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「家庭」向け教材としてベネッセコーポレーショ
ンが提供する教材を取り上げ，また海外の事例
も交えながら，小学校教員や保護者など，子ど
もの学習に関わるさまざまな立場の参加者が討
議を行った。
本稿では，以下の項目にしたがって，ワーク
ショップにおける報告と議論の内容を整理し，
子どもの学習のために求められるメディア・サー
ビスのあり方を考える一助とする。

1. 小学校英語の現況

2.メディアを活用した英語教材
～NHKとベネッセコーポレーション

3.子どもの学習とメディア
～海外の公共放送の取り組み

4. 学校と家庭の英語学習とメディア教材
～これまでの報告をふまえた
　　　　グループディスカッション

5. 小学校英語とメディア活用に対する期待
～コメンテーターの発言から

 はじめに

2009年4月から，全国の小学校で，新しい学
習指導要領（2008年3月告示）1）への移行措置
に基づく授業が始まった。今回の指導要領改訂
の主眼は学力の向上にあり，約30年ぶりに学習
内容が増加する。中でも，かねてより注目を集め
ているのが，5･6年生における「外国語活動」，
すなわち小学校英語の必修化であり，2011年度
から全面実施される。
日本の小学校英語は，現行の学習指導要領

（1998年告示，2002年度から全面実施）のも
とで導入が始まった。すでに全国のほとんどの
小学校で，何らかの形で英語を取り入れた授業
や活動が行われている。これから「必修化」と
いう新たな段階を迎えるにあたり，メディアの
活用は，小学校英語をどのように支えることが
できるのだろうか。
NHK放送文化研究所の「春の研究発表」で
は，小学校英語を題材に，子どもの学習の場
である「学校」と「家庭」に対してメディアが提
供できるサポートの可能性について考えるワー
クショップを実施した（2009年3月12日開催）。
小学校英語の現況をふまえ，「学校」向け教材
としてNHKが提供する番組とウェブ教材を，

ワークショップ

学校と家庭 学習とメディア利用の可能性
～小学校英語の事例から考える～

メディア研究部（番組研究） 渡辺誓司
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＜ワークショップ参加者＞

・報告者	 ベネッセ教育研究開発センター
	 沓澤　糸	主任研究員

	 NHK学校教育番組部
	 （現 NHK青少年・教育番組部）

	 奥西邦彦	専任ディレクター

	 NHK 放送文化研究所
	 小平さち子	主任研究員

・コメンテーター	 帝京大学文学部教育学科講師
	 鎌田和宏	氏

・討議参加者	小学校教員，保護者，
	 教育関係の研究者，教員志望の
	 学生などのみなさん 31名

・司　会	 NHK 放送文化研究所　渡辺誓司

 1. 小学校英語の現況

ワークショップの冒頭では，参加者の共通
理解のために，小学校英語がどのような状況
にあるのか報告が行われた。

 報  告  教師の負担とメディア教材への期待
NHK 放送文化研究所 小平さち子主任研究員

日本の小学校英語は，現行の学習指導要
領において新設された「総合的な学習の時間」
の「国際理解に関する学習」の一環として，外
国語に触れたり，外国の生活や文化に親しむ
ことを目指している。ただし，一定のカリキュ
ラムや教科書があるわけではない。
実際にどのような授業が行われているのか，
NHK放送文化研究所が2006年度に行った調
査から紹介する2）。まず，公立小学校では，
英語の指導資格を持つ教師はごく限られてお
り，学級担任の教師とともにALT（Assistant	

Language	Teacher）と呼ばれる外国語指導
助手が授業に加わっている学校が多い。しか
し，ALTの人数やALTが参加する授業時間
数は地域や学校によって差が大きく，英語の
授業時間数が多くなるにしたがって，学級担
任が授業に関わる度合いが高くなる。また，
ALTの授業は，ALTとの直接の会話やコミュ
ニケーションが中心だが，学級担任が担当す
る授業では，音声，映像，カードなどのさま
ざまな教材が利用されていた。ただし，ここ1，
2年で状況は大きく変わっており，授業担当者
としての学級担任の比重が高まっている。
NHKでは，小学校英語が始まる以前の
2000年度から，放送とウェブ教材によって，『え

いごリアン』シリーズの提供を始めた（写真
1）。調査を行った2006年時点では3シリーズ
が放送されていたが，小学校5年生の学級担
任教師のうち，約3割の教師が授業における
利用経験を持ち，発音や聞き取り，あるいは授
業に視覚的な楽しさを加える目的で活用されて
いた。また，テレビの英語番組教材に期待を
寄せる教師は9割を超えた。

新しい学習指導要領では，2011年度から
5･6年生で「外国語活動」として週1回の授業
が必修化されるが，これも教科ではなく，教
科書はない。そこで，文部科学省は「英語ノー
ト」という教材を準備している（写真2）。活

写真1　『えいごリアン』（NHK）
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上記の報告に続き，コメンテーターの鎌田和
宏氏から，英語を取り入れた授業に対して，不
安や戸惑いを抱えている学校現場の状況が紹
介された。
鎌田氏の専門分野は授業研究や授業分析
で，授業を見学するために全国各地の学校を
訪問しているが，教師から「あるべき授業モデ
ルを持てない」といった悩みを聞くことが多い
という。鎌田氏は，教師の不安の背景にある
ものとして，小学校英語の指導法に関する授

業を教員養成課
程の中に設定し
ている大学が少
ないことを挙げ，
教師は自分が学
んでいないこと
を授業で教える
ことになると指
摘した。また，
教師とともに授
業に関わるALT

についても，景気悪化の影響を受けて予算が
削減された結果，ALTとして英会話学校の
講師を派遣していた自治体の中には派遣中止
に追い込まれたところもあり，教師の不安が
解消される状況には至っていないという。
さらに，小学校英語に対する保護者の期
待が高いことに触れて，「親の期待がかえって
子どもたちを英語嫌いにしてしまいかねない
懸念があり，必修化という枠組みに対して，
学校，家庭のそれぞれでどのように中身を満
たしていくかが問われている」と述べた。

 2. メディアを活用した英語教材
  ～ NHKとベネッセコーポレーション

戸惑いを持ちつつも英語の取り組みを進め
る教師に対して，小学校英語に期待を寄せる
保護者－このような状況をふまえてどのよう
な教材を提供しているのか，NHKとベネッセ
コーポレーションの担当者が報告を行った。
いずれも，学校あるいは家庭の英語学習にお
いて，メディアを利用することの有効性が指
摘された。

字媒体のテキストとともに，音声CDを添付し
たもので，あわせてパソコンで使用するCD-
ROM版がある。ただ，今後は，年間35時間
の授業を担当することになる学級担任教師の
負担や，教師を対象とする研修なども課題に
なってくるものと考えられる。
一方，子どものもうひとつの学習の場である
家庭では，英語教育に対する関心が非常に高
い。小学生というよりもむしろ幼児期において
その傾向が強い。したがって，小学校で英語
に触れる以前に，家庭でどのように英語に接
してきたかというバックグラウンドが子どもに
よってさまざまであり，どこに軸足を置いて授
業を行うのかということも教師に問われるよう
になるのではないか。

鎌田和宏	氏

写真 2　文部科学省発行の　　
　　　　　「英語ノート」とＣＤ
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 報  告  放送とウェブが連動する新番組
　　　　　 『えいごルーキー GABBY』
NHK 学校教育番組部 奥西邦彦専任ディレクター

NHK教育テレ
ビの『えいごルー

キー G A B B Y 』
（小学校5･6年生

向け番組で年間

20本シリーズ，放

送は火曜日午前

10:45 ～ 11:00，再

放送は金曜日午前

10:45 ～ 11:00）は，英語でコミュニケーショ
ンを学習する新番組である（写真3）。番組
の主人公は，英語をあまり話せないGABBY
（ギャビィ）というロボットで，コメディドラマ
やクイズなどのコーナーの中で英語にチャレ
ンジする。いわばGABBYは，「英語を話し
たいのにうまく話せない」小学校5･6年生の
思いを体現する存在として登場する。ちなみ
に，「gabby」とは，「おしゃべりな」という
意味の英語の俗語的な表現である。
番組は，それぞれ3分間の5つのコーナー
から成る，マガジンスタイルで進行する。昨今，

子どもの集中力の持続が低下している実態や，
授業での利用を考えて，15分の番組全体の利
用もできれば，使いたいパートだけを選んだ利
用もできるように構成したためである。
各コーナーは，次のとおりである。
1）コメディドラマ	パート1

GABBYが主人公のコメディドラマ。東京に住

むアメリカ人家庭の一員として暮らし，毎回 1

つの英語の動詞を覚えていく。

2）アニメ	WONDER	GABBY

GABBYの夢の中の物語。アメリカンコミック

の世界で飛び回り，スーパーヒーローとして活

躍する。

3）インタビュー　GO!GO!GABBY

好奇心いっぱいの GABBYが街に出かけ，

覚えた英語で街の人にインタビューを行う。

4）クイズショー	DISCOVER	THE	WORLD

世界各地からクイズが届き，GABBYが家族

と一緒に挑戦する。世界のいろいろな事象へ

の興味や関心を導く。

5）コメディドラマ	パート2

パート1に続いて，GABBYと家族がその回

の言葉や文章をもとに，新たな場面でコメディ

ドラマを展開する。

番組に登場する英語表現は，実際に子ども
が使っている英会話に基づいている。英語圏
と日本の子どもの言語活動を分析したコーパス
データをもとに20の動詞を選び，その動詞に
関する表現をテーマとした。初めて英語に触
れる子どもでも，何のやりとりをしているのか，
まず表情やジェスチャーから視覚的に理解し，
繰り返し英語に耳を傾けることで，イメージを
つかんでもらいたいと考えている。
NHKの学校放送番組は，番組と連動する
教材として，ウェブ上で「NHKデジタル教材」

写真 3　『えいごルーキーGABBY』（NHK）
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（写真4）を無料で提供しているが，『えいご
ルーキーGABBY』も，「NHKデジタル教材」
の中で学習を支援するための教材を用意し
ている（写真5）。子どもの学習では，以下
のコンテンツを利用でき，興味を持った子ど
もが，自分のペースで学習できる仕組みに
なっている。
1）番組の視聴

放送済みの15 分の番組全体を，動画で視聴

できる。

2）動画とスクリプトの連動

コメディドラマの英語のセリフと日本語訳とが

すべて載せてあり，セリフをクリックすると，

そのシーンが動画で繰り返し見られる。

3）クイズやゲーム

番組視聴のモチベーションを上げるために，

番組を見ないと解けないクイズなどを用意。

また，教師が授業の準備などで利用できるよ
うに，以下のコンテンツを用意する予定である。
1）番組の利用ガイド

各回の番組のコンセプトや登場する単語の解

説，指導案，年間の放送予定などを提供。

2）番組のすべての英語スクリプトとともに日本
語訳を提供。

3）クラスルーム・イングリッシュ

授業で必要なクラスルーム・イングリッシュを

紹介。学校現場からの投稿や質問に応じて，

その内容をアーカイブし増やす。

なお，『えいごルーキー GABBY』は，家
庭での視聴も視野に入れて，2009年秋から
教育テレビの夜の時間帯（月曜，午後7:25
～ 7:40）でも放送を予定している。番組の視
聴やウェブ教材を使えば，家庭の英語学習
にも役立つので，利用が広がることを期待し
たい。

写真 4　NHKデジタル教材

写真 5　『えいごルーキーGABBY』デジタル教材

  報  告  子どもの学習意欲を喚起する
　　　　『BE-GO』『えいトレ』『ききトレ』

ベネッセ教育研究開発センター 沓澤　糸 主任研究員

家庭で小学生
が英語学習に取
り組むために，ベ
ネッセコーポレー
ション（以下，ベ
ネッセと表記）で
は， パ ソコン・
CD-ROM教材の

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

http://www.nhk.or.jp/gabby/
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『BE-GO（ビーゴ）』と，携帯ゲームのニンテン
ドーDS（以下DSと表記）用のソフトを提供し
ている。
『BE-GO』（写真6）は，年間に隔月で6巻
届けられ3），家庭でパソコンにCD-ROMからイ
ンストールして利用する。子どもがひとりで学習
するシステムではあるが，きょうだいや家族が一
緒に取り組むケースもみられる。小学生の年齢
と成長にあわせて3つのコースから選択する。
教材には，「アクティビティ」というゲームを用
意している。子どもは，自分の耳で聞いた英
単語やフレーズをヘッドフォン・マイクに向かっ
て発音し，ゲームのキャラクターと擬似的な会
話を行うが，どのくらいネイティブ・スピーカーの
発音に近いか，スコア化して判定される仕組み
になっている。また，子どもの達成感を保障す
るために，定期的に「がんばりかくにんテスト」
や「BE-GO検定」というテストも設けている。
DSのソフト『聞く！	書く！	ことばをふやす！	は

じめてのえいごトレーニング　えいトレ』（写真7，
以下『えいトレ』と表記）と，『聞いてはじめる	
えいご会話トレーニング　ききトレ』（写真8，以

下『ききトレ』と表記）は，『BE-GO』を利用す
る子どもたちから，いつでもどこでも学習できる
DSのソフトの要望を受けて開発した4）。
『えいトレ』は，小学生に必要な500語を選
んで収録し，それらが繰り返し出てくるゲーム
仕掛けにしている。擬似的であっても，子ど
も自身が「取り組む必然性がある」と実感でき
るようなシチュエーションを用意し，学ぶ楽し
さを体感できる工夫を加えた。
『ききトレ』は，「たっぷり聞く」ことを重視
して，英語の多様な音を準備した。また，子
どもの身近な場面を数多く設定し，その場
面の英語表現に実感を持って触れられるよう
に，子どもの生活や発達段階を考慮した。
『BE-GO』は，2001年の提供開始以来受講
した小学生は約49万人になる。保護者から
は，『BE-GO』や『えいトレ』について，次のよ
うな声が寄せられている。
　『BE-GO』について

「ゲーム形式で進むので，英語の勉強でも身

構えずに取り組むことができる」

「発音の評価をパソコンが行い，即座に判定

写真 6　『BE-GO』

（写真提供：ベネッセ）

写真 7　『えいトレ』

写真 8　『ききトレ』
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してくれるので，子どもが達成感を得られる」

「小学校で英語が始まる時に，授業で楽しく

英語を学ぶ基礎になる」

「親子の会話に『BE-GO』についての会話が

増え，コミュニケーションが多くなった」

　『えいトレ』について

「買い物の時，『cucumber！』『apple！』など

単語を知っている商品をみつけるとうれしそう

に発音している」

「自分もやってみたが，『無理やり』ではなく，『自

分から』やってみたい気になった」

「短い時間で，毎日楽しく集中して取り組める

のがよい」

このような反応から，家庭学習における，
『BE-GO』や，『えいトレ』のようなDSを利用し
た教材（以下DS教材と表記）の位置づけにつ
いて考えてみたい。
家庭学習は，学校のように学習に向かわせ
る強制力がないため，教材が「たまってしまう」
「途中で飽きてしまう」ことになりがちで，自ら
進んで取り組む自発性や自立的な意欲が強く
求められる。その意味で『BE-GO』もDS教
材の利用も，たとえば学習自体に関心を持ち
づらい子どもの興味を喚起する役割を果たし
ているといえる。メディア利用の工夫が，子ど
ものやる気や意欲を継続させることに効いて
いるのではないかと考える。
また，子どもの家庭学習は，学習者の子ど
も自身と，『BE-GO』やDS教材のような教材
との関係の中でのみ成り立っているのではな
く，子どもの背後で見守る保護者や，一緒に
やってみたくてうずうずしているきょうだいのよ
うな，「人」というメディアも大きく関わってい
ることを指摘したい。それは，必ずしも子ども
の学習に親の強制力を利用するということで

はない。「人」のメディアの関わりとは，たとえ
ば，先に紹介した保護者から寄せられた声に
もあるように，家庭の中に『BE-GO』やDS教
材が入ることでそれらについての会話やコミュ
ニケーションの機会が増える，そのような積み
重ねが子どもの学習意欲を高め，学習を継続
させ，ひいては学習を広げることに結びつい
ていくということである。家庭学習では，教
材が，親子あるいは家族のコミュニケーション・
ツールになることで，子どもの自発的な学習が
醸成されるのではないかと考える。

報告を受けて  NHKとベネッセの
　　　　　　　　教材利用の可能性
コメンテーター ：帝京大学文学部教育学科講師  鎌田和宏 氏

NHK『えいごルーキーGABBY』の3分×5
パートのマガジンスタイル形式は，教師にも利
用しやすいのではないか。番組全体の視聴に
こだわらず，学校の状況やクラスの子どもたち
の状況，それから教師の力量にあわせて柔軟
に利用できる余地がある。
連動するウェブサイトでは，会話のシーンを
映像クリップのように利用できるということで，
その点でも，教師が番組を切り分けて利用で
きる可能性が開かれている。学校の学習の後，
子どもが家庭でもう一度学び直すツールとして
も有効なのではないか。
ベネッセの教材は，ゲームという「遊び」か
ら小学校英語の「学び」へと橋渡しをしなが
ら，サポートする保護者やきょうだいも巻き込
んで，子どもの学びを確立するという視点が
新しい。「メディア」というものを広く解釈して
いるということであろう。
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 3.子どもの学習とメディア

  ～海外の公共放送の取り組み

ここまでの報告にあった日本の状況に対し
て，海外におけるメディアと子どもの学習につ
いての報告が行われた。外国語教育ではない
が，メディアが，学校や家庭だけでなく社会全
体で子どもの学習を支えるためのサービスを提
供している事例として，アメリカにおける取り組
みが紹介された5）。

るテーマである。したがって，学校や家庭，ま
たそれ以外の多様な場面で，教師や親，さまざ
まな大人が関与できるようなサービスの提供が
進められている。
イギリスやアメリカの公共放送の取り組みを
みると，放送サービスに，インターネットを始め
とする新しいテクノロジーを加えてサービスを展
開している。そして，そこには「人」が登場する
ワークショップが存在し，これらを組み合わせ
て学習を広げていこうとしている。さまざまな教
育機関や研究者と協力しながら，学習テーマや
学習方法の事例を紹介する，学習キャンペーン
のような運動を展開している例もある。公共放
送機関は，子どもの学習を支えるために，さま
ざまな学習の場やメンバーを結びつけるオーガ
ナイザーの役割を担っているといえるだろう。
アメリカの公共テレビでは，2009年1月から，

『The Electric Company』という読み書きを楽
しく学ぶための番組が始まった。『セサミスト
リート』を作った教育番組の制作会社（セサ
ミ・ワークショップ）が制作しており，全米の
公共テレビで週1回放送されている6）。
この番組は，小学生の読み書き能力を向上
させるために全米各地で繰り広げられている，
学習キャンペーンの一環として立ち上がった。
ウェブサイトとDVD教材も用意されており，
特に，学習を促進するためのワークショップ
が盛んに開催されている。アメリカでは，そ
れほど読み書きの学習が深刻な問題になって
いるわけであり，ワークショップには，学校や
家庭だけに限らず，図書館のリーダーや，アフ
タースクールのクラブの指導者なども参加して
いる。いわば，社会全体で子どもの学習を支
えることを目指して，学習の広がりを開拓して
いるといえる。

他の教科と同様に，英語についても，学習
に意欲的な子どもがいる一方で，興味の薄い
子どももいる。保護者は英語を学ばせたいと
思っていても，関心のない子どもに，英語と
の接点を作り，子どもの意欲を引き出すこと
は難しい。多様な子どもを自発的な学びへ導
くという点で，『BE-GO』やDS教材は工夫さ
れた教材だと考える。

  報  告  さまざまな学習の場や人を結びつける
　　　　　　オーガナイザーとしてのメディア

NHK 放送文化研究所 小平さち子主任研究員

多くの国が共通して抱える教育課題は，読
み書きや算数などの基礎学力とともに，問題解

決力や批判的思考
力，あるいはグロー
バルな視点を育成
することである。こ
れらは，学校の授
業だけでは対応で
きない，地道な積
み重ねを必要とす
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 4. 学校と家庭の英語学習とメディア教材
　～これまでの報告をふまえた
    　　　　　　グループディスカッション

以上，日本の事例および海外の事例の報告を
受けて，会場では，参加者がグループに分かれ
てディスカッションを行った。ディスカッションの論
点として，コメンテーターの鎌田和宏氏から，「学
校」と「家庭」という子どもの学習の場とメディア
利用をふまえて，次のような3点の提起があった7）。

論点Ⅰ

学校における小学校英語の学習のために，
NHK・ベネッセの教材から，学校現場では何
を見出し，どのように利用していくのか。
ベネッセは家庭学習教材だが，たとえば，
学校ではどのような利用が考えられるか。
論点Ⅱ

家庭における小学校英語の学習のために，ど
のようにNHK・ベネッセの教材を利用できるのか。
NHKの番組やウェブ教材は学校での利用を
念頭に置いているが，たとえば，家庭ではどの
ような利用が考えられるか。
論点Ⅲ

海外の事例では，メディアが，学校と家庭と
いう子どもの学習の場をつなぎ，学習を支えて
いることがみてとれる。
たとえば，小学校英語をきっかけに，学校
の学びと家庭の学びを，メディアを通じてつな
ぐことができないか。また，つなぐためにはど
うすればいいのか。

会場に集まった，小学校の教員，保護者，
教育関係の研究者，教員志望の学生など，子
どもの学習に関わる参加者は，論点ごとに3

つのグループに分かれた。お互いに異なる立
場から意見交換を行うために，ひとつのグルー
プにそれぞれの立場の参加者を混在させた。
以下，3つの論点について各グループで出さ
れた主な意見と，グループ内の討議の総括を
掲載する。

グループディスカッションから
論点Ⅰ　学校の学習における利用について

・		NHK・ベネッセの教材は，教師が，ネイティブ・
スピーカーの発音や授業のカリキュラム作成の
参考にするという点で有効だと思われる。教材
として直接子どもに利用させるだけでなく，教
師の授業づくりに役立つだろう。（小学校教員）

・		実際のところALTの資質はさまざまなので，
番組が授業の組み立ての補助になるのではな
いか。保護者からみても教師は多忙であり，
番組の利用は負担の軽減につながるのではな
いか。	 （保護者）

・		小学校英語は，「わかる」よりも「感じる」こ
とだ。英語は，あくまでもコミュニケーション・
ツールであり，おぼれない，怖がらないものと
すればよい。その意味で，メディアの「映像力」
に期待できるのではないか。	 （教育研究者）

・		英語活動の「英語」とは，「英米語」として
とらえられているようだが，英語には，たとえ
ばオーストラリアの英語もある。異文化理解
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として，さまざまな英語を伝える教材になりう
るのではないか。	 （学生）

グループ内の総括

小学校英語では，正しい発音や文法的に正し
い英語に目を向けることはもちろん大事だが，そ
れだけでなく，英語活動を楽しむ，話すことを楽
しむことも目的としているので，NHK・ベネッセ
の教材は，人とコミュニケーションを行うことその
ものを楽しむ，「態度」を育てる教材として利用で
きるのではないか。何よりも，子どもに英語活動
の楽しさが伝わる教材として有効ではないか。
利用する教師のメリットを考えると，学校で
使われることを念頭に置いているNHKの番組
の場合，教室における，いわば「もうひとりの
教師」になりうる。すべての担任教師が英語の
発音に自信を持っているわけではなく，小学
校に英語が入ってくること自体に戦々恐 と々し
ている教師もいることから，担任を強くサポー
トする存在となるだろう。あわせてウェブ教材
を使えば，担任の英語活動に対する抵抗感や
戸惑いは，少しでも軽減されるのではないか。

論点Ⅱ　家庭学習における利用について

・		たしかに，メディアを利用した教材を使えば，
子どもの自発的学習を期待できると思うが，
それも「遊ぶ楽しさ」の中で自然に身につく，
あるいは興味をひかれるというものであって，

単に「学ばせる」ことだけを目的とする教材
では難しいのではないか。	 （保護者）

・		小学校英語が中学校英語の前倒しではない
といっても，保護者は子どもが英語力を身に
つけることを願っている。学校と家庭の間で
このようなギャップが生じないように，目的を
明確にして教材を提供するのがメディアの役
割ではないか。	 （保護者）

・		小学校英語に対して，学校と家庭のギャップ
の間に共通してあるのは，子どもの英語に対
するあこがれではないか。メディア利用をゲー
ムだけにとどまらないようにするために必要な
のは，この「あこがれの促し」になるような
教材ではないか。	 （学生）

・		教師は，学校の学習や教材だけに目を向け
がちだが，ベネッセの教材にしろ，塾での勉
強にしろ，家庭でどのような学習が行われて
いるのかを知ることによって，小学校英語に
対する保護者の願いや希望が理解できるの
ではないか。	 （小学校教員）

グループ内の総括

家庭では，ベネッセの教材だけでなく，さまざ
まな教材を利用したり，塾に通わせることもでき
る。ただ，その子どもの性格や興味・関心によっ
て，教材を与えればそれだけで効果が出るとい
うわけではない。ベネッセの報告にあったように，
家庭で保護者が一緒にやってみたり，遊んだりす
るのが望ましいことはわかるが，共稼ぎの家庭や
父親の帰宅が遅いという家庭もあり，どこまで保
護者が対応できるのか。むしろ保護者からする
と，学校でも，塾でも，教材でも，子どもだけで
どんどん自主的に学習して欲しいという面がある。
最近の問題としてあるのは，英語だけでなく
学校の方針なども含めて，学校のねらいと一人
一人の保護者のねらいがマッチしているのかと
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いうことである。学校は画一的で個々の要望
に対応していないとして，いろいろな注文をす
る保護者がいるが，学校や教師が，たとえば
ベネッセのような学校の外にある教材を知るこ
とも，もう少し学校と家庭を結びつけるきっか
けになるのではないか。

論点Ⅲ　学校と家庭の学びを
　　　　　　　　　つなぐことについて

・		NHK・ベネッセのいずれの教材も，学校と家
庭とで共同の励ましがあったり，学んだことを
生かせる共通の場があれば，子どもの意欲
的な学習に結びつくのではないか。そのよう
な意味での学校と家庭の連携が必要ではな
いか。	 （小学校教員）

・		たとえ家庭で使える優れた教材でも，学校
でそのまま利用するのではなく，教師なりの
エッセンスを加え，集団の中での学び合いを
通じてこそはじめて教材化されるのではない
か。	 （小学校教員）

・		NHKの『えいごでしゃべらないと	Jr.』とい
う英語活動のための番組を，子どもが学校の
授業で見て，家庭では親子で見ている。子ど
もと共通の会話ができるし，本人の理解度も
高まっているようだ。学校と家庭の学習が近
づいているようにも思える。	 （保護者）

・		学校がある教材を利用するならば，その目

的や目標，ゴールなどを説明してもらえると，
家庭でも対応しやすいだろう。小学生はまだ
親がかりであり，親が納得した上で学校と統
一感をもった学習をさせたい。	 （保護者）

グループ内の総括

まず大きな問題は，家庭と学校とが乖離し
ていて，この溝をどうするかということである。
保護者と教師には，もちろんそれぞれの思い
があるのだが，たとえば，学校で英語の授業
が行われるなら，家庭ではゲームのような教
材で，子どもを英語嫌いにさせない雰囲気づく
りをするというように，両者が結びつくことが，
子どもの学びを支えていくのではないか。
この場合，キーワードは「学びの連続性」で
あり，2つの異なる「連続性」が考えられる。
すなわち，子どもの学びは学校と家庭の両方
で行われており，その2つの学びをどのように
つなぐか，連動させるかという意味での「連続
性」と，その上で，それぞれの場において学び
を継続させる「連続性」である。NHKとベネッ
セの教材には，この2つの「学びの連続性」を
醸成する役割を期待したい。

グループディスカッションを受けて
グループディスカッションで出されたさまざま
な意見を，教材提供の当事者であるNHKとベ
ネッセの担当者はどのように受け止めたのか，
あらためて次のような応答があった。

 NHK 学校教育番組部 奥西邦彦 専任ディレクター

小学校英語に対する考え方やニーズは，学
校，家庭で多様であり，そのすべてを満たす
番組を作ることは非常に難しい。ただ，これ
からはそのような状況に対応できる番組が求
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 5. 小学校英語とメディア活用に対する期待
  ～コメンテーターの発言から

最後に，3つのグループのディスカッションの総
括や今回のワークショップ全体をふまえて，コメン

テーターの鎌田和宏氏から，小学校英語とメディ
ア活用，さらに学校と家庭の学習全般における
メディア活用に期待を寄せる発言があった。

コメンテーター  鎌田和宏 氏

論 点Ⅰの，学校
におけるこれからの
利用については，子
どもの楽しい学び
を促す教師のアシス
タントとして利用で
きないかということ
だった。小学校英

語に対する，教師の不安解消の処方せんとな
るようなヒントがみつけられるかもしれないとい
う点で同意が得られたのではないかと考える。

論点Ⅱの，家庭における利用では，メディ
ア利用が子どもの学習意欲や自主性を引きだ
す良さはあっても，持続させる難しさが指摘さ
れた。一方で，教材を媒介として家庭と学校
とがつながれば，新しい何かが生まれるかも
しれない可能性がみえた。家庭と学校の「連
続性」という，論点Ⅲと同じテーマが，浮かび
上がってきたことは興味深い。もちろん，教
材自体に，楽しく学べる仕掛けや，子どもの
興味・関心を大切にした展開が求められるこ
とは押さえておく必要があるだろう。

論点Ⅲでは，学びの「連続性」がテーマだっ
たが，学校の学習と家庭の学習との「連続性」
を生み出すには，両者の間のズレをそれぞれ
が認めた上で可能性を探る必要がある。それ
は，論点Ⅱで出たように，教材を媒介とするこ
とかもしれない。小学校英語は，教師にとっ
ても保護者にとっても関心の高いテーマであ

ベネッセ教育研究開発センター 沓澤　糸 主任研究員

『BE-GO』もDS教材も，これらメディア教
材による学習はあくまでも間接体験であって
直接体験ではない。「学びの連続性」という
点では，小学校英語では，この間接体験をい
かに直接体験と結びつけるかという意味での
「連続性」も大切だと考える。
もう一点注目されるのは，「遊びから学びへ」
という発想である。たとえば，『BE-GO』は，
“Learning	by	Doing”を目指している。まず何
かをやる，もしかしたらそれは遊びやゲームか
もしれないが，そこから子どもは学びへといざ
なわれて，その世界に入っていく。子どもの関
心を継続させるためにも，子どもの発達やリア
ルな生活に基づく教材開発が必要だと考える。

められていることを実感した。
そのよりどころとなるのは，やはり子どもに
とって楽しい番組ということであり，そこを出
発点として，英語への興味を持ってもらいた
い。どんなに優れたメッセージであっても，興
味を持ってもらえないと子どもには何も伝わら
ないことを，もう一度ふまえたい。
また，多様なニーズに応えるためには，ウェ
ブ教材の活用に可能性があると考えている。
子どもの自発的な学習の継続を促すコンテン
ツの精選や開発を目指したい。
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 おわりに

小学校英語は，「必修化」という大きな枠組
みが決まり全国の学校現場で実践が進められ
ているものの，現時点においても，小学校から
英語を取り入れること自体の是非や，その内容
と指導の進め方などについて，さまざまな考え
方や議論がある。しかし，今回のワークショッ
プは，あえてそのような問題には立ち入らず，小
学校英語をきっかけとして，メディアを利用する
ことで子どもの学習がどのように活性化される
かという点にテーマを絞った。また，限られた
時間の中で多様な意見を抽出するためにグルー
プディスカッションを行い，各自の発言を通じて
お互いの意見を認識し合うことを目指した。
その意味で，NHKとベネッセの教材をはさん
で，学校現場にいる教師と家庭にいる保護者が
向き合い，学習の連続性や連携を目指して，そ
の可能性について意見交換ができたことはひとつ
の収穫だと考える。小学校英語という，地域や
学校の環境に応じて多様なアプローチが進めら
れている教育課題に対しては，学校のみ，ある
いは家庭のみという，学習の場を閉じた取り組み
だけでは解決が難しく限界があることに，教師と
保護者がともに思い至ったのではないだろうか。
NHKの新番組『えいごルーキー GABBY』
は，放送とウェブ教材を通じて，学校だけでな
く家庭における利用も見据えた展開を進めてい
るが，たとえば，日本よりも早い段階で小学校
英語を導入した韓国においても，同様の事例
がみられる。韓国では，教育番組の専門放送
局が小学校向けの英語学習番組とウェブ教材
を提供しているが，それらは学校の授業で利用
されるとともに，家庭における宿題や発展的な
学習でも利用されている。もちろん日本以上に

り，両者が歩み寄り，共に理解を深めるひと
つのきっかけになることを望みたい。
グループディスカッションでは，NHK・ベネッ
セの教材の利用を通じて，小学校英語に対し
て不安を抱いている教師，あるいは保護者の
不安を打開できる可能性がうかがえ，またそ
れが，子どもの学習に関わる異なる立場の参
加者の中で共有しあえたことが大きいと考え
る。海外の事例として，学校の教師，家庭の
保護者という枠組みにとどまらず，社会のさま
ざまな立場から子どもの学習に関わり，支えて
いこうとしている取り組みの紹介があったが，
子どもの学習という共通のテーマを通じて，学
校と家庭が結びつき，支え合うことが重要で
はないか。そして，メディアが，そのようなきっ
かけや場を提供する役割を果たすことも見逃し
てはならない。子どもの学びを中心に置いて，
学校と家庭が結びつくために何ができるのか，
NHKとベネッセには課題としてもらいたい。
ただ，これは大人の側の議論であり，学習
者である子どもの立場から眺めるとどのように
なるのか。論点Ⅱでは，子ども自身の学習の
難しさが話題にされたが，自分で興味を持っ
たテーマであれば，子どもは自発的な学びを
展開する。メディア利用には，そのような学
びに子どもを導く力を秘めていることを指摘し
たい。たとえば，DSを利用した学習ではす
でにその効果研究が始まっており，習熟度を
上げるために利用しようとする自治体も現れて
いる8）。もちろん，学校でコミュニケーション
をとりながら学ぶことが最も大切だと考える
が，さまざまなメディアの利用はそれを補完す
る教材として役立つ可能性が大きく，それに
よって子どもたちの生き生きとした学びが生ま
れることを期待したい。
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メディア環境が整備されているという前提もあ
るのだが，番組利用の仕方を紹介する教師向
けの番組や保護者向けの番組を通じて，そのよ
うな学校と家庭で連動した学習を進める取り組
みが行われている9）。報告にあった海外の事例
も含めて，メディア利用が，学校と家庭を結ぶ
余地は大きいと考える。
一方，英語という教科の特性かもしれないが，
紹介された教材において共通していたのは，
「ゲーム」が取り入れられていたことである。「ゲー
ム」と学習についての研究は，DSだけでなく，
テレビゲームについても始まっている10）。これら
視覚や聴覚に訴える「ゲーム」が，現代の子ども
を強く引き付けるメディアであることを考えると，
利用の仕方によっては，自発的学習とともに自律
的な学習習慣の形成にも有効かもしれない。も
ちろん学習教材としての良質なソフトの開発が求
められることになるだろうが，「ゲーム」そのもの
の功罪をふまえつつ，子どもの学習にどのような
可能性をもたらすのか，また，既存のメディアで
ある放送やウェブ教材などの利用と比べてどのよ
うな点に効果があるのか，注目していきたい。
今回，グループディスカッションの論点は3点

だったが，学習の主体である子ども自身の受け
止めなど，他の切り口からの討議もあれば，さ
らに論議が深まったかもしれない。また，時間
的な制約がある中でどのように参加者の発言を
引き出していくのか，ワークショップを進行する
上での反省点も多かった。このワークショップは
あくまでも議論の入り口であり，今後，小学校英
語の実践の深まりの中で，学校，家庭というそ
れぞれの学習の場の視点に立ったメディア利用
についてあらためて考えたい。そして，このよう
な議論が，何よりも子ども自身の実りある学習に
つながることを期待したい。		（わたなべ せいじ）

注：
1）新しい学習指導要領は，小学校では 2009 年度
から移行措置が始まり，2011 年度から全面実
施となる。

2）調査結果の詳細は，渡辺誓司「デジタル時代の
教育とメディア③小学校 ･英語学習の現況とメ
ディア利用～2006 年度 NHK学校放送利用状
況調査から～」NHK放送文化研究所編『放送
研究と調査』2007 年 8 月号，pp.76-83 を参照。
全国の小学校 5年生の学級担任教師を対象に実
施したメディア利用に関する調査の中から，「小
学校英語」に関連する報告を行った。

3）『BE-GO』の一巻あたりの教材費は 5,880 円（税
込）である。

4）『えいトレ』『ききトレ』の定価は，それぞれ 3,990
円（税込）である。

5）ここで紹介する事例の詳細や背景については，
小平さち子「デジタル時代の教育放送サービス
をめぐる一考察：90 年代以降の国際動向分析
をもとに」『NHK放送文化研究所年報』第 53
集（2009 年），pp.211-267 を参照。

6）『The	Electric	Company』については，小平さ
ち子，前掲 5）でも触れている。その取り組み
の最新動向は，別途報告予定である。

7）NHKとベネッセの教材利用を考えるにあたり，
学校と家庭のメディア環境や，無料で利用でき
るNHKのサービスに対して，ベネッセの教材
は有料であることも考慮すべきではあるが，グ
ループディスカッションでは，論点を絞るため
に，子どもの学習に対する教材としての有効性
にのみ着目することにした。

8）文部科学省では，DS を使った学習効果に関す
る研究を，全国の研究校（小・中・高等学校）
において，2007 年度から 3 年計画で行ってい
る。また，大阪府では，2009 年 1 月から，小・
中学校の研究校 10 校に DS を貸し出し，効果
測定を進めている。
DSを活用した学習の研究報告例：
赤堀侃司・大浦弘樹・李鎧「モバイルデバイス
の言語学習効果」『CASTEL-J	 in	Hawaii	2007	
Proceedings』（2007 年）pp.93-96
本多博・小川雅弘・田中康之・荻原恵理・正木
寛子・坪倉文恵・堀田龍也「携帯型ゲーム機
を活用した小 ･中学校の個別学習の試み」『日
本教育工学会研究報告集	JSET08-2』（2008 年）
pp.95-102

9）韓国の状況については，渡辺誓司「放送・メ
ディアが小学校英語を豊かにする～韓国の事
例から～」『放送研究と調査』2008 年 6 月号，
pp.56-65 を参照。

10）テレビゲームを活用した学習の研究報告例：
松原仁「情報技術が支えるアートとコンテ
ンツの世界 -Art	with	Science,	Science	with	
Art-	: 8 . オンラインゲームの課題とその制作支
援」『情報処理学会誌』（2007 年）Vol.48	No.12	
pp.1373-1379


