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　2009 年と子ども向け教育番組

2009 年は，“子どもの教育とメディア”にとっ
て，様々な意味で節目の年である。2009 年1
月，子どもたちが家庭で，そして，学校や幼
稚園･保育所で視聴する様々な教育番組を提
供してきた「NHK教育テレビジョン」が放送開
始50 年を迎えた。10月には，『おかあさんと

いっしょ』も50歳の誕生日を迎える。その『お
かあさんといっしょ』開始から10 年後の1969
年11月，公共放送の開始間もないアメリカで
は『セサミストリート』の放送が始まっており，
2009 年はアメリカの教育メディア界にとっても
節目の年といえる。

この番組は，就学前教育の充実を緊急課
題としていたアメリカの国家としての要請で誕
生したテレビ番組であり，大規模かつ綿密な
調査・研究開発と番組制作のために，1968
年，Children's Television Workshop（CTW）

という非営利組織が設立されたのであった
（2000 年，Sesame Workshopに改 称）。 当
時，幼児を明確な対象としたテレビ教育番組
を定時放送していた国は，公共放送を中心に
発展していた日本，イギリス，オーストラリア

など，ごく限られていた。アメリカでの『セサ
ミストリート』の成功で，多くの国々が，テレ
ビというメディアが幼児教育に貢献できること
をはじめて認識し，1970 年代以降，世界各
地の幼児教育のニーズに合わせた国際共同制
作版としての『セサミストリート』が登場した。
そして，本家のアメリカだけでなく，各国で展
開された番組についても，教育効果の検証と
番組改善のための多様な研究が繰り広げられ
てきた。

日本では，長年NHKでアメリカのオリジナ
ル番組の放送が続き，さらに短期間ではあっ
たが，2000 年代半ば，テレビ東京系列で国
際共同制作版の放送も行われていた（p.85，表

1の訳者注を参照）。それ以外にも，“研究”とい
う観点でこの番組が日本の教育番組に影響を
及ぼしてきたことが注目される。「制作者，研
究者，各分野の専門家による密接な協力関係
の中で番組開発段階での調査を実施する」と
いうCTWの基本方針と幼児のテレビ視聴に
関する具体的な実験手法は，1970 年代末から

『おかあさんといっしょ』の番組開発にも生か
されてきた。制作メンバー，発達心理学や教
育学等の研究者，テレビ研究者の参加で発足

子ども向け教育メディアの研究意義
～ NHK Broadcasting Studies（2009）寄稿論文から～

   メディア研究部（番組研究）  小平さち子　　
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した2 歳児テレビ番組研究会では，番組の試
作→幼児の視聴反応実験→分析結果の検討
→番組の制作という流れの中で研究が重ねら
れて，「ハイ･ポーズ」（ヨガのコーナー）や「こ
んなこいるかな」（2歳児向け1分アニメ）等，
様々なコーナーを登場させてきた（関連参考
資料No.5, 6）。

　訳出紹介論文について

日米双方の幼児向け長寿番組が，それぞれ
節目の年を迎えるタイミングに合わせて，放

送文化研究所発行の英文定期刊行物 NHK 
Broadcasting Studies  2009 年版では，Sesame 
Street 国際共同制作版を中心に，世界各地
の幼児･子ども向け教育番組やオンライン教
材の開発と普及に関わる研究に携わってきた
発達心理学専門の研究者，Dr. Charlotte F. 

Cole（シャーロット Ｆ. コール博士）に，彼女
自身の研究経験をもとに，子ども向け教育メ
ディア研究の意義と将来展望に関する論文の
寄稿を依頼した。Dr. Coleは，1993 年以来，
30を超える国々で，教育関係者や番組制作
担当者と一緒に，多様な状況下の子どもたち
のためにメディアを通した教育活動に関わって
きた人物で，2008 年の「日本賞｣教育コンテ
ンツ国際コンクールでは，審査委員も務めて
いる。

Dr. Coleの 論 稿“What Difference Does it 

Make? : Insights from Research on the Impact 

of International Co-Productions of Sesame 
Street”では，先進諸国とは異なる様々な環境
下で実施された貴重な研究の概要と研究手法
面での特徴について，3つの観点に整理した
上で，多様な具体事例が紹介されている。

（1） 基本的認知スキルの学習効果をめぐる研
究 : 多様な研究手法の組み合わせ効果

【バングラデシュでの研究】

（2） 相互の尊重と理解をめぐる研究：紛争地
域における研究の工夫と意義　

【中東とコソボでの研究】

（3） 健康をテーマとする研究：重視される行
動面への教育効果の検証

【南アフリカとエジプトでの研究】

その他に，近年Sesame Workshopがイ
ンターネットや携帯電話などの新しいテクノロ
ジーの教育利用の効果を調べる研究に力を注
いでいる状況，さらにはラジオのような旧型メ
ディアの教育効果研究のための研究手法にも
触れている。その上で，これからの時代の教
育番組やコンテンツ研究に向けて，さらに多く
の研究の蓄積が必要なだけでなく，研究デザ
インや手法開発の工夫も重要なこと，説得力
ある研究企画を示して，研究財源を確保する
必要性などを指摘している。

次ページ以降のCole論文の訳出紹介にあ
たっては，読みやすくする目的で，著者の了解
を得て，オリジナル原稿には含まれていない小
見出しを加え，さらに，本文中の内容につい
ても，必要に応じて，日本の読者向けに，訳
者小平による補足解説を加えている。

また，本稿最終ページには，Cole論文の
背景理解に役立つ日本語による参考文献も資
料として掲載しているので，合わせて参照さ
れたい。
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はじめに

子ども向けテレビシリーズSesame Street は，
40年前のアメリカで，当時まだ比較的新しいメ
ディアであったテレビが，幼児教育のツールと
なり得るかどうか判断する試みとして開発され
た。この取り組みの実験的な性格を受けて，
番組に関する評価研究を行うという確固たる伝
統が生まれることとなった。Sesame Street に関
する研究は，アメリカで発表されたものだけで
も1,000件を超え（Fisch & Truglio, 2001, p. xvii），
さらに世界中で行われている研究を加えると，
Sesame Street はメディア史上最も多く研究され
たテレビ番組になっている。研究には，幼児期
における教育効果という短期的なものから，長
期にわたる影響まで幅広い内容が含まれてお
り，この番組が効果的な学習ツールとなり得る
ことを立証してきた。また，研究の成果は，ど
のように番組を改善していくべきかも的確にとら
え，その後の番組制作に生かされている。

本稿は，Sesame Street 研究のいくつかの事
例を通して，このような研究が，アメリカ以外の
国々で子どもたちに質の高い教育番組を提供す
るにあたってどのような貢献をしてきたかを紹介
するものである。そしてSesame Workshopで
すでに確立してきた研究方法を今後も継続し，
さらに発展させていくこと，そして，そのアプ
ローチをテレビ以外の子ども向けメディアに応
用していく重要性を主張するとともに，今日の

教育コンテンツの複雑さと新しいメディアの到来
という両方の要素により，さらに多くの研究が
必要になっているだけでなく，研究のための新
しい測定ツールも必要になっていることを指摘
している。メディアが子どもの学習にとって魅力
的で，教育ツールとしての可能性を発揮していく
ために，研究が果たすべき役割は重要である。

１. Sesame Workshop の国際的な展開

幼児向けテレビシリーズSesame Street は，
130以上の国々で様々な形で放送されている

（Coleほか, 2001）。アメリカ版の番組は，英語
版と吹替版でいくつかの国々で放送されてきた
が，Sesame Workshopは，新たな国や地域で
の放送にあたっては，地元チームの制作による
独自バージョンで放送したいと考えている。※ こ
れらの番組では，それぞれ独自のキャラクター
や舞台背景が採用され，内容面でも，放送さ
れる国や地域の子どもたちの学習ニーズに合わ
せた教育の枠組みを基本としている。

※【訳者補足】番組の発想を取り入れ，内容や表現面
では自国の文化や教育ニーズに合致した番組に改作
して放送したいという海外諸国の意向は，1970 年
代早 ，々まずメキシコで実現している。番組の国際
展開は，アメリカが当初から意図したものではなかっ
たが，世界の幼児教育への貢献という観点から，
ＣＴＷは，基本的な番組フォーマットやキャラクター
に加えて，番組開発や研究の手法なども国際的に

どのような違いをもたらすか？：
国際共同制作版『セサミストリート』の教育効果研究からの知見

セサミワークショップ　国際教育研究 ･ アウトリーチ担当副局長   シャーロット F. コール
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提供して，それぞれの文化に適合した番組を完成さ
せるという形で，今日まで国際共同制作を展開して
きた。（関連参考資料 No.4）

これまでに，このような番組は30種類近く制
作されている（表1参照）。どのシリーズにも，
それぞれ明確な特徴がある。例えば，南アフ

リカのTakalani Sesame には，アメリカ版のビッ
グバードと同じくらい大きいMoisheという着ぐる
みがメインキャラクターとして登場している。南

アフリカ固有の動物，ミーアキャットの姿をした
Moisheは，仲間たちと一緒に市場に住んでい
る。アメリカ版では，ニューヨークの下町の横丁
が舞台になっているのに相当する設定である。

同様に，メキシコ版のPlaza Sésamoでは，大き
な緑色のオウムとその仲間たちが，祭りでにぎ
わう広場に住んでいるという設定になっている。

登場人物・キャラクターや舞台背景が異なるの
は，視聴者に，その地域の文化に合った体験を

提供するためである。それぞれ
の番組は，独自の教育目標を持っ
ており，この目標を決定するの
は，その国の教育専門家である。
番組は，その国や地域の人たち
によって現地で制作されるため，
ターゲットとする子どもたちの教
育ニーズに合った番組を制作する
ことが可能である。その結果とし
て，世界各地で多様な教育目標
を達成するための様 な々プロジェ
クトが登場した。例えば，いくつ
かのプロジェクトでは，認知スキル

（初歩的な算数，問題解決，読み書き

など），社会性スキル（人 と々の社会

的交流，家族や近隣についての学習な

ど），情緒スキル（自尊心の獲得，違

いの尊重，共通性の重視）といった
幅広い教育目標をカバーするカリ
キュラムを普及させている。番組
は，その国や地域で一般的な教
育理論を反映して制作されており，
制作プロセスも柔軟で，教育現
場の実態の変化に応じて，番組
も変更できるようになっている。

時代の変化だけでなく，アプ

表 1　Sesame Street の国際共同制作版（1970 年以降）
1. アフガニスタン Koche Sesame （ダリー語）
2. バングラデシュ Sisimpur （ベンガル語）
3. ブラジル Vila Sésamo （ポルトガル語）

4. カナダ Sesame Street Canada/
Sesame Park （英語と若干のフランス語） 

5. 中　国 Zhima Jie （中国語）

6. エジプト Alam Simsim （日常会話で用いられるアラビア語， 
  衛星放送では伝統的アラビア語）

7. フランス 5, Rue Sésame （フランス語）
8. ドイツ  Sesamstrasse （ドイツ語）
9. インド Galli Galli Sim Sim （ヒンディー語と英語）

10. インドネシア Jalan Sesame （インドネシア語）
11. イスラエル Rechov Sumsum （へブライ語と若干のアラビア語）
12. 日　本 Sesame Street （日本語）
13. ヨルダン Hikayat Simsim （アラビア語）

14. コソボ Rruga Sesam/
Ulica Sezam （アルバニア語とセルビア語） 

15. クウェイト Iftah ya Simsim （アラビア語）
16. メキシコ Plaza Sésamo （スペイン語）
17. オランダ Sesamstraat （オランダ語）
18. ノルウェー Sesam Stasjon （ノルウェー語）
19. パレスチナ Shara'a Simsim （アラビア語）
20. フィリピン Sesame! （タガログ語）
21. ポーランド Ulica Sezamkowa （ポーランド語）
22. ポルトガル Rua Sésamo （ポルトガル語）
23. ロシア Ulitsa Sezam （ロシア語）
24. 南アフリカ Takalani Sesame （南アフリカの複数言語）
25. スペイン Barrio Sésamo/Barri Sèsam （スペイン語とカタロニア語）
26. スウェーデン Svenska Sesam （スウェーデン語）
27. タンザニア Kilimani Sesame （スワヒリ語）
28. トルコ Susam Sokagi （トルコ語）

【訳者補足】「12. 日本」の Sesame Street は，2004 年 10 月から 2007 年 9 月までテレビ東京系
で放送されていた番組。それ以前には，長年にわたり，NHK でアメリカのオリジナル版の
Sesame Street が放送されていた（定時放送は 1972 年 4 月から一時中断を含めて 2004 年 4
月まで）。オリジナルの英語のままの放送が長年続いたが，1990 年には，音声多重放送を
利用した日本語解説が始まった。1998 年から主音声を日本語吹き替え版，副音声を英語
版で放送，2001 年度には「セサミえいごワールド」コーナーの新設などの新しい展開もみ
られた。また，単発スペシャル番組『ビッグバードがやってくる（Big　Bird in Japan）』が
NHK と CTW 共同で制作され，日本では 1988 年 11 月 3 日に放送されている。
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ローチの変化にも適応できる柔軟性は，Sesame 
Street の制作過程の特徴であり，世界各地
で制作が始まった当初から一貫している。初
期の国際共同制作版のひとつであるドイツの

Sesamstrasse にも，この点は明確に表れている。
ドイツの教育学者たちは，ドイツとアメリカでは
教育のアプローチに対照的な違いがある点を指
摘した。最も基本的な違いは，読み書きの教
え方であった。アメリカの教育学者たちは，初
歩的な読むスキル（アルファベットやサイトワードな

ど）やその他の認知的概念（数を数えることなど）

を優先していた。就学前に，読むスキルをしっ
かりと身につけておくことが発達上の進歩であ
り，学校で良い成績をあげることにもつながる
とみなされていた。これとは対照的に，ドイツ
では，読みの基本をスキルとして直接的に教え
ることを意図的に遅らせ，就学前には遊びや積
極的な交流を通じて学習できるような社会的環
境を与えることを重視すべきだという見解が支
配的であった。その結果，Sesamstrasse のカリ
キュラムは，積極的な社会的モデリングを通じ
た学習と，子どもの好奇心と発見の感覚を養う
学習を促進するような日常生活上の体験を提供
することを重視している。

多様な教育 理 論の尊重に加え，Sesame 
Workshopの制作過程では，多岐にわたるカリ
キュラムの内容を保持しながらも，それぞれの
教育体験に応じて，設定を変えた番組制作が
可能になっている。アメリカ版の番組では，新
しいシーズンごとに，特定のカリキュラム分野を
設定して，内容面で特に重視する項目を定めて
いる。これによって，制作者たちは提示された
項目をより深く掘り下げて，具体的な教材を提
供しながら，子どもたちに幅広いスキルを示す
ことが可能になる。例えば最近のシーズンでは，

子どもの肥満の増加防止が急務になっているこ
とを受けて，健康的なライフスタイルを促す方
針で制作されている（Coleほか，準備中）。他の
国々でも，多岐にわたる教育内容の中に，特
に重視する教育項目を組み込むというこの戦略
を採用している。

例えば，教育省と連携して制作された南アフリ
カのTakalani Sesame は，読み書き能力，数量
的思考力，生活スキルなど，就学準備カリキュラ
ムをサポートしているが，このプロジェクトでは，
近年特にエイズに関する教育を取り上げている。
これは南アフリカの教育者たちが，この病気は
すべての人々の生活に大きな影響を及ぼすもの
で―南アフリカでは現在，9人に1人が感染者
である（UNAIDS/WHO, 2001）―，エイズの問
題を重視しない教育は，どのようなものであろう
と責任の放棄になると考えているためである。そ
の結果がエイズウイルスに感染しているという設
定のキャラクター，Kamiの誕生である。Kami
はこの病気そのもの，感染者に対して同じ人間と
して接すること，病気は恥ずかしいことではない
こと等について，年齢に応じた適切な情報を与え
る役割を果たしている（Segalほか, 2002）。

２．調査のもたらす影響力

表2は，様々なSesame Streetプロジェクト
の特別重点教育項目を示したものだが，教育
課題が多岐にわたっていることがわかる。各プ
ロジェクトの中心となっているのは，熟慮のう

え策定される「教育目標の表明（Statement of 
Educational Objectives）」という文書で，これに
はプロジェクトに携わる教育者たちが子どもた
ちに受け止めて欲しいと考えている内容の詳細
が示されている。通常，この文書には，認知面，
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社会性，情緒面の多岐にわたる目標（さらに，
表 2に示されたような特別重要項目に関する詳
細な記述）が含まれており，プロジェクトの教
育の要として，すべての教材の基礎となる土台
の役目を果たしている。
「教育目標の表明」の文書は，番組を制作す

る際のフレームワークになるだけでなく，研究の
プロセスにおいても重要な機能を果たしている。
これらの文書にはプロジェクトが意図する学習
目標が示されており，研究者たちにとっては，
何を測定すべきかについての指標になる。例え
ば，カリキュラムに，このシリーズの目標は子ど
もが20まで数えられるようにすることだと示され
ていれば，研究者たちはそこからヒントを得て，
番組を視聴した子どもがそのスキルを身につけ
たかを測定することができる。しかし，数を数
えるといった内容は比較的測定し易いが，社会
情緒的な領域を含めたその他の分野の場合は，
容易ではない。また，幼い子どもを対象とする
研究には特有の難しさもある。Sesame Street 国
際共同制作番組の場合には，該当地域に，教
育に関する既存研究が少なく，研究のベースと
なるモデルも乏しく，研究実施の現実的な能力

が十分でない例も多く，このような状
況での研究は，特に困難を伴う。

以降のページでは，Sesame Street
の国際共同制作版をめぐるプロジェク
トの様 な々総括的評価※の研究事例を
取り上げて，番組の教育効果を分析
するにあたって研究者たちが直面して
いる課題を紹介していく。事例は，「基

本的認知スキル」「相互の尊重と理解」

「健康」という3つの重要な教育分野に
着目したものである。研究の実施には

本質的な難しさがあるにもかかわらず，これらの
研究から我々が多くのことを学び得ることを示す
ものとなっている。これらの研究は，番組の長
所・弱点の理解に役立ち，番組の改善に結びつ
く重要な情報を提供し，学習効果に対する我々
のアプローチを強化し，さらに同様の教育目的
を持つプロジェクトに取り組む他の制作者たち
にも貴重な知見を与えている。

※【訳者補足】Sesame Workshop における番組・コ
ンテンツ研究は，①番組開発過程で実施する形成
的評 価（formative evaluation）と② 完成した番
組の教育効果を評価する総括的評価（summative 
evaluation）を効果的に組み合わせて実施されてい
る。本稿では②の研究を取り上げている。

３．基本的認知スキルの
学習効果をめぐる研究

（1） バングラデシュ版『セサミストリート』
効果研究の概要：3 タイプの研究

我 々がバングラデシュで 実 施して いる

Sisimpurプロジェクトは，子どもたち，とりわ
け最も弱い立場にある，権利を奪われている子

※【訳者補足】パレスチナの男の子たちは，家族や文化を守らなくてはならないとい
うプレッシャーを感じているが，現実にはそれが容易ではなく無力感に襲われてし
まうため，ロールモデルを提供して，暴力に頼らなくても人生や社会を良くしてい
くことが可能であると教えることを意味している。

バングラデシュ：
 ・読み書きと算数
 ・バングラデシュの文化
エジプト:
 ・女子教育
 ・読み書き
 ・健康
イスラエル :
 ・尊重と理解
コソボ :
 ・尊重と理解

北アイルランド:
 ・相互の尊重と理解
パレスチナ :
 ・自尊心 
 ・男の子に勇気と自信を与える※

南アフリカ :
 ・多様性
 ・読み書き，数量的思考力，生活スキル
 ・エイズ教育

表 2　Sesame Street 国際共同制作番組における特別重点教育項目の例
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どもたちに，良質な教育体験を提供することを
目的としている。番組は，基本的な認知スキル

（読み書き，算数，問題解決）を地域の文化に即し
た文脈の中で提示しており，この種の関連研究
が極めて少ない地域で，プロジェクトの効果を
検証する際に生じる課題を示す良い例となって
いる。

プロジェクトの検証方法を決める際，我々
は，自分たちが望む幅広い情報を引き出せる
研究が存在していないことに気づいた。そこで，
我々自身が，異なる側面から多様な研究を行
い，それらを総合的に分析することで，全体的
な効果の把握を試みることにした。このような
考えに基づいて，研究者たちは，「学習効果」

「番組到達度」「文化的適合性の認識」という3
つの重点調査分野を決定した。

まず第一に，自然な状況と実験的な状況の
双方で子どもたちの学習効果を研究すること
が，質の高い教育経験を提供するというこのプ
ロジェクトの主たる目的からみて，何よりも重要
なことである。しかし，教育的介入（ここでは，

Sisimpurという教育番組の視聴）は，いかに強力な
ものでも，子どもに届けられ，受け入れられな
ければ効果には結びつかない。そのため，研
究の第2の分野―番組到達度の調査―も
欠かせない。第3の分野である文化的適合性
も，子どもたちの生活環境に適した，その地域

に相応しいメディア体験を与えるというSesame 
Workshopの目標を達成しているかどうかを確
認するために重要である。この検証のため，
我々は人類学者に委託して，定量的調査やそ
の他の測定手法よりもさらに掘り下げた形で
Sisimpur シリーズに対する一般的な反応や受け
止め方を調査できる定性的な研究を企画した。

（2） 教育カリキュラムの効果を調べる
実験研究

最初の研究は，都市（ダッカ）と農村（ガジ
プール）の低所得家庭の480人の子どもたちを
対象とする実験で，読み書き，算数，物と物
の関連性，文化的知識，その他様々な生活ス
キルを含む幅広いカリキュラムの項目に関する
子どもたちの成績に，Sisimpur の番組がどの
ような効果を与えているかを調べるものであっ
た（RCS, 2006）。この研究では2つのグループ

（Sisimpurを視聴したグループと別の番組を視
聴したグループ）を比較したが，3週間にわず
か10回の番組を見ただけでも，Sisimpurグルー
プのほうが対照群よりも多くのことを学んでいる
ことが明らかになった。

この結果から，教育ツールとしてのこのプロ
ジェクトの可能性に関して，我々は自信を持つ
ことができた。しかし，これは人為的な環境で
行われた実験で，番組が自然な形で子どもた
ちに提供された時に，子どもたちがそこから何
を学ぶかについての情報を提供するものではな
かった。対照群を用いて番組視聴前後の違い
を比較する実験研究は，番組からの影響を他
からの影響と区別する上では優れた方法で重要
だが，欠如している面もある。第1に，この実
験では，子どもたちの学習効果を実際の放送と
は異なる時点で検証している（自然な形で子どもた

バングラデシュの Sisimpur

（TM and © 2009 Sesame Workshop. All Rights Reserved）
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ちが事前に番組視聴してしまうことで対照群の質の保

持が損なわれないようにするため，実験は番組の放送

前に行われた）。さらに，子どもたちの番組接触
をコントロールすることは，多くの子どもたちが
家庭で番組を見るのとは異なる環境で，定期的
な視聴状況を設定することを意味する。結果と
して，この実験状況は，子どもたちの通常の番
組視聴状況とはかなり違うことになり，このこと
が子どもの学習に影響を与える可能性がある。

教育番組の視聴という教育介入の長さ（3週
間）についても，持続的な学習を促進するのに
充分かどうかという課題がある（教育介入の長さ

に関する最も優れた実験手法に関する総合的な議論に

ついてはSlavin, 2008に詳しい）。これらの要因を
考え合わせると，このタイプの研究だけで番組
の教育的価値を正確に評価できるかどうかにつ
いては，疑問の余地がある。

（3）長期にわたる自然な状況下での研究

そこで，こうした問題に答えて子どもの学習を
より詳細に解明するため，関連研究として，長
期にわたる自然な状況下での研究が実施された

（ACPR, 2008）。ここでの野心的な研究では，3
回にわたるデータ収集を実施している（放送前
に1回と，放送後に2回）。全国から6,700名強
の子どもと親をランダムに抽出して，テレビにあ
る程度接触できる（必ずしも家にテレビがあるとは

限らない）家庭の母親と子ども（4 ～ 8歳）を対象
に，番組の到達度と，番組から子どもが何を
学んでいるかを調査したものである。

調査の結果，番組が対象として想定してい
る視聴者の大部分に効果的に届いていること，
子どもたちが番組から学習していること，番組
を気に入っていること，自分たちの文化に相
応しいとみなしていることが明らかになった。

2007年の2回目のデータ収集では，サンプルの
子どもたちの約3分の2（69.8％）がこのシリーズ
を視聴していた（前年比21％の増加）。しかも，子
どもたちは番組を好きだと答え，Sisimpur は「最
もよく見る番組」の第1位であった。さらに，
母親の大多数（93％）が，この番組は「バングラ
デシュの子どもたちのために制作されており，
バングラデシュの文化を反映していると思う」と
回答した。

この研究で，都市（86.8％）と農村（61.7％）にお
ける番組到達度の差が明らかになったことも重
要である。このような地域によるアクセスの不
均衡は，農村部に住む子どもたちに番組を届け
るための一層の努力が必要なことを示している。
この点は，子どもの学習に関して研究者たちが
行ったデータ分析でも，さらに強く示されてい
た。驚くべきことに，Sisimpur 視聴経験のない
子どもたちと比較すると，Sisimpur に接触した子
どもたちは，読み書き能力が1年齢上の子ども
たちと同じレベルで，主要な読み書き，算数，
社会性スキルにおいては，農村部の低所得家
庭の子どもたちが番組の視聴から最も恩恵を受
けていた。興味深いことに，この結果はかつて
アメリカで行われたSesame Street の研究結果
と同じである（Ball & Bogatz, 1970）。このアメリ
カの研究は，番組に接触することに大きな利点
があることを示し，学習ツールとしてのテレビの
価値を示す強固な根拠となったものである。

バングラデシュでの研究がもたらした重要な
情報は，その後の番組制作の改善に反映され，
我々に番組の教育的価値に関する総合的な情
報を与えてくれたが，このような研究の実施は
容易なことではない。今後の研究モデルとして，
このような大規模な研究の実施は実際に可能な
のであろうか。そこにはいくつかの問題点があ
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る。第1に，データ収集の実効性である。この
研究では，道路や交通手段などのインフラが
不充分で，電話などのテクノロジーへのアクセ
スも限られ，戸別訪問によるデータ収集が必要
となる国で，しかも複数の地域で，6,000人を
超える大人と子どもたちから情報を入手してい
る。そのため，研究者たちは，インフラが整
備されている国では必要としない基本的な作業
に力を注がなくてはならなかった。

第2に，地域のことをよく知っている地元の
人がデータ収集を行うことも不可欠である。し
かし，このような調査はバングラデシュでは広く
行われておらず，調査経験のある適任者を探す
ことは困難で，未経験者たちを集めて訓練しな
くてはならなかった。そのため，データ収集の
初心者でも簡単に使える簡単な測定手法を考え
ることが求められた。つまり，何をどのように
調査するかについて，選択する必要があった。
読み書きと算数はカリキュラムの主要素なので，
優先された。我々は，これらのコンセプトの最
も簡単に数量化できる側面に焦点を絞り，アル
ファベットを言う（データ収集者は子どもが言えた最

後のアルファベットを記録する），数を数える（デー

タ収集者は，子どもがいくつまで正確に続けて数える

ことができたかを記録する），語彙など，調査と記
録が比較的簡単にできる方法を開発した。（語

彙については，前出の実験研究［RCS, 2006］で

最初に試みた，絵を使った語彙テストに少し手を

加えたものを使用した。子どもたちに，卵，コン

ピューター，クジャク，稲妻などの基本的な物の絵

を見せて，その名称を答えてもらうテストである）。
大規模なデータ収集の実現という難題に加

えて，調査能力の育成と現地の文化に合った調
査手法の設計をゼロから行わなければならない
点も，今後検討を要する課題である。

（4）文化人類学的視点にたつ研究

これまでの2つの研究とは非常に異なる情報
の獲得を目的とする最後の研究は，定性的な
研究である。この研究は，Sisimpur に対して大
人と子どもがどのように思っているかを調べた
結果をまとめたものである。ボストン大学の人
類学者たちによって行われたこの研究（Kibriaほ

か, 2006および Kibria & Jain, 2009）は，我々のプ
ロジェクトの文化的側面を総合的かつ体系的に
分析した最初の研究であり，番組に対する直
接的な反応など，豊富な情報を提供している。
インタビューや観察からは，地域性を重視した
Sesame Workshopの番組制作モデルが効果を
あげていることが裏づけられた。また，番組が
バングラデシュの文化を反映しているとみなされ
ていること，子どもたちが番組視聴を楽しんで
いること，多くの人が好きなテレビ番組だと思っ
ていることが確認できた。その他に，この研究
はSave the Children※による移動上映の意義
を示す証拠にもなっている。彼らは発電機を載
せた人力車にモニターを設置して，農村部に番
組を届けるという活動を行っている。

※【訳者注】Save the Children は，国連経済社会理
事会（UN ECOSOC）の認定を得ている，子ども
たちのための民間の国際援助団体（NGO）。

この研究結果は，前出ACPR（2008）の報告
書の結果と驚くほど一致している。どちらの研
究においても，番組の成功とその強いアピール
性，好意的な受け止められ方，教育的取り組み
としての価値が示されている。さらに，いずれ
の研究でも，農村部への番組の到達・普及が
限定的であること，Sisimpur の番組にアクセスし
にくい地域に届けるための更なる努力が必要な
ことが強調されている。
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（5）3 つの研究の総合的な意義

バングラデ シュ版『 セ サミストリート』
Sisimpur に関する3つの研究は，番組の効果
の重要な側面，つまり，教育効果，番組の到達・
普及度，文化的適合性を評価するための研究
手法の確立の重要性を示している。また，結
果の特徴の検討を可能にするために複数の研
究を行うことの重要性も示している。どの調査
も，番組の効果の全体像を示すものではない
が，それぞれが重要な情報を提供しており，そ
れらを総合的に見ることで，番組の長所・弱点
を明らかにすることができ，そのことがバング
ラデシュだけでなくすべての地域における我々
のアプローチを改善することにつながっていく。
例えば，多くの子どもたちは基本的な能力が非
常に低いレベルにあるが，幼児期には，他の学
習方法がほとんどないに等しい。従って，読み
書きや算数といった基本的要素を，Sisimpur の
番組の中で引き続き重視していくことは，極め
て重要である。さらに，農村部に効果的にプ
ロジェクトを広げることの必要性が明確になっ
たことを受けて，我々は最も恵まれない地域に
番組を届けるための資金集めも行っている。

４．相互の尊重と理解をめぐる研究：
紛争地域における研究の工夫と意義

Sesame Street は，子どもたちの基本的な認
知スキルの獲得に成功してきただけでなく，社
会性の育成という点でも早い段階から重要な
役割を果たしてきた。アメリカでは，異なる人
種間の人間関係の構築という観点で，Sesame 
Workshopの取り組みは広く知られてきたが

（Lovelaceほか, 1994）※，その成功を受けて，紛
争中や紛争後の子どもたちの特別なニーズに応

えるためのプロジェクトが登場している。このよ
うなプロジェクトの評価には，その特殊な状況
に関連した固有の問題が含まれている。

※【訳者補足】特に，1990 年代初頭の取り組みについ
ては，関連参考資料 No.3も参照。

（1）社会性の育成をめざすイスラエル版と
パレスチナ版の『セサミストリート』

Rechov Sumsum / Shara'a Simsim（イスラ
エルおよび西岸／ガザ地区で1990年代後半放
送された番組）の研究には，この分野におけるメ
ディアの教育効果を調査する際に研究者が直面
する多くの問題の一例が示されている（Coleほか， 

2003）。この研究は，ユダヤ系イスラエル人，アラ
ブ系イスラエル人（イスラエルに住むアラブ系住民），
西岸／ガザ地区に住むパレスチナ人という，この
地域に住む3つの異なるグループの275人の子ど
もが対象となっている。表3は，調査サンプルの
人口統計学的特性であり，この研究を行う上で
の基本的な問題点が提示されている。最も根本
的な問題は，重要な意味を持つ３つのグループの
特性にばらつきがある点である。性別の分布は
ほぼ等しいものの，年齢や経済状況など，その
他の基本的な特性は一定でなく，パレスチナ人グ
ループのサンプルは1歳近く若く，全体的に他の
2グループの子どもたちよりも恵まれない生活環境
にある。さらに，このサンプルはランダムに抽出さ
れたものではない。現実的に可能な条件下で集
められたサンプルであり，紛争地域下での研究
の実現ということを考えるとやむを得ないことだ
が，結果の一般化の可能性は著しく制限される。

この研究についてさらに細かく見ていくと，
その他の要素でも整合性が図られていないこと
がわかる。最も重要な違いは，イスラエルの子
どもたちが西岸／ガザ地区の子どもたちよりも
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極めて幅広い刺激を得ているという点だ。これ
は，両地域で，異なるバージョンの番組が放送
されているためである。Rechov Sumsum（ヘブ
ライ語版『セサミストリート』）はイスラエル教育
テレビ（Israel Education Television：IETV）
との共同制作であり，イスラエルで放送され，
Shara' a Simsim（アラビア語版『セサミストリー
ト』）はAl Quds Institute for Modern Media
制作で，西岸／ガザ地区で放送されている。2
つの番組は，部分的に同じ内容も含んでいる
が，それぞれ独自のキャラクターが登場し，舞
台背景も異なる。さらに，イスラエル版の方が，
アラブ側が制作したコンテンツをより多く使用し
ているのに対して，Al Quds制作版がイスラエ
ル制作のコンテンツを使用することは少ない。

（2）紛争下における研究の貢献と
研究方法の工夫

このような状況は，現実の状況や政治情勢，
地域の人々の許容レベル，プロジェクトの資金面
での制約などを反映したものである。また，紛
争地域でプロジェクトを実施する際に生じる問題
のいくつかの根拠にもなっている。我 は々，コソ
ボで，アルバニア人とセルビア人の子どもたちが

Sesame Street からどの
ように学んでいるかを調
べる研究を行った際に
も，同様の問題に直面
し た（Fluent, 2008）。 コ
ソボでも，中東と同じよ
うに，研究対象の2つの
グループの子どもたちの
番組へのアクセスには違
いが見られた。Rechov 
Sumsum  /  Sha ra'  a 

Simsimとは対照的に，教育介入としてのSesame 
Street の番組は2グループに共通だった（それぞ

れの言語で別々に放送されているという事実を除けば）

が，それぞれのグループに関する研究（Fluent, 

2007）からは，セルビア人コミュニティーで番組を
見ている子どもの割合はごくわずかであることが
わかった。研究者たちは番組の潜在的可能性を
調べる実験的状況を設定することで，この問題
に対処しようとしたが，自然な視聴環境での子ど
もたちの学習を測定することはできなかった。

このような問題があるにしても，この種の研
究からは多くのことを学ぶことができる。興味
深いのは，中東とコソボの2つの研究結果の傾
向が驚くほど似ていることだ。どちらの研究も，
教育番組を導入したこのような教育プロジェクト
がポジティブな効果をもたらすことや，「もう一
方」のグループを扱った教材に接すると，「もう
一方」のグループに対する子どもたちの認識が
よりポジティブなものになることを示している。
また両研究は，今後の番組制作や番組評価の
ための研究を改善していくうえでの貴重な知見
を提供している。

これらの研究の最も大きな貢献のひとつ
は，子どもの認識を調べるための方法を改善

表 3　Rechov Sumsum/Shara' a Simsim 研究のサンプル特性

* 母親，父親の教育レベルは，いずれも教育を受けた平均年数。　n/a = 該当データなし。

グループ

パレスチナ人 ユダヤ系
イスラエル人

パレスチナ系
イスラエル人

平均年齢 （標準偏差） 4.62 （0.61） 5.43 （0.78） 5.55 （0.62）
性別　　

女子　　　　　 49  （49%） 61  （54%） 29  （46%）
男子　　　　　 50  （50%） 52 （46%） 33 （52.4%）
合計 99 113 63

社会的経済的地位
低収入 99 （100%） 53 （46.9%） n/a
高収入 0  （0%） 60 （53.1%） n/a
母親の教育レベル * （標準偏差） 12.09 （2.93） n/a 9.75 （4.27）
父親の教育レベル * （標準偏差） 13.51 （3.21） n/a 10.73 （4.15）
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するのに役立った点である。中東の研究では，
Sesame Street のチームがアメリカのメリーラン
ド大学のグループと協力して，Social Judgment 

Instrument（Fox,ほか, 1999）という調査手法を開
発した。プロジェクトのカリキュラムにおける次
の要素を測定するためのものであった。

1. パレスチナ人とユダヤ人の子どもたちが持つ互い
に対する固定観念

2. 地域に暮らすユダヤ人とパレスチナ人の日常生活
における共通点に対する子どもたちの理解

3.子どもたちの問題解決・紛争解決スキル
4. 文化的シンボル，地域に暮らすユダヤ人とパレス

チナ人の日常生活に対する子どもたちの意識

第1の項目は，Daniel Bar-Tal（1996）による，
イスラエル人の子どもたちのアラブ人に対する認
識に関する調査から着想を得たものである。こ
の研究では，（1）成人男性の絵を見せて，簡単
な質問をする。「この人はアラブ人（ユダヤ人の子

どもに対して）／あるいはユダヤ人（パレスチナ人ま

たはアラブ系イスラエル人の子どもに対して）」と子ど
もに言った後，ユダヤ人の子どもにはパレスチ
ナ人に対してどのようなことを知っているか，パ
レスチナ人またはアラブ系イスラエル人の子ども
にはユダヤ人についてどのようなことを知ってい
るか質問する。その後，（2）アラブ人の子ども
たちとユダヤ人の子どもたちが喧嘩する場面を
いくつか見せて，研究者は喧嘩の解決にどのよ

うな方法があるか子どもたちに尋ね
る。子どもの回答は，「もう一方」の
グループに対してポジティブ，ネガ
ティブ，ニュートラルのいずれを示し
たかという観点でコード化され，カ
テゴリーごとに分類された。また，
自分たちの文化および「もう一方」の
文化のシンボル（モスクやメノラーなど）

を子どもたちに見せて，名称を答えさせた。
この研究手法は，お互いに対する子どもたち

の認識に関して，豊富なデータをもたらした。
印象的なのは，一部の子どもたちが，極めて幼
い子どもでも，もう一方のグループに対して非
常にネガティブな認識を持っており，もう一方の
グループの人々について知っていることを答える
というシンプルな質問にも，敵意ある描写の回
答をした点である。コメントには「彼らは頭が
悪い」「僕たちを滅ぼしたいと思っている」といっ
たものもあった。しかし，興味深いことに，子
ども同士の喧嘩のシナリオに関する質問に対す
る子どもたちの回答は，（最初の質問のように大
人の絵に対する反応の場合とは異なり，）向社
会的な思考を示しており，「もう一方」の人々に
対するネガティブな固定観念はほとんど見られ
なかった。この結果は，この研究の最も重要
な発見，すなわち著者が言うところの，グルー
プ間の紛争を減らすための「“子ども”に着目し

た教育介入プロジェクト」活用の重要性を裏づ
けるものである（Coleほか, 2003, p. 421）。

（3）コソボにおける研究

コソボでの研究は，中東の研究をベースにし
て，いくつかの同じ要素（自分や他人に対する子ど

もたちの認識を調べるための質問など）を用いて行わ
れた。ただしこの研究では，データの分析に革

イスラエルの Rechov Sumsum（左）とパレスチナの Shara' a Simsim

（TM and © 2009 Sesame Workshop. 
All Rights Reserved）
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新的な指数を用いて研究手法の改善が行われ
た。自然な形での番組視聴の効果を調べるかわ
りに，この研究は，536人のアルバニア系とセル
ビア系のコソボ人の5 ～ 6歳の子どもたちを対象
に，ランダム化比較テスト（RCT）を実施している。
実験では，コソボ版『セサミストリート』を見た
子どもたちの事前事後テストの結果を，番組を見
なかった対照群の子どもたちの結果と比較した。

データの分析にあたって，研究者たちは，4
つの因子の指数化を行った。4つの因子は，外
国人の子どもに対する受容度，ロマの子どもに
対する受容度（ロマは，コソボでは権利を剝奪され

ているグループにあたる），他の言語に対する受容
度，他の人種に対する受容度である。統計分
析（コーエンのα係数）の結果，4因子がすべて相
関性を持つことがわかった。この指数のスコア
は0（相互の尊重や理解がまったく認められない）から
100（最も高く認められる）までの幅があり，スコア
80以上がお互いを尊重する態度の表れとされ
た。番組視聴前のテストでは，互いを尊重する
態度があることを示すとみなされた子どもたち
は28％しかおらず，実験群と対照群との間に有
意な差はなかった。番組視聴後のテストでは，
実験群では，互いを尊重する態度があることを
示す子どもの数が半数近く（49％）まで上昇し，
対照群ではほとんど変化がなかった（30％）。

指数を使う利点は，測定する構成概念―
相互の尊重と理解―の複雑さを簡潔な方法
で表して，調査結果を検討できるようになる点
だ。指数を用いることで，研究者たちは，多面
的な概念を研究の対象としているにもかかわら
ず，比較的理解しやすい形で結論を導き出すこ
とができる。例えばこの研究では，「実験群の
子どもたちは対照群の子どもたちよりも，異なる
民族的背景を持つ子どもたちにポジティブな態

度を示す可能性が74％高い（オッズ比＝2.53, 95％

の信頼区間1.73-3.71, p<.01）」と結論づけている
（Fluent, 2008, p.30）。このような要約的な数値を
用いることで，よりわかり易く，かつ簡潔に調査
データを情報として提示することが可能である。

中東とコソボの研究は，相互の尊重と理解を
促進するためのメディアを用いた教育介入（各地

域での『セサミストリート』の番組視聴）から子どもた
ちが何を学んでいるかを研究することの難しさ
を示すと同時に，この分野における学習評価
の研究方法を構築することが可能であることも
明らかにしている。この分野の測定方法の開発
はまだ始まったばかりであるが，いくらかの発
展は見られる。これらのプロジェクトの成功を
示しているだけでなく，研究デザインと効果研
究のための測定方法を引き続き改善していくこ
との重要性を強く示している。

５．健康をテーマとする研究：重視される   
　　　  行動面への教育効果の検証

健康，衛生，栄養は，Sesame Workshop
の国際プロジェクトの中心的なテーマである。
その教育効果を調べた研究はまだ少ないが，
今後の研究の方向性について，重要な洞察を
示している研究がある。

（1）南アフリカにおける研究

南アフリカのTakalani Sesame が取り上げてい
るエイズ教育の効果を調べた研究では，番組へ
の接触と知識の変化との間に関連性があること
が示されている。番組に含まれている4つのカリ
キュラム内容に対する子どもたちの学習理解度を
調べたものである（Khulisa Management Services, 

2005）。4つの内容は，病気に対する基本的な知
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識，血液に対する安全対策，差別偏見の解消，
病気への対処法であったが，番組を視聴した実
験群の子どもたちは，視聴しなかった対照群の
子どもたちより，はるかによい成績を示した。

このプロジェクトが大人にとって有益なことを
明らかにした研究もある（HDA, 2005）。Takalani 
Sesame の成人向け特別番組“Talk to Me”※を
見た保護者は，家庭で子どもたちと病気につい
て話す割合が，見ていない保護者より2倍以上
も高かった。この結果は，収入，人種，宗教な
ど，この種の効果の背景要因になり得る人口統
計学的因子を考慮した後でも同じであった。

※【訳者補足】この番組は，エイズについて率直に話
し合うことを促す目的で始まったキャンペーン番組。
2005 年「日本賞」教育番組国際コンクールで，教
育ジャーナル部門の最優秀番組となった。

これらの研究は，健康に関する教育介入の
効果を理解するうえで有益である。最初の研究
は子どもたちの「知識」を測る有効な尺度となっ
ており，第2の研究は「認識」に関わるエビデ
ンスを示しているが，どちらも最も必要とされて
いる成果，つまり「行動」の変化に関するデー

タは示していない。社会科学者たちが立証して
きたように，知識や認識を変えることは，行動
を変えることよりもはるかに容易で測定もし易
い。ところが，ほとんどの健康に関する教育プ
ロジェクトが目的としているのは行動の変化をも
たらすことであるにもかかわらず，最も重要なこ
の点が研究されていない例が多い（知識，態度，

行動を研究する必要性についての興味深い議論につい

ては，Schraeder & Lawless, 2004等が参考となる）。

（2）エジプトにおける研究

行動に対する教育介入の効果を調べる方

法の一例として，Alam Simsim（エジプト版
Sesame Street）のコミュニティ・アウトリー
チ・プロジェクトの研究があげられる（SPAAC, 

2004）。この研究には，カイロとベニスエフの平
均的所得のコミュニティーに住む300人の親と
200人の子ども（4 ～ 7歳）が参加した。参加者の
半分を実験群としてランダムに割り当て，一般
的な健康，衛生，栄養に関する情報を提供し，
残り半分の対照群はそうした情報に接触させな
かった。Takalani Sesame の研究結果と同様，
子どもと親の健康，衛生，栄養についての知識
を調査した結果からは，実験群の方が対照群よ
りも有意な知識の向上を見せることがわかった。

しかし，知識の変化は，行動の変化を予測
するとはいえないため，行動の変化を調べる目
的で，人類学者が，アウトリーチ・プログラム
に参加した5家族について，プログラム参加の
前後に観察研究を行った。その結果からは，
プログラムに参加した家族が，果物や野菜を食
べるようになる，衛生的な習慣を実践するなど，
プログラムで学んだ内容を家庭での日常的な習
慣の中に組み込んでいることがわかった。この
研究からは，他にもプロジェクトのアウトリーチ・

南アフリカのTakalani Sesame（左）と
エジプトのAlam Simsim

（TM and © 2009 Sesame 
Workshop. All Rights 
Reserved）
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チームの活動の改善に役立つ重要な情報がい
くつか明らかになっている。具体的には，Alam 
Simsim の番組が提案する習慣の中に，経済的
に恵まれない家庭では実施困難なものが含ま
れていることが判明した点である。例えば，毎
日の歯磨き習慣の重要性は親も理解している
が，歯ブラシと歯磨き粉の購入が困難な家庭も
存在している。そこで，アウトリーチ・プログラ
ムでは（学習オリエンテーションの内容を変更し
て），基本的な生活習慣をよりお金のかからな
い形で実践する方法を示すようにした（歯ブラシ

と歯磨き粉以外の代替品で歯を磨くなど）。
健康に関する我々の研究が示している最も重

要な点は，行動面での変化の評価の実施が重
要であるということである。これは，（番組制作
を含む教育プログラムに対する）資金提供機関
などから，支援を行う教育プログラムの成果とし
て，行動の変化を示して欲しいとの要求が強まっ
ている現実からも，ますます重要になっている。
研究プロトコルに家庭の観察を導入することは，
そのような成果を記録する際の選択肢のひとつ
になり得る。

６. 新しいテクノロジーと古いテクノロジー

教育効果に関する研究を進めていく上で，も
うひとつ注目すべき点がある。それは，コンテン
ツの伝達に用いられるテクノロジーと，異なるテ
クノロジーの利用によって新たに様 な々研究の要
素が生じている点である。Sesame Workshop
の国際プロジェクトの評価研究の大半は，テレ
ビ，および，テレビよりは少ないが，コミュニティ・
アウトリーチ・プロジェクトを対象にしてきた。と
ころが，新しいデジタル・プラットフォームの出
現により，我々はコンテンツの伝達に，新しい方

法を取り入れるようになっている。新しいテクノ
ロジーの出現により，それを評価するための新
しい研究手法も必要になっている。

（1）携帯，オンライン利用をめぐる研究

アメリカでは，Sesame Workshopの新分野
の試みを評価する研究が各種行われるように
なってきた。その一例が，親と子どもに携帯電
話を通じてSesame Street の読み書き学習用コ
ンテンツ（人気キャラクターを使った音声による
メッセージと短い映像）を届ける試みに関する
研究である（Horowitz ほか, 2006）※。この研究
は，教育コンテンツを伝えるメディアとしての携
帯電話の受容度と，子どもと行う毎日の活動の
中での親による読み書きの手ほどきに対する効
果，さらに子どもの読み書き学習に対する親の
意識を調べるものである。比較的新しいテクノ
ロジーの革新的な利用法を調べる研究であるた
め，研究者自身，新しい研究手法を開発する必
要があった。テクノロジーの本質的な特性を研
究デザインに組み込むことで，研究者たちは携
帯の利用パタンに関する有益な情報を得ること
ができた。例えば，研究チームは，ビデオサー
バーに，親や子どもがどのぐらいの頻度で，ま
た何曜日のどの時間帯に携帯を使って映像の
再生を行っているかを記録する方法を考案した。
聞き取り調査やグループインタビューの結果に
加えて，携帯電話の利用に関する有益な情報を
得ることができた。この研究では，携帯電話に
は教育ツールとしての可能性があり，親たちも子
どもたちも学習にあたってこのメディアを利用す
ることを楽しんでいたと結論づけている。また，
映像のダウンロードに要する時間が長すぎること
や，子どもが携帯を壊してしまうかもしれないこ
とに対する親の懸念など，利用にまつわる問題
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点も指摘している。こうした情報はすべて，今
後の携帯電話を活用した教育コンテンツ提供の
方法の改善に応用することが可能である。

※【訳者補足】2006 年，8 週間にわたって実施された
大規模な実験で，現在アメリカが力を入れている幼
児･小学生の読み書き能力向上のプロジェクトの一
環として，教育省からの資金を得て実施された研究。

（関連参考資料 No.1 pp.261-262 参照）

アメリカ国内だけでなく，国際的にも新しいテ
クノロジーを利用した教材の効果を調べる必要
性は高まることが予想される。現在，Sesame 
Workshopでは，テレビ以外の国際的な取り組み
に関して，総括的評価研究を実施中である（Fisch

ほか，準備中）。この研究は，新しいオンライン・
イニシアチブであるPanwapa（www.panwapa.
com）※を対象に 4か国（中国，エジプト，メキシ
コ，アメリカ）で行われているもので，ウェブサイ
トの利用とプログラムからの学習の状況につい
て調べている。プログラムの目的は，グローバル
市民の育成と，世界中の子どもたちがお互いに
ついて学び合うことである。携帯電話の研究と
同様，この研究も調査の対象となるメディアに相
応しい形でデザインされており，観察データを収
集し，オンライン上の体験が子どもたちにどのよ
うに影響を与えているかを把握するため，新しい
技法を導入している。

※【訳者補足】Panwapaとはコンゴの言葉で「この地球
上で」という意味。4 ～ 7 歳対象の異文化学習のウェ
ブサイトを中心としたマルチメディア・プロジェクトで，
テレビ番組は含まれていない。英語，アラビア語，日
本語，中国語，スペイン語でサービスが展開されてい
る。子どもたちはサイト上でアバターを作って，そのキャ
ラクターを通してバーチャル空間で他の子どもたちと交
流しながら異なる文化を学ぶことが可能な仕掛けが
含まれている。（関連参考資料 No.1　p.261 参照）

（2）旧テクノロジーの活用意義と研究

興味深いことに，新しいテクノロジーが増える
時代にあって，我々は最も恵まれない状況下の
多くの子どもたちに，より簡便に学習教材を届
けるため，古いテクノロジーも活用している。そ
して，この古いテクノロジーの利用についても，
教育効果を調べるには新たな研究手法の開発
が必要とされている。我々のプロジェクトの多く
は，恵まれない環境下の子どもたちを対象にし
ており，電気を安定的に利用することさえできな
い，あるいは高価な機器の購入支援制度もない
地域の子どもたちには，テレビやコンピューター
は利用が困難な場合も多い。そこで我々は，コ
ンテンツを多様な方法で届けるという戦略を採
用しており，教材の中には，ビオスコープのよう
な非常に古いテクノロジーを利用して提供され
ているものもある。ビオスコープはインドで我々
が利用している手回しのスライド映写機の一種
で，子どもたちが音楽やナレーションを聴きなが
ら，覗き窓からテレビ番組の静止画像を使った
動くスライドを見られるようになっている。このよ
うな形態では，一度に見せることが可能な人数
は少ないが，地域の組織を活用すれば，より効
果的に多くの人々に教材を送り届けることが可
能であろう。例えばインド版『セサミストリート』

Galli Galli Sim Sim は，コミュニティーの移動
型映写会を通して，スラム地域の幼児の3人に2
人に届けられている（GFK Mode, 2007）。

南アフリカでのラジオの利用（テレビ視聴設備

が整っていない社会での効果的な方法）は，もうひと
つの例である。ここでも教育効果研究のため
の新しい研究手法が必要であった。10年前に

Takalani Sesameプロジェクトで，テレビだけで
なくラジオ番組の制作を開始した際，それまで
テレビ対象の研究しか経験していなかった我々
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は，子どもたちがどのようにラジオに接している
か，何をラジオから学んでいるかについて観察
するための新しい研究方法の開発に取り組んだ

（Desmondほか, 2000）。テレビ研究では簡単に利
用できた画面の注視（Flagg, 1990）といった観察
方法は，当然ながらラジオには適さない。また，
子どもたちに対する質問も，テレビへの反応を
研究する時とは異なる形で準備しなければなら
ない。“スクリーングラブ”（映像から取り出した静止

画像）などを用いて，子どもたちの注意を画像に
向けさせることができないためである。

このように，新しいテクノロジーの出現と古い
テクノロジーの新たな活用という状況の中で，そ
れらを調査するための適切な研究技法を編み出
すことが必要になっている。過去に行われてき
たことの上に新しいものを築くことはできるが，
研究技法は，テクノロジーの進歩に応じて変え
ていかなくてはならない。

７. 将来へ向けての課題 : 研究の重要性

Sesame Workshopの国際的な取り組みに見
られる研究手法の進展は，コンテンツの複雑
さや，コンテンツの伝達に用いられるメディアの
種類に適した研究デザインや手法を引き続き開
発していくことの必要性を示している。Sesame 
Workshopが制作している今日の子ども向けメ
ディアは，現代社会に暮らす子どもたちのニー
ズを満たすことを目標としている。エイズやマラ
リアといった複雑な健康問題，紛争地域におけ
る相互の尊重や理解の促進といった困難な課
題，基本的スキル（読み書きや算数）といった特定
の意図を持ったメッセージを伝えることを目的
とする教育番組の評価は，データ収集が困難
な地域の子どもたちを対象とする場合にはとり

わけ難しく，研究者たちによる独自の工夫が求
められ，時には革新的な解決法も必要である。
また，新しいテクノロジーの導入や古いテクノロ
ジーの復活利用に合わせて，教育効果を調べ
るための研究ツールの開発が必要となってくる。

このような研究技法の進歩は，この分野の
研究者たちが，インフォーマルな交流と，会
議や査読論文などを通したよりフォーマルな交
流の両方を通じて，継続的にコミュニケーショ
ンを発展させることで，効果的に進められてい
くであろう。“子ども向け”メディアを専門とす

る論文審査のある国際的な研究誌Journal of 
Children and Media（イギリスTaylor and Francis

社発行）の誕生は，わずか数年前のことだが，研
究者間のコミュニケーションの充実にとって重
要な意味を持つものといえる。また，Sesame 
Workshop内に，先頃子ども向けメディアの
研究に特化した部門としてJoan Ganz Cooney 

Center※が新設されたが，これも，新たな時
代に向けた研究の発展へ向けての大きな一歩
で あ る（http://www.joanganzcooneycenter.org/

about/our-mission.html）。

※【訳者補足】Joan Ganz Cooney は，Sesame 
Workshop の前身 CTW 設 立の立 役 者。Cooney 
Center は，「新しいメディアを子どもの学習にどのよ
うに役立てることが可能か」というテレビ時代に投
げかけた問いを，21 世紀に置き換えて，現代の子ど
もが直面する教育課題に対応することを目的としてい
る。特に小学生の学習に着目している。（関連参考
資料 No.1 pp.261-262 参照）

子ども向けメディアが，強力な学習媒体とし
ての教育的可能性を最大限生かしていく上で，
最も重要な役割を担うのは研究である。基本
的な次元の問題として，メディア制作において，
責任ある資金の利用が不可欠であるが，このこ
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とは特に慈善事業を通した資金提供の場合に
重視されている。公共でも民間でも，資金の提
供者は，メディア・プロジェクトの効果を示す
根拠を当然の権利として求めるようになってい
る。メディアを利用することによる子どもたちの
学習効果，プロジェクトの到達・普及度，アピー
ル度など，基本的な要素についての具体的な
データを提供できる確固たる研究が欠かせな
いものとなっている。

さらに，研究が重要な理由として，制作努
力の成功点と失敗点を評価することにより，将
来の取り組みに役立つ教訓が得られ，制作者
たちが他の人々の経験を生かして今後の制作を
さらに発展させることが可能になる点があげら
れる。しかし，決定的な必要性にもかかわら
ず，また研究者たちがテレビやその他のメディ
アの教育効果を長年，研究しているにもかかわ
らず，まだ研究が十分進展していない面もある。
Sesame Workshopでは，番組やコンテンツの
教育効果の評価研究を，我々の仕事における
最も重要な要素と考えており，プロジェクトを開
始する時には，総合的なモニタリングと評価の
計画を立てて，プロジェクトに携わるすべてのメ
ンバーが共有できる教育目標のコンセプトを築
くようにしている。資金面の状況が許せば，一
定の手続きによる公式な評価（formal evaluation）

も計画に含めて，業務の向上に役立てている。
他の制作機関と同様，我々も研究実施のため
の資金の獲得には苦労しているが―研究に
関する支出の現状を見ると，すべてのプロジェ
クトで総合的な研究をすることの困難さがわか
る―，新世紀に生きる子どもたちのために最
も優れた形で番組やコンテンツを提供できるよ
うにするために，プロジェクトの研究実施に必
要な資金を求めていくつもりである。
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　寄稿論文を読み終えて

Cole論文を読んで真っ先に思い出したのは，
1990年9月，アムステルダムで開催された『セサミ

ストリート』国際会議のことであった。世界各地
で番組に関与していた制作者・研究者・国際共
同制作担当者たちが17か国から集まって，制作
者と研究者がペアを組む形でそれぞれの番組開
発の特徴や教育効果に関する研究成果を紹介
し合う，非常に有意義な機会であった（関連参考

資料No.4参照）。イスラエルではRechov Sumsum 
の番組開発を始めるにあたって，イスラエル教育
テレビに研究部門が設立されたことや，イスラエ
ル版の番組の一部をアメリカの番組に取り入れる
形での番組の国際交流が試みられていることを
知ったのも，この会議でのことであった。

Dr. Coleが Sesame Workshop（ 当時の
CTW）に加わったのは，この会議より後で，
今回の論稿は，2000年代の番組開発・研究事
例を中心に，世界各地の『セサミストリート』の
教育効果に関する研究の内容と手法面の特徴
を，幅広い観点から，総合的に分析した結果
を紹介した貴重なものである。

多面的な研究を組み合わせることで番組の
教育効果の全体像の分析が可能になることや，
研究のねらいに応じた調査手法を新たに生み出
すことの意義，教育効果の検証にあたって，知
識や態度だけでなく行動面での変化を捉える
研究が重要なこと，新しいテクノロジーはもち
ろん，ラジオを含めた古いテクノロジーの利用
をめぐる教育効果研究のための研究手法の開
発の必要性など，いずれの国でも参考にでき
る指摘が随所で行われている。

日本の読者にとっては，第6節で取り上げら
れた，携帯電話の利用やオンライン教材をめぐ

る新たな教育サービス動向と効果検証のために
進行中の研究に対する関心が高いものと思わ
れるが，その背景については，関連参考資料
No.1（小平，2009）を参照されたい。

オンライン上の異文化 理 解プロジェクト
Panwapaは，『セサミストリート』の場合とは異
なる，多様な文化背景・教育背景を持つ世界中
の子どもたちを対象に開発されたネット時代の新
タイプの教材として注目される。オンライン環境
に恵まれない地域の子ども向けには，DVDや印
刷教材でのアクセスが可能な環境も準備されて
おり，幼児期から，より広い世界を認識して，自
己の文化を理解し，他者との違いや類似点を尊
重し，意欲的で責任あるグローバル市民として
成長していくための基礎を築こうというものであ
る。このプロジェクトの教育効果に関する国際的
な研究については，詳細の発表を待って，別途
紹介の機会を設けたい。

 （こだいら さちこ）
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