような番組」の3項目であった。
学校放送がこれまで培ってきた，映像を通
してこそ可能な学習体験に対する期待が今
も大きく，2年前の調査時点に比べて，さら
にその傾向が強まっていることがわかる。
教室のメディア環境は大きく変化しても，
その番組だからこそ児童・生徒に伝えるこ
とができる番組が，今も学校放送番組の基
本として求められているといえる。
　そのほか，高等学校では，「生徒の社会常
識を養うことができる番組」（42.3％）につい
て，前回調査（33.1％）より 10％高くなって
いる点が注目される。

◆いつでも利用できる映像サービス

　今後，学校放送の利用を進めるにあたっ
て重要と考えられる内容についてたずねたと
ころ，たとえば小学校では，「必要な時に，
番組や映像ソフト，教材を取り出せるサー
ビス」が多数の学校（85.7％）で望まれてい
ることがわかった。33ページでも触れたよう

表19　今後，学校放送に期待する内容

小 学 校 
（％）

中学校 
（％）

高等学校 
（％）

実際に体験することの難しいこ
とがらを，映像を通して体験・
観察できる番組

86.5 
（79.3）

81.0 
(56.0)

74.5 
(62.0)

教科書の内容に準拠した資料映
像を数多く提示する番組

63.3 
（56.8）

55.3 
(55.6)

43.2 
(43.3)

教科書や資料集では得られな
い，児童・生徒の感性に訴えか
けるような番組

52.8 
（48.3）

55.1 
(58.8)

50.2 
(51.5)

学習内容を基本に絞り，児童の
理解により重点を置いた番組 21.3

発展的・応用的な学習内容を，
映像で展開する番組

30.6 
（30.4）

身近な問題など，現在進行中の
ことがらを扱う，「今」と結び
ついた番組

28.1 
(21.2)

生徒の社会常識を養うことがで
きる番組

36.1 
(31.4)

42.3 
(33.1)

時事性の高い番組 27.8 
(21.3)

35.0 
(28.7)

学習テーマへの「動機づけ」「た
しかめ」「まとめ」など，教師
が自分の授業の流れにあわせて
利用できる番組

27.7 
(38.5)

38.9 
(41.4)

32.3 
(31.2)

先生の手助けなしに，子どもた
ちが自分から進んで学習を進め
ることができる番組

15.7 
(12.4)

生徒の情報の収集・選択・活用
能力を育むことのできる番組

31.8 
(28.2)

25.4 
(29.1)

学習テーマについて，まとまっ
たストーリーの形で伝える番組

11.1 
(19.7)

15.7 
(24.7)

ウェブサイト上に，番組と連動
した教材があり，学習を展開し
たり深めたりできる番組

25.5 
(36.8)

18.2 
(37.3)

17.5 
(29.9)

他校の取り組みを知ることがで
き，また，自分たちの取り組み
を発表したり，意見交換・交流
の起点となる番組

6.4 
(11.4)

6.0 
(4.6)

10.4 
(6.1)

長期間利用できる資料型の番組 16.5 
(21.9)

14.1 
(24.5)

13.6 
(20.7)

夕方の時間帯に子どもたちが家
で視聴できる番組 13.3 

注：（ ）内は，2004年度の数値である。

（100%= 全学校）

自由回答から

　「児童一人一人が心を耕すような番組を大
切に制作してほしい。単なる資料の提示で
はなく，深く考えさせる映像やコメントを。」
　　　　　　　　　　 　　　　 　（小学校）
　「授業時間確保を強く言われる中，授業で
番組を見せるからには，映像でないと伝わ
らない，特別な何かが必要である。」
　　　　　　　　　　　　　　（高等学校）
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に，学校放送利用についても「いつでも利用
できる」機能への期待が大きいといえる。
　また，「必要に応じて取り出して活用で
きる」というサービスについては，ダウン
ロードを希望する学校が多かったことも注
目される（図13）。
　「番組関連情報の充実」（66.9％）を希望
する小学校も多く，ウェブサイトによる入
手希望がある一方で，テキストなどの紙媒
体による希望も相変わらず多い。

  まとめにかえて

1935（昭和10）年にラジオで始まった
NHK の学校放送は 70余年の歴史を経て，ラ
ジオ，テレビ，さらにはインターネットによっ
て，番組とデジタル教材の放送や配信が多角
的に行われる時代となった。この間，学校や
教室のメディア環境も，また，子どもの生活
を取り巻くメディア環境も大きく変化した。

学校現場の ICT（情報コミュニケーショ
ン技術）環境の整備は，国による当初の予定
から大きく遅れているが，現代の子どもたち
は，小学校の段階からさまざまな形でパソコ
ンやインターネットを使った授業を経験し始
めている。授業を担当する教師は，ラジオや
テレビとは異なり，自分自身が授業を受けて
いた時代には経験しなかったメディアと出会
うことになる。

すべての教師が，新たに登場したメディ

自由回答から

　「理科のデジタル教材を，インターネットで
ダウンロードできる仕組みを早く整えてほしい。」

　　　　　　（小学校）
　「今回の調査でNHKの教育サービスがい
ろいろあることを初めて知った教師も多かっ
た。年度当初にサービスの一覧がほしい。」

　（高等学校）

図13　今後の学校放送利用において重要と考える内容〈小学校〉

番組関連情報（放送案内，番組内容に関
する情報）の充実

必要な時に，番組や映像ソフト，
教材を取り出せるサービス

年度はじめに番組を録画予約して、ライブラリー化した
中から番組を選んで利用できるしくみ

放送番組や映像ソフト，教材と使用教科書の
該当部分が示されたカリキュラム対応表の存在

番組や関連教材利用の教育効果に関する
研究成果の情報

授業実践事例や公開授業の紹介

番組を利用している教師たちと
交流できる仕組み

通信環境やメディア機器の設備の充実

番組や番組ホームページを
活用するための講習会や研修会

66.9

85.7

32.8

33.7

5.5

39.8

9.7

8.9

12.5

・テキストなど紙媒体で ：40.6
・ウェブサイトで ：31.8 
・     E メールで ：5.2 

・ウェブサイトで ：38.2
・ダウンロードしたい ：51.4
・     CD-ROMで ：27.0 

・テレビ番組で ：14.1
・ウェブサイトで ：26.3 
・紙媒体で ：4.5 

・ウェブサイトで ：7.8 
・直接顔を合わせて ：2.0 

（％）
（100%= 全学校）
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アを効果的に使って，授業や子どもたちの
指導を行う力を身につけることについても，
国の取り組みが形を見せ始めた。文部科学
省では，2006年10月から，有識者による検
討会を設置して議論を進め，2007年3月に
は，『教員の ICT 活用指導力の基準の具体 
化・明確化：全ての教員の ICT 活用指導力

の向上のために』と題する報告書をとりまと
めた 5）。ここには，小・中・高等学校の教
師がどのような指導力を備えたらよいのか，
具体的な項目が示され，今後研修やウェブ
サイト等を通しての普及が予定されている。

子どもたちの学習意欲の向上や，学習内
容の理解促進のために，どのような授業設
計でメディアを利用すると効果的なのか。

NHK デジタル教材の利用を例にとると，
この数年間，先進的な取り組みを行う研究校
の教師や教材開発等に参加した大学の研究
者の協力を得て，授業のプラン作りや評価研
究が積み重ねられてきたところである 6）。ラ
ジオ，テレビによる「放送教育」時代の長年
の蓄積に比べると，まだ授業実践の経験はご
く限られたものだが，こうした実践研究を継
続させながら，その成果を学校，番組制作者，
研究者の間で共有して，授業に役立つ番組や
教材を開発するとともに，効果的な活用事例
を学校や教師に向けて広く紹介していくこと
も，これまで以上に重要と思われる。

パソコン・インターネットにしても，テレ
ビやビデオにしても，メディアの活用は，授
業に新しい可能性をもたらし得るものだが，
単に利用の量を増やせばいいというわけでは
ない。どのような場面で，何をどう利用する
と子どもたちに効果的なのか，十分な吟味が
求められる。今回の調査で，若い世代の教師

を中心に，「教材が多過ぎて迷うことが多い」
と感じている状況もみられたが，今日のよう
な時代には，メディアを使うことが目的化し
ないための工夫も必要であろう。

また，学校現場でさまざまなメディアを活
用した授業が行われる一方で，注目されてき
ているのが，メディアの長所・短所の特性を 
理解し，好ましい接し方を学ぶ学習である。
そのような授業を行う学校が近年増えてきた
ことは今回の調査結果に示したとおりであ
り，このテーマは，これまでも NHK の学校
放送番組やデジタル教材でも取り上げてき
た。文部科学省が示した「教員の ICT 活用指
導力」には，子どもの情報モラル育成の指導
も含まれている。子どもたちを対象とする番
組ばかりでなく，この分野においては，教師
を対象にした番組や教材についても，今後さ
らにニーズが高まるものと考えられる。

今後，学校のメディア環境がどのように進
展していくのか，さまざまな展開の可能性が
あると思われるが，授業においてあくまでも
中心となるのは，教室の子どもたちである。
教師がテレビのスイッチを入れると，子ども
たちの目は一斉に画面に釘付けになり，番組
が終わると，興奮冷めやらない様子で次々感
想を述べ合う。このような授業風景に出会う
時，メディア環境は変わっても，子どもたち
と教師が一体となり，経験や感動を共有しな
がら学ぶ場としての教室の存在が，相変わら
ず学校の基本であることを強く実感する。こ
の状況をさらに豊かにするために新たなメ
ディアを利用することもあるだろうし，授業
を行うための基本的な状況を作ることが難し
い学校では，その課題を乗り越えるために，
たとえばテレビを授業に取り入れてみる，と
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いうことも考えられよう。
授業でメディアを利用することによって，

児童・生徒の意欲や興味，関心が高まり，ひ
とりでも多くの児童・生徒の理解がより深ま
る学習へと結びつくことを願いながら，教育
とメディアの研究に携わる立場からも調査を
続けていきたい。

　　　（わたなべ せいじ /こだいら さちこ）

注
1） NHK 教育テレビの開始は 1959 年だが，テレビ

学校放送は，テレビ本放送開始の 1953 年に総合
テレビで放送が始まった。

2） 「e-Japan 戦略」「IT 新改革戦略」およびそれら
に基づく重点計画の内容については，IT 戦略本
部のサイトからアクセスすることができる。

 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/
3） 2006 年 7 月，総務省や NHK，民間企業などによっ

て「オアシス協議会」が設立され，NHK の学校
放送番組や映像クリップを全国の小学校，中学
校に配信する実験を始めた。「オアシスプロジェ
クト」と呼ばれるこの試みは，普通教室の授業
で利用できる映像教材の提供や，校内 LAN の
有効活用を目指すもので，3 年間無料で高画質
の映像コンテンツを希望校に配信する。2007 年
2 月末日現在の参加校は 4,833 校。http://www.
fmmc.or.jp/oasis/

4） 教師調査では，学校単位の調査対象校となった
小学校の 5 年生担任各 1 名に無記名で回答を依

頼した。調査対象者数は 1,085，有効回答数は
646（有効回答率 59,5％）であった。男性教師
362 名（56.0%），女性教師 284 名（44.0%），年
代別の比率は，20 代 11.8％，30 代 28.0％，40 代
43.8％，50 代 16.1％であった。なお，2005 年度
には，2 年生，4 年生，6 年生担任教師を対象に
教師個人のみを対象とした調査を実施し，本誌
2006 年 6 月号で発表した。

5） 「教材研究・指導の準備・評価などに ICT を活
用する能力」「授業中に ICT を活用して指導す
る能力」「児童の ICT 活用を指導する能力」「情
報モラルなどを指導する能力」「校務に ICT を
活用する能力」の 5 大項目のもとに，詳細な具
体的項目が示されている。

 なお，この検討会の詳細については，文部科学
省のサイトから入手可能である。

  http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/
shotou/039/

6） NHK デジタル教材をめぐる研究報告例：
・ 村井万寿夫・中川一史（2006）「放送番組を

用いた社会科の授業が教師と児童に与える効
果」『第 13 回日本教育メディア学会年次大会
発表論文集』pp.50-53.

・ 全国放送教育会連盟（2006）『第 57 回放送教
 育研究会全国大会北海道札幌大会研究紀要』

 地上デジタル放送をめぐる研究例：
・ 黒上晴夫・内垣戸貴之・中橋雄（2006）
 「地上デジタル放送の教育利用に関する実証

研究」『教育メディア研究』第 13 巻第 1 号，
pp.37-52


