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NHK放送文化研究所では，全国の学校現
場のメディア環境やその利用実態などを把握す
るために「学校放送利用状況調査」を定期的
に実施している。本稿では，2010年秋に実施
した調査（表1）における，幼稚園から高等学
校までの全校種について，

1. 大きく進んだ教育現場のデジタル化
2. デジタル化を背景にした

NHK 学校放送利用の変化と特徴
3. 多彩な学校向け教育サービスの利用
4. NHK 幼児向け番組利用の変化と特徴
5.さまざまなデジタルメディアの教育利用と

その可能性
6. NHK の教育サービスへの期待

の観点から分析を行う。授業や保育の内容が
変わろうとしている中で，教育現場のデジタル
化が学習の営みにどのように関わり，それをど
のように支えていくことができるのか，考察を
試みる。

 はじめに

2011年7月に実施される，地上テレビ放送
の完全デジタル化が目前に迫っている。「21世
紀の学校」を目指して2009年に発表された「ス
クール・ニューディール」構想では，校舎の耐
震化や学校のエコ化の促進と並んで，学校の
ICT化の推進が掲げられており，デジタルテレ
ビの整備やインターネット環境の整備が進めら
れてきた 1）。

デジタル放送によるハイビジョンの鮮明で迫
力のある映像が，学習者の興味や関心を向上
させることや，パソコンやデジタルカメラなどと
連動させることによって学習効果を高めること
が期待されている。さらに，電子黒板や，新た
に登場したiPadのようなタブレット端末（多機
能型パソコン）の活用を見据えた実践や研究も
始まっていて，教育現場のデジタル化をめぐる
動きが活発になっている。

小学校では，2011年度から新学習指導要領
が全面実施となった。学習内容や授業時間が
増加し，外国語活動が必修になるなど，新し
い学習内容が始まっている。幼稚園や中学校，
高等学校においても教育課程の見直しが行わ
れており2），教育現場全体が，そのメディア環
境だけでなく，学習内容においても，大きな転
換期にさしかかっている。

進展する教室のデジタル化と
教育利用のこれから
～2010年度NHK学校放送利用状況調査から～

メディア研究部（番組研究）  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 13,102 校 1/12 1,092 校 722 校  66.1%

小学校 21,891 1/17 1,288 884 68.6

中学校 10,758 1/14 768 541 70.4

高等学校 4,983 1/7 712 531 74.6

調査期間： 2010 年 9 月 1 日（水）〜 11 月 30 日（火）
調査方法： 郵送法 督促 2 回
調査対象： 『全国学校総覧 2010 年版』（原書房刊） 
 から系統抽出

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. 大きく進んだ教育現場のデジタル化

（1）地上デジタル放送視聴環境の広がり
2008年度に実施した前回調査では，幼稚園

から高等学校まですべての校種で，地上デジ
タル放送を視聴できるテレビ 3）がある割合は，
10％台にとどまっていた。そのため，デジタル
放送への完全移行を控えて受信環境の整備が
どこまで進んでいるのかが，今回の調査のポ
イントのひとつであった。

携帯電話などによるワンセグ放送の視聴は
除き，学校で地上デジタル放送を視聴できる
かどうかをたずねたところ，およそ7割の学校
で視聴が可能であった（図1）。受像機で多

かったのは，地上デジタルチューナーを内蔵し
たデジタルテレビである（表2）。また，およそ
4割の学校は，地上デジタル放送を録画視聴で
きると回答した4）。一方，地上デジタル放送を
視聴できるテレビがある幼稚園の割合も6割を
超えた。質問のしかたが異なるため単純に比較
はできないものの，地上デジタル放送を視聴で
きる割合は，どの校種も2008年度から大きく
伸びたといえるだろう。

小学校から高等学校については，校内のどこ
で地上デジタル放送を視聴できるかについても
たずねたが，小学校では，半数を超える学校
で，普通教室での視聴が可能であった（表3）。
小学校の場合，授業における地上デジタル放送
の活用を考えると，授業の場の中心となる普通
教室で視聴ができることこそ望ましく，そのよう
な環境の整備も進んでいるといえる。

図 1　地上デジタル放送を視聴できる学校・幼稚園

表 2　地上デジタル放送の受像機

表 3　地上デジタル放送の視聴可能場所

（100%= 全学校）
上段：保有率（％）　　下段：保有校あたりの平均台数

デジタル
テレビ

アナログ
テレビ 電子黒板 パソコン その他

小学校 66.7
10.4 台

9.8
7.9 台

15.8
1.7 台

0.5
1.3 台

3.8
5.8 台

中学校 54.9
8.4 台

8.9
5.8 台

13.7
1.4 台

0.2
1.0 台

3.5
6.0 台

高等学校 56.3
4.8 台

13.2
3.6 台

0.8
2.0 台

0.2
0.0 台

3.8
3.7 台

注）「デジタルテレビ」＝地上デジタルチューナー内蔵のデジタルテレビ
　  「アナログテレビ」＝地上デジタルチューナーを接続しているアナログテレビ（ブラウン管テレビなど）
　  「電子黒板」＝地上デジタルチューナー内蔵の電子黒板
　  「パソコン」＝地上デジタルチューナー内蔵のパソコン

（100%= 全学校）　（%）

すべての
普通教室

一部の
普通教室 特別教室注 職員のため

の部屋注
普通教室で
視聴可能

小学校 46.0 8.7 31.4 31.3 54.8

中学校 27.9 7.6 34.4 32.5 35.5

高等学校 2.3 2.1 45.2 46.5 4.3

注）「特別教室」＝理科室や音楽室，コンピューター教室など
　  「職員のための部屋」＝職員室や校長室，教科の準備室など

注1：「視聴可能校」は，地上デジタルチューナー内蔵のデジタルテレビや電子黒板，
地上デジタルチューナーを接続しているアナログテレビ，何らかの機器で地上
デジタル放送を視聴することができる学校を含む。ただし，幼稚園は，地上デ
ジタル放送を視聴できるテレビを所有している園の割合である。

注2：「録画視聴可能校」は，地上デジタル放送の受像機自体に録画機能のある場合
や，受像機にVTRやDVDレコーダー，ハードディスクレコーダー，ブルーレ
イディスクレコーダーを接続するなどして，何らかの方法で地上デジタル放送
を録画視聴できる学校を含む。なお，幼稚園には，録画視聴の可否について
質問を行っていない。

注3：（　）内は，2008年度における，地上デジタル放送を視聴できるテレビを所有
している学校，幼稚園の割合である。
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（2）インターネット利用環境の改善：
　　　　   小学校・中学校・高等学校

学校のパソコン環境の整備は，2000年度か
ら急速に進展したものの，授業で利用する各
教室へのインターネット接続パソコンの設置は，
コンピューター教室を除き，遅 と々して進まな
かった。国の推進する「教育の情報化」計画の
当初の目標であった，2005年度内に「各普通
教室で高速インターネットにアクセスできる環境
の整備」は実現されなかった。

しかし，今回の調査では，ようやく普通教室

のパソコン環境が改善された。普通教室にお
いては，校内LANの整備とともに（表4），イ
ンターネット接続パソコンを設置している学校
の割合が大きく伸びた（図2）。たとえば小学
校では，その割合が2008年度の36.0％から
62.8％に進展した。コンピューター教室に移動
しなくても，インターネットを授業で利用した
い時に利用できるという点では，普通教室にイ
ンターネット接続パソコンが設置されている学
校が増えたことの意味は大きい。

また，小学校では，普通教室で利用できる
パソコン画面提示機器を保有している割合が
9割に達した（表5）。このような機器は，パソ
コン上の映像コンテンツを一斉に提示できるた
め，テレビと同様に，学習体験を共有しともに
学ぶ空気を醸成することに役立つ。また，す
でに8割の学校（小学校77.0％，中学校79.5％，

高等学校80.6％）はブロードバンド回線で結ばれ
ていることから，インターネット上の動画を画
面に提示するために利用する学校も多いだろ

図 2　インターネット接続パソコンの各教室への普及の推移
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注1：「普通教室」とは，「普通教室にインターネット接続パソコンを設置している学校の比率」という意味である。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。「特別教室」とは，理科室や音楽室などで，コンピューター教室は含まない。

注2：（　）内は，「普通教室にインターネット接続パソコンを設置している学校」1校あたりの平均台数である。

表 4　校内 LAN の整備
（100%= 全学校）

（％）

校内ＬＡＮ
整備あり

校内ＬＡＮ整備場所

普通教室 特別教室注 コンピューター
教室 職員室

小学校 89.9 54.9 40.7 73.3 84.0
（81.8） （42.7） （29.0） （65.6） （75.0）

中学校 93.2 48.2 43.4 76.7 87.6
（87.4） （40.2） （36.6） （72.2） （82.3）

高等学校 97.2 48.2 55.7 78.9 92.8
（93.9） （47.9） （57.6） （78.1） （89.0）

注：（ ）内は，2008年度の数値である。
　   「特別教室」＝理科室や音楽室など

（100%= 全学校）
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う。機器の種類はさまざまで，電子黒板を始め，
デジタルテレビで地上デジタル放送の視聴と兼
用している学校も存在する。ただし，保有校の
平均台数をみると，すべての普通教室に置かれ
ているというわけではなく，校内や学年内など
で共用されているようだ。

以上のように，総じて学校のデジタル化が進
んでおり，「スクール・ニューディール」構想の
進展がみてとれる。放送番組やインターネット
の動画など，授業において映像を活用しやすい
環境が整いつつあるといえる。

（3）多様な機器を保有する
　　　　　　　幼稚園のメディア環境

幼稚園は，小・中・高等学校とは異なり，国
による「教育の情報化」計画には組み込まれて
いなかったため，ハード環境の整備が遅れる
傾向にあった。しかし，今回の調査では，パ
ソコンを保有している幼稚園の割合が96.3％で
飽和状態に達するなど，デジタルメディアの普
及も進みつつあるようだ。また，表6にあるよう
に，多様な機器を保有していることも，幼稚園
のメディア環境の特徴といえるだろう。

特に，地上デジタル放送を視聴できるテレビ
を始めとする映像機器とともに，CD再生機や

ラジオ，ラジカセといった，音声機器を保有し
ている幼稚園が多いことも特徴のひとつであ
る。それは，小学校以上の校種とは異なる，
幼稚園の保育におけるメディア利用観とも深く
関わっている（詳細は，4章，70ページを参照）。

 2.デジタル化を背景にした
　　NHK学校放送利用の変化と特徴

（1）「NHK 学校放送利用率」と
　　　　　　　  「NHK デジタル教材」

NHK学校放送利用状況調査では，学校放
送の利用実態を量的にとらえる指標として，調
査実施年の4月から11月までにいずれかの
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」と定義している。当
該校種に占めるその比率を「NHK学校放送利
用率」として，テレビ，ラジオそれぞれの学校
放送番組について経年的に調べてきた。

一方，NHKでは，放送だけでなくインターネッ
トが授業で活用されることをふまえて，2001年

表 5　普通教室で利用できる
　　   パソコン画面提示機器の保有状況

（100%= 全学校）
いずれかの

機器の
保有率（%）

機器の種類 上段：保有率（%） 下段：保有校あたりの平均台数

電子黒板 デジタル
テレビ注

プロジェクターと
スクリーン その他

小学校 90.6 61.5 58.7 75.1 1.4
1.8 台 10.7 台 3.3 台 3.7 台

中学校 86.9 54.2 57.1 77.4 0.9
1.7 台 8.6 台 3.7 台 9.8 台

高等学校 71.2 20.2 21.8 65.9 2.3
4.2 台 7.8 台 6.8 台 16.7 台

注：「デジタルテレビ」＝パソコン入力端子のあるデジタルテレビ

表 6　各種機器の保有状況 〈幼稚園〉
（100%= 全園）

（％）

全体 ＮＨＫ幼児向け番組
利用園 非利用園

（n=722）  （n=180） （n=542）

1 テレビ 90.2 97.8 87.6 

2 地上デジタル放送視聴可能テレビ 63.4 78.3 58.5 

3 ＶＴＲ 86.8 91.7 85.2 

4 ＤＶＤ再生機 76.5 85.0 73.6 

5 デジタルカメラ 87.4 89.4 86.7 

6 パソコン 96.3 97.8 95.8 

7 インターネット接続パソコン 88.2 87.8 88.4 

8 オーバーヘッドプロジェクター 33.7 41.1 31.2 

9 教材提示装置 5.7 5.0 5.9 

10 スライドプロジェクター 28.0 26.7 28.4 

11 ビデオプロジェクター 36.4 32.8 37.6 

12 映写機 24.9 21.1 26.2 

13 ラジオ受信機
ラジカセ等ラジオ番組を聴取可能な機器 75.6 75.0 75.8 

14 ＣＤプレーヤー 94.7 96.7 94.1 
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度から，インターネット上で学校放送番組の内
容に連動した教材を提供する「NHKデジタル

教材」のサービスを開始した。小学校向け番組
から中学校・高等学校向け番組まで，すべての
学校放送番組に対応している（小学校向け番組は

65ページの表8を，中学校・高等学校向け番組は67

ページの表9･表10を参照）。NHKデジタル教材は，
2010年度から，NHKが提供する学校向け教
育サービスのすべてをひとつにまとめたポータ
ルサイトNHK for School（写真  http://www.
nhk.or.jp/school）から利用できるようになった

（NHK for Schoolについては68ページも参照）。
NHKデジタル教材には，番組ごとに「ばんぐ

み」「クリップ」「きょうざい」「先生」の4種類の
コンテンツが用意されており，いずれも無料で利
用できる。「ばんぐみ」（約950本）と「クリップ」

（約4,000本）の動画映像は，2010年度より画質
が従来の約2倍（約500kpbs）に向上し，パソ
コンの画面で鮮明に視聴できるだけでなく，表5

（61ページ）のようなパソコン画面提示機器の大

型画面での視聴にも対応できるようになった。
NHK学校放送利用率は，そもそも放送番

組（テレビ，ラジオ）の利用に着目した指標で
ある。しかし，NHKデジタル教材の登場によっ
て，学校放送番組は，NHKデジタル教材の「ば
んぐみ」を使って視聴することもできれば，テレ
ビでの番組視聴とNHKデジタル教材の動画ク
リップや用語・リンク集，ワークシートとも組み
合わせて利用できるようになった。そこで，学
校放送利用の全体をとらえるにあたり，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，「NHK学
校放送利用率」の算出を行っている（幼稚園は，

放送番組の利用の有無のみが対象）。2010年度調
査における各校種のNHK学校放送利用率と，
推定利用校数は，表7のとおりである。

利用の詳細は，本章で小学校と中学校・高
等学校を，幼稚園は4章（70ページ）で取り上
げる。

（2）小学校
◆「NHK デジタル教材」利用の大きな伸びと

　　　　　　　　　  学校放送利用の多様化

2010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

表 7　NHK 学校放送利用率と推定利用校
（100%= 全園，全学校）

テレビ ラジオ
学校放送利用率

（%） 推定利用校 学校放送利用率
（%） 推定利用校

幼稚園 24.9 3,262 3.0 393
（26.1） ± 402 （1.8） ± 158

小学校 73.2 16,024 0.6 131
（73.7） ± 626 （1.6） ± 109

中学校 21.4 2,302
（24.4） ± 362

高等学校 ▼ 24.5　 1,221 2.6 130
（30.4） ± 172 （3.6） ± 64

注1：（ ）内は，2008年度の数値である。
注2：△▼のマークの数値は，信頼率95%で2008年度に比べ有意差がある。

NHKデジタル教材には，放送番組の視聴（「ばんぐみ」），
１〜 3分程度の短い映像資料（「クリップ」），番組内容に関
連したクイズやゲーム，調べ学習に役立つ資料集（「きょう
ざい」），授業における利用案や印刷して利用できるワーク
シート（「先生」）のコンテンツがある。
ポータルサイトのNHK for Scoolからアクセスできる。

写真　NHK for School
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率」と表記）は73.2％で，2008年度（73.7％）と比
べて変化はみられなかった。その利用の内訳を
示したのが図3である。「授業でNHKデジタル
教材を利用している学校（NHKデジタル教材を単独

で利用している学校，および NHKデジタル教材とテレビ

学校放送番組の両方を利用している学校を含む）」の割
合が27.4％から38.6％に大きく伸び，学校放送利
用校の半数を超える。また，「NHKデジタル教
材のみを利用している学校」も5.5％から11.5％に
倍増した。2001年のNHKデジタル教材の公開
から10年がたち学校現場での定着が進んだこと
によって，放送とNHKデジタル教材とを連動さ
せて利用したり，そのそれぞれを単独で利用した
りするなど，2008年度にみられた学校放送利用
の多様化が一層広がったといえるだろう。

NHKデジタル教材の利用が伸びた背景にあ
るのは，普通教室のパソコン環境の改善であ
ろう。インターネット接続パソコンの整備が進
み，授業においてインターネットを利用しやすく
なった小学校が増えたことや（60ページ），多

くの学校で，普通教室で利用できるパソコン画
面提示機器を保有するようになったことが（60
ページ）大きく関わっていると思われる。

◆メディアの整備と学校放送利用率

小学校の学校放送利用率は，2002年度以
降減少が続いた（図4）。学校にパソコンの整
備が進むなど，テレビ以外のメディア利用が可
能となり，放送の利用が相対的に減少したた
めだと考えられるが 5），2006年度以降はほぼ同
水準で推移している。今回の調査では，学校
のデジタル化の進行によって，学校放送利用に
ふさわしいメディア環境が整備された学校が増
加したといえるが，それは，前項でみたように，
学校放送利用校における利用の組み替えを進
行させたが，新たな利用校の拡大にまでは至ら
ず，利用率の上昇に結びつかなかった。その一
因として考えられるのが，機器はすでに配備さ
れているものの，それらが有効に活用されてい
ない学校の存在である。学校放送非利用校の

自由回答の記述には，整備された
機器を使いこなすだけのスキルを
十分に持ち合わせていない様子が
散見された。

学校放送非利用校のメディア環
境に着目すると，そのうちおよそ7
割の学校が，普通教室において地
上デジタル放送を視聴可能あるい
はインターネット接続パソコンを利
用可能で 6），学校放送サービスを
利用できる環境にあった。すなわ
ち，学校放送利用校のすそ野を広
げるには，学校放送利用のノウハ
ウとともに，機器利用のノウハウを
伝えることが必要といえよう。

図３　学校放送利用率の内訳の変化＜小学校＞
（100%= 全学校）

注1：「両方の利用」：授業でテレビ学校放送番組とNHKデジタル教材の両方を利用している学校
注2：2004年度は，「NHKデジタル教材のみ利用」校は存在しなかった。
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◆個別番組：利用が伸びた番組と減少した番組

学校放送利用の状況を番組別にみると，番
組の利用率が高かったのは，すべての理科番
組（4番組）と『ざわざわ森のがんこちゃん』『見

える歴史』である（表8）。このうち，『理科5年 

ふしぎワールド』は，利用率が最も高く，次い
で利用率が高い『理科6年 ふしぎ情報局』とと

もに，2008年度に比べて利用率が有意に増加
した。

一方，利用率が有意に減少した番組は，高
学年向けの総合的な学習の時間・国語番組『伝

える極意』である。学習指導要領の改定によっ
て，総合的な学習の時間の比重が小さくなり，
その授業時間数が減少した学校が少なくない
ことも影響していると考えられる。

◆個別番組における

　　　　　NHK デジタル教材の利用の伸び

個別番組の利用の内訳をみると，理科4 番
組すべてと高学年向け社会科2 番組（『見え

る歴史』『日本とことん見聞録』）において，
NHKデジタル教材の利用（授業において，NHK

デジタル教材を単独で利用，および NHKデジタル

教材とテレビ学校放送番組の両方を利用している学
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図 4　小学校におけるメディアの普及と学校放送利用率の推移

注1： 調査初期の10年間は，校種ごとに調査が実施されており，1961年度にはじめて幼稚園から高等学校まですべての校種について，ラジオとテレビの利用に関する調査が同時期に実施された。
注2： 1967年度以降の調査はすべて9〜11月に実施。1962〜66年度は，6月に全校対象のサンプリング調査で放送利用校を抽出したうえで，9〜10月に利用校対象に番組利用状況や意向を

調査した。
注3： 1973年度以降の調査では，放送中のNHK学校放送全番組のリストを提示して，それぞれの利用の有無を質問し，1番組でも利用しているクラスがある学校を「NHK学校放送利用

校」と定義し，全学校に対する比率を「NHK学校放送利用率」として算出している。
注4：「NHKデジタル教材利用率」は，授業でNHKデジタル教材を利用している学校の全学校に対する比率である。
注5： 「地上デジタル放送視聴可能校の比率」は，何らかの受像機で地上デジタル放送を視聴できる学校の割合である。ただし，2006年度と2008年度は，地上デジタル放送を受信できるテ

レビの有無を質問した。

自由回答から（小学校・学校放送非利用校）

「今年度新たに導入されたメディア機器があるが，既存の
ものを含めても十分に活用できていない。」	 （福岡県）

「授業に映像・音声があれば子どもは集中しやすいが，機
器の準備に時間がかかり，利用がなかなか実現できない。」	
	 （北海道）

「デジタルチューナーが配備され，これまで校舎の立地の
関係で映らなかった教育テレビの番組を，やっと授業で利
用できる環境になった。」	 （和歌山県）

「地デジ化への移行期間であり，本年度中に機器が配備さ
れる予定なので，NHKデジタル教材の活用に生かしたい。」	
	 （香川県）

（100%= 全学校）
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校を含む）が 2008 年度に比べて有意に増加し，
その値はいずれもほぼ倍増する結果となっ
た。NHKデジタル教材を単独で利用してい
る学校が倍増していることが大きい（図5）7）。
特に，番組利用率が有意に増加した『理科 5

年 ふしぎワールド』と『理科 6 年 ふしぎ情報

局』は，NHKデジタル教材を利用している学
校の割合が利用率の半数を超えており，デジ
タル教材の利用が番組利用率の上昇に結びつ
いたといえる。

NHKデジタル教材の利用内容をみると，多
いのは「動画クリップを利用する」（32.1％），「番
組を視聴する」（29.8％）といった動画映像の利
用で，2006年度以降，毎回その割合が伸びて
いる（図6）8）。そもそも学校放送には，教室
での再現が難しい実験や自然現象，あるいは
教科書や資料集からだけでは体感できにくい
国内外の地理的，歴史的事象について，テレ
ビの映像が利用されてきたという経緯がある。
理科や社会科でNHKデジタル教材の利用が
大きく伸びた背景には，そのような映像利用の
ニーズが高い教科であることも反映されている
といえるだろう。

表 8　個別番組の利用率＜小学校＞
（100%= 全学校）　（%）

番組利用率 注 1
NHKデジタル
教材利用率 注 1

低
学
年

　こどもにんぎょう劇場（1年） 14.0 （16.0） 0.6 （0.5）

22  できた できた できた（1年） 7.4 0.7

　ざわざわ森のがんこちゃん（1・2年） 37.6 （36.1） 2.3 （1.3）

　おはなしのくに（1〜3年） 16.0 （13.5） 1.5 （0.5）

中
学
年

21  見えるぞ！ニッポン（3･4年） 11.0 （13.1） 2.9 （2.7）

　理科3年 ふしぎだいすき（3年） 38.2 （34.8） △17.6 （8.4）

　理科4年 ふしぎ大調査（4年） 36.5 （32.9） △18.3 （9.7）

21  時々迷 （々3･4年） 12.4 （22.4） 0.7 （0.6）

高
学
年

　わかる国語 読み書きのツボ 5･6年 （5･6年） 4.0 （4.7） 1.4 （0.8）

　日本とことん見聞録（5年） 18.9 （16.0） △ 8.0 （4.5）

　見える歴史（6年） 30.4 （26.3） △13.8 （6.3）

　理科5年 ふしぎワールド（5年） △42.1 （35.3）△24.1 （13.5）

　理科6年 ふしぎ情報局（6年） △39.5 （32.9）△22.1 （11.5）

　道徳ドキュメント（5・6年） 13.8 （17.3） 1.9 （1.3）

　伝える極意（5・6年） ▼2.7 （8.7） 0.8 （1.1）

21  えいごルーキー GABBY（5・6年） 2.3 （6.6） 0.7 （1.1）

　えいごでしゃべらないとJr. （5・6年） 3.4 （2.9） 0.7 （0.3）

3
〜
6
年

21  ひょうたんからコトバ（3〜6年） 4.3 1.5

21  カラフル！（3〜6年） 5.1 （7.1） 1.2 （0.5）

　マテマティカ2（4〜6年） 2.5 （3.5） 0.8 （0.2）

　ど〜する?地球のあした（4〜6年） 5.5 （6.8） 1.8 （1.0）

22  大科学実験 1.7 0.7

養
護
・
支
援

22  ストレッチマン・ハイパー 3.3 （3.5） 0.2 （0.3）

21  コミ☆トレ 2.8 （6.8） 0.5 （0.3）

注1：「番組利用率」は，該当番組について，テレビ学校放送番組あるいはNHKデ
ジタル教材のいずれかを授業で利用している学校の割合である。

「NHKデジタル教材利用率」は，該当番組について，授業でNHKデジタル教
材を利用している学校の割合である。

注2：22は2010年度の新番組，21は2009年度の新番組である。
注3：（ ）内は，2008年度の数値である。

ただし，「見えるぞ!ニッポン」は「しらべてゴー !」の，「時々迷々」は「さわや
か3組」の，「ストレッチマン・ハイパー」は「ストレッチマン2」の，「コミ☆トレ」
は「みてハッスル　きいてハッスル」の後継番組である。
また，同系統の番組として，「えいごルーキー GABBY」の2008年度の数値欄
には「スーパーえいごリアン」の，「カラフル！」は「みんな生きている」の数値
を参考として記した。

注4：△▼マークの数値は，信頼率95%で2008年度に比べて有意差がある。

図５　NHK デジタル教材の利用の多い番組　
理科・社会科　＜小学校＞
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える歴史」は，2006年度以前は「にんげん日本史」であった。
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受け止められているのだろうか。
たとえば，授業でインターネットを利用できる

学校は多くなったものの，その状況には格差が
あり，インターネット環境に問題がある学校で
は，放送番組が利用されている。

・ パソコン教室で動画視聴もできるが，多数で利用す
るとスムーズに動かない。授業で利用できるように
週に 2 回は同じ番組を放送してほしい。（鹿児島県）

・ 普通教室にインターネットが接続されていないので
NHK デジタル教材は使えない。デジタルテレビは
配備されているので，放送を使いたい。（埼玉県）

このようなハード面の問題はいずれは解消さ
れることも考えられ，インターネットの代替とし
ての，いわば消極的な放送利用ととらえること
ができる。しかし，授業で利用する効果的な
映像教材という観点から，積極的に放送番組
の利用を考えている学校も存在した。

・ NHK デジタル教材は，コンテンツ化やコンセプト
的な要素が強い。15 分のテレビ番組の方が，子
どもの感性に訴える力がある。 （大阪府）

・ 過去には授業で視聴しやすい番組が多かった。
最近は，興味深い内容を扱ってはいるものの，番
組として見ごたえのあるものが少なくなっていて，
放送の利用が減っている。　　　　　  （新潟県）

放送番組と，NHKデジタル教材にある短いク
リップ映像とを比較した場合，映像教材としての
力はともに備わっていると思われる。しかし，上
記の回答からうかがえるのは，一定の長さの時間

（学校放送番組の場合は10分間あるいは15分間）のも
とに構成されるストーリーの中で映像が展開する
放送番組には，映像による理解だけでなく，児
童の感性をゆさぶるような訴求力が求められてい
ることである。NHKデジタル教材が番組視聴に
利用されることが多いことからも（図6），コンテ
ンツとしての番組そのものに対するニーズは相変

◆学校がテレビ学校放送番組の利用に求めるもの

ここまでみてきたように，小学校の学校放送
利用は，NHKデジタル教材の利用が増加する
一方で，テレビ学校放送番組を利用している学
校は減少している（図3，63ページ）。学校の
地上デジタル放送視聴環境の整備が進み，授
業における放送利用の可能性が広がることも予
想される中で，放送番組の利用は，どのように

図 6　NHK デジタル教材の利用内容　< 小学校 >
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ワークシートを利用する

児童が，学校放送番組の
ホームページ上で調べ学習する

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

「ＮＨＫデジタル教材ブログ」
※
で

学校放送番組やデジタル教材の
情報を得る

NHKの学校教育向けサービスに
ついて情報を得る

教育界の最新動向について
情報を得る

32.1
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13.9

29.8
20.3

13.3
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9.7

7.4

10.6
11.0

6.4

5.1
8.5
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1.7
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1.7

0.8
1.3
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2010 年度（n=884）
2008 年度（n=620）
2006 年度（n=638）

※このブログは2009年に開始した。

（100%= 全学校）　（％）

自由回答から（小学校）
「NHKデジタル教材は，高学年でよく利用している。活用
例や実践例，その効果などわかりやすく示してもらえると，
もっと活用が広がるのではないか。」	 （三重県）

「理科や社会では実体験できないものが映像で見られるの
で，いつも活用している。研修でNHKの制作者から，活
用方法をわかりやすく聴けたのもよかった。」	 （埼玉県）

「高画質のデジタル教材を少しでも増やしてほしい。有料
の教材は高額だし，NHK 以外にも無料の教材があるが，
画質が悪く拡大して見せることができない。」	 （島根県）
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わらず強いといえよう。
1953年に白黒テレビから始まった，テレビに

よる学校放送の利用は，カラーテレビの時代
を経て，デジタル放送の利用という新たな段階
を迎えた。すでに，デジタル放送の教育活用
に関する研究も着手されている9）。学校に地上
デジタル放送視聴環境の整備が進んでいる今
こそ，デジタル時代の放送利用を促すような，
キラーコンテンツとしての学校放送番組の開発
と提供が求められている。

（3）中学校・高等学校
◆学校放送利用率：ほぼ同水準で推移

2010年度の中学校・高等学校の学校放送
利用率は，中学校は21.4％（2008年度24.4％），
高等学校は24.5％（同30.4％）であった。2008
年度に比べて，中学校は変化がみられなかっ
たが，高等学校は有意に減少した。ただ，
2000年以降の結果をみると，高等学校の利
用率は20％から30％前後の間で推移しており，
今回の結果も，多少の変動はあるものの，ほ
ぼ同水準の枠内での推移と考えられる。

学校放送利用の総枠としては大きな変化が
ない中で今後の利用のニーズがみられたのは，
2010年度からインターネット上で提供を始めた

『NHK高校講座』の「ベーシック10」シリーズ
である（利用は無料，http://www.nhk.or.jp/
kokokoza/basic/）。これは，高校生が小・中
学校の学習内容から基礎を学び直す教材で（教

科は英語，国語，数学），ステップごとにクリップ
映像とドリル問題で学習できる。

このサービスを「知っている」高等学校の割合
は21.1％，「利用した教師がいる」高等学校の割
合は1.5％であったが，自由回答には，このよう
な学び直しの教材を求める記述が散見された。

自由回答から（高等学校）
「小・中学校課程の復習が必要な生徒が多くおり，役立て
ることができるかもしれない。授業以外の自学で生徒が活
用するのもひとつの方法である。」	 （秋田県）

「基礎の確認に利用できる。知識を得る機会，手段が増え
ることが良く，適切に利用できれば授業の幅が広がる。」	 	
	 （静岡県）

「基礎学力の不足した生徒が多く入学する現実があり，そ
の対策を各教科（特に英・数）で検討している。このよう
な教材の開発には力を入れて欲しい。」	 （高知県）

「生徒に身近なインターネットを通じて基礎を復習できる
のは，高校での学習において必要価値が高い。教員も小・
中学校との学習の関連性を確認できて良い。」	（鹿児島県）

表 9　個別番組の利用率＜中学校・高等学校＞
（100%= 全学校）（％）

番組名
中学校 高等学校

番組
利用率

NHKデジタル
教材利用率

番組
利用率

NHKデジタル
教材利用率

10min.
ボックス

　理科1 6.3 4.3 3.8 1.7
　理科 2 6.1 4.1 2.8 1.1
　理科 3 6.3 4.1 1.9 0.9
　古文・漢文 1.1 1.8 1.3 0.6
　現代文 0.4 0.9 0.6 0.4
21  日本史 3.0 2.8 3.2 1.1
　生活指導 1.8 1.1 0.6 0.6
　職業ガイダンス 2.8 2.2 1.9 0.6
　情報・メディア 3.5 2.2 3.2 2.3

22  大科学実験 3.9 1.1 1.3 0.4
ミクロワールド 3.3 1.5 1.5 ─
あしたをつかめ〜平成若者仕事図鑑〜 7.2 1.8 5.6 1.5
注1：「番組利用率」は，該当番組について，テレビ学校放送番組あるいはNHKデ

ジタル教材のいずれかを授業で利用している学校の割合である。「NHKデジ
タル教材利用率」は，該当番組について，授業でNHKデジタル教材を利用し
ている学校の割合である。

注2：21，22はそれぞれ2009年度，2010年度の新番組である。

表10　高等学校向けテレビ番組（テレビNHK高校講座）の利用
（100%= 全学校）（％）

番組名 番組利用率 NHKデジタル教材利用率
英語Ⅰ ― 0.4
数学基礎 0.6 0.8
数学Ⅰ 0.6 0.4
世界史 2.3 0.8
日本史 2.8 1.1
地理 1.9 0.8
理科総合A・B 2.8 1.3
地学 2.1 1.1
生物 5.6 1.9
物理 2.3 0.8
化学 3.6 0.9
家庭総合 0.8 0.6
情報Ａ 2.3 1.1
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 3. 多彩な学校向け教育サービスの利用

（1）児童・生徒向けの教育イベントの利用
NHKが提供を行っている教育サービスは，

学校放送番組やNHKデジタル教材だけにと
どまらず，児童・生徒が参加や体験をする教
育イベントまで多岐に及ぶ。これらは，授業だ
けでは養うことができない，児童・生徒の人間
的成長を促すための幅広い教育の一環として
利用されている（表12）。2010年度からは，こ
のような教育イベントに関する情報についても，
ポータルサイトのNHK for School（62ページ）
から取り出すことができるようになった。

NHKの教育イベントの中で利用が多い
のは，2008年度に引き続き， 高等 学 校で
は「NHK杯全国放送コンテスト」（23.2％），
中学校は「NHK全国学校音楽コンクール」

（10.9％），小学校は「最寄りのNHKの放送局
の見学・訪問」（6.9％）であった。

NHKの放送コンテストは，中学校と高等学

表 12　児童・生徒向け教育イベントの利用

（100%= 全学校）（％）
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 4.1 10.9 9.2

NHK 全国俳句・短歌大会への参加 0.9

NHK 杯全国放送コンテストへの参加 5.4 23.2

「キミが主役だ！NHK 放送体験クラブ」への参加 3.2

社会科副教材用冊子
「NHK Jr.Book（ジュニアブック）」の入手 1.5

ビデオ「みんなの放送局
〜ニュース番組ができるまで」の借り出し 2.0

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 0.6 0.2 0.9

東京のNHK 放送センターの「スタジオパーク」見学 3.1 2.8 2.4

最寄りのNHKの放送局の見学・訪問 6.9 1.1 1.5

上記以外のＮＨＫの施設の見学・訪問 0.7 0.2 0.2

「NHKこども音楽クラブ〜 N 響が○○小学校 /
中学校にやってきた〜」の実施 ─ 0.2

「ＮＨＫ朗読ひろば in ○○小学校〜アナウンサーが
広げることばの世界〜」の実施 ─

高等学校の学習を進める前提として，小・中学
校で習得しておくべき基礎力を向上させることが
重要な課題となっていることがうかがえる。

◆一般番組の利用

中学校・高等学校の番組利用の特徴は，小
学校に比べて，学校放送番組以外の「一般番
組」の利用が多いことである（小学校15.2％，
中学校42.5％，高等学校44.3％）。よく利用
されている番組は，中学校・高等学校とも
に，『NHKスペシャル』の各シリーズ，『プロジェ

クトＸ』『その時歴史が動いた』などである（表

11）。高等学校では，『クローズアップ現代』の
利用もみられ，授業で時事問題を取り上げて
いる学校も少なくないことがうかがえる。これ
らは，過去の調査でも利用が多かった番組で
あり，すでに放送が終了した番組も含まれてい
るが，授業利用におけるスタンダードとして定
着しているといえる。

表 11　よく利用されている一般番組
（100%= 全学校）（％）

小学校 中学校 高等学校

Ｎ
Ｈ
Ｋ
一
般
番
組

ＮＨＫスペシャル シリーズ“地球大進化〜 46 億年・人類への旅” 1.0 5.2 14.3

ＮＨＫスペシャル シリーズ“驚異の小宇宙 人体” 3.1 14.4 17.7

ＮＨＫスペシャル シリーズ“映像の世紀” ─ 4.6 10.2

その他のＮＨＫスペシャルやＮＨＫ特集 1.8 13.3 16.6

プロジェクトＸ 4.4 24.0 21.8

プロフェッショナル 仕事の流儀 1.0 9.6 9.4

その時歴史が動いた 3.7 10.2 14.3

歴史秘話ヒストリア 1.6 2.2 5.1

クローズアップ現代 4.8 10.5

追跡！ Ａ ｔｏ Ｚ 1.5 1.5

サイエンスＺＥＲＯ 3.1 6.2

トップランナー 3.1 2.3

ＥＴＶ特集 2.8 6.6

民
放
番
組

そうだったのか！  池上彰の学べるニュース 1.6 2.8 2.3

世界一受けたい授業 1.2 3.0 2.4

世界遺産 0.9 3.0 6.4

世界・ふしぎ発見！ 1.8 3.8
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校が日ごろの校内放送の活動の成果を競うも
ので，1954年に始まった。全国学校音楽コン
クールは，1932年に開始された合唱のコンクー
ルで，小学校，中学校，高等学校の部門に分
かれている。コンクールの模様や参加校の歌
声は，放送だけでなく，2008年度よりインター
ネットでも配信されるようになった。放送コンテ
スト，学校音楽コンクールともに，毎年2,000
校を超える学校が参加している。

（2）学校向けの新しいサービス：
NHKティーチャーズ・ライブラリーと
NHKクリエイティブ・ライブラリー

NHKでは，NHKアーカイブスに保存され
た番組および番組の素材映像や音声を広く学
校教育の場に提供するためのサービスとして，
2009年度より「NHKティーチャーズ・ライブ

ラリー」と「NHKクリエイティブ・ライブラリー」

を開始した。
「NHKティーチャーズ・ライブラリー」（http://

www.nhk.or.jp/archives/teachers-l/）は，学
校放送番組や「NHKスペシャル」など，NHK
の番組の高画質DVDを無料で貸し出すもので
ある（送料のみ利用者負担）。「環境」「平和」「生
き方」「情報」の4つのジャンルから番組を選ぶ
ことができる。「NHKクリエイティブ・ライブ
ラリー」（http://www.nhk.or.jp/creative/）は，

「生きもの」「日本や世界の風景」「地球・環境」
などの分野でNHKが権利を有する映像ととも
に，音楽・効果音などおよそ3,500本の素材
を無料で提供している。ダウンロードした素材
は，編集したり，その他の映像や写真などと
組み合わせたりして，自分の作品を作ることが
できる。

この2つのサービスに関する認知や利用し

た教師の有無，今後の利用意向についてたず
ねた結果が表13である。いずれのサービスも
学校への普及活動を進めている段階で，認知，
利用ともにごく限られた学校にとどまっている。
今後，サービスの定着が進みNHKの番組や
映像を活用する選択肢が増えることによって，
授業に映像を取り入れる機会が広がるひとつの
きっかけになることを期待したい。

（3）NHK 教育サービス利用の全体像
ここまで，小学校，中学校，高等学校に向

けて，NHKが提供する学校放送番組やデジタ
ル教材，一般番組，教育イベントなどの利用に
ついてみてきた。そこで，次の3点に整理して，
NHKの教育サービス利用の全体像をとらえて
みる。

ⅰ　NHKの放送番組とNHK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，およびNHKの一般向け番組（『NHKスペシャ
ル』など）

ⅱ　NHK番組の市販ビデオ・DVD
学校放送番組，一般番組など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・生徒あるいは教師向けに行っている
教育イベントやサービス

NHKが提供する，上記ⅰ〜ⅲのいずれかの
教育サービスを利用している学校は，小学校
では88.8％（2008年度88.4％），中学校は64.5％

表 13　NHK ティーチャーズ・ライブラリーと
  NHKクリエイティブ・ライブラリーの認知・利用・利用意向

（100%= 全学校）（％）
NHK

ティーチャーズ・ライブラリー
NHK

クリエイティブ・ライブラリー

小学校 中学校 高等学校 小学校 中学校 高等学校

知っている
教師がいる 13.3 11.8 12.8 12.1 13.1 13.7

利用した
教師がいる 2.0 1.3 1.3 1.4 2.0 1.5

利用してみたい 52.5 53.2 47.3 55.2 55.6 50.1
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（同66.7％），高等学校は69.9％（同73.2％）が該
当し，その割合はどの校種も2008年度から変
化はみられない。図7は，この3つの教育サー
ビスの利用の重なりを示したものである。これ
まで，利用の比重が大きいものは放送番組・デ
ジタル教材で，その重なり具合から，市販ビデ
オ・DVD，教育イベントを利用している学校の
多くが放送番組・デジタル教材も利用している
という特徴がみられたが，その特徴も継続して
いた。NHKの教育サービスの利用は放送番組・
デジタル教材が基本で，そこからそれ以外の
サービスへと利用が広がっているといえる。

 4. NHK 幼児向け番組利用の変化と特徴

（1）NHK 幼児向け番組の特徴
NHKテレビ学校放送の開始（1953年）から3

年後の1956年，「幼稚園・保育所向け」の2番
組『人形劇』と『みんないっしょに』で，幼児を
明確な対象とするテレビ教育番組の定時放送が
始まった。以来55年，時代の要請に応じた多様

な番組が開発され，家庭で，そして幼稚園や保
育所で，多くの幼児たちに視聴されてきた10）。

2000年代に登場した新番組には，考え方を
育てる番組『ピタゴラスイッチ』や，気持ちを上
手に伝え理解し合い，友だちとのコミュニケー
ション・人間関係を築くことの大切さ・楽しさを
伝える『わたしのきもち』，体を動かす楽しさを
伝える『からだであそぼ』などがある。2009年
4月施行の幼稚園教育要領で特に強調されてい
る「人間関係」「思考力」「運動の充実」の内容
を先取りした番組である。そして，2009年度に
は，4，5歳児の発達をバランスよく後押しする

『みいつけた！』の放送が始まった。友だちと遊
ぶ楽しさ，命の不思議，相手を思いやる気持ち
等，子どもたちが毎日さまざまな「発見」を通し
て楽しむ番組として放送されている。
『おかあさんといっしょ』のような放送50年を

超える長寿番組が存在する一方で，新しい概
念やアプローチの新番組も登場するというバラ
ンスの中で，日本の幼児向け教育番組は発展
を続けている。

図 7　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

88.8％

高等学校
NHK教育サービス利用校

69.9％

中学校
NHK教育サービス利用校

64.5％

NHKの放送番組
NHKデジタル教材利用

85.2％

19.2％ 35.1％

NHKの
教育イベント利用

50.8％

（n=884） （n=541） （n=531）

22.6％33.3％

52.2％

36.8％ 29.0％

NHK番組を素材とする
市販ビデオ・DVD教材利用

（100%= 全学校）
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（2）幼稚園における
　　　　　  NHK 幼児向け番組の利用

幼稚園で利用されている番組には，幼稚園
教育要領・保育所保育指針に基づいて制作さ
れ，「幼稚園・保育所向け番組」として放送さ
れている番組と，本来は家庭視聴向けだが，
幼稚園・保育所での利用も想定して放送されて
いる番組（『おかあさんといっしょ』『いない い

ない ばあっ！』）がある。この調査では，両者
を合わせて，「NHK幼児向け番組」と定義して
きた（2010年度の該当番組は表14のとおり）。
いずれかの番組を2010年度に利用している幼
稚園の比率は，24.9％であった（表7，62ペー
ジ）。2008年度の結果（26.1％）とほぼ同程度
であるが，長期スパンでは，1990年代以降の
漸減傾向が続いている。

番組別の利用をみると，『つくってあそぼ』『こ

どもにんぎょう劇場』『ピタゴラスイッチ』『しぜ

んとあそぼ』が10％を超える利用率で，その値

も2年前とほぼ同様である。
2010年度調査では，番組に対する意見も調

べたが，第一に，「幼児の興味・関心を引き出
しやすい」という評価が，幼稚園でのさまざま
な番組の利用に結び付く要因になっているこ
とがわかる（図8）。「幼稚園の保育活動で取り
上げたい内容が多い」という項目の評価が高い

『つくってあそぼ』『しぜんとあそぼ』は，いずれ
も1990年に始まった番組で，番組タイトルにも
なっている，「あそび」という幼児にとって重要
な活動促進に役立つ番組として，幼稚園に認
識されていることがわかる。

幼稚園や保育所でのテレビ利用が活発で
あった1980年代ぐらいまでの時期には，「自然」
の番組は保育での活用のしかたが難しいという
理由で他の番組より利用が少なく，調査におい
ても，番組利用に関する自由回答が少ない傾向
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③幼児期の教育にとって重要なテーマの番組だと思う
④幼稚園の保育活動で取り上げたい内容が多い
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図８　　NHK 幼児向け番組に対する幼稚園の意見

表 14　番組別にみた NHK 幼児向け番組の利用
（100%= 全園）（％）

　こどもにんぎょう劇場 13.2 （14.1）

　つくってあそぼ 15.4 （15.2）

　ピタゴラスイッチ 13.0 （12.5）

　しぜんとあそぼ 12.5 （10.7）

　いない　いない　ばあっ！  4.8  （4.7）

　おかあさんといっしょ 10.0  （10.0）

　みいつけた！  4.6
注1：（ ）内は，2008年度の数値である。
注2：「みいつけた！」は2009年度新番組である。
注3：ラジオ番組は「お話でてこい」が，年長向け，年中向け，年少向けにそれぞれ

放送されていたが，2010年時点でいずれかの番組を利用している幼稚園は，
3.0％であった。

・ 上記の表に示したのは「NHK学校放送（幼児向け放送）利用率」算出の
対象番組だが，それ以外にも幼稚園では次のような番組が利用されている。
 「にほんごであそぼ」 4.2％
 「アニメ・おじゃる丸」 3.7％
 「えいごであそぼ」 3.5％
 「みんなのうた」 3.5％

・ 表14以外の番組も含めて何らかのNHKのテレビ番組を利用している幼稚
園の比率は26.7％（2008年度30.8％）であった。なお，2010年度に表14
以外のNHK番組のみを利用している幼稚園は2.1％であった。

注：表14の7番組すべてについて質問を行ったが，該当番組利用園の母数
が90以上の番組の結果のみ示している。

（100％＝該当番組利用園）
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にあった。しかし，現在では，生き物や命に
対する関心を高めるための導入として注目され
ている様子がうかがえる。

（3）NHK 番組に関連した教材の利用
2000年代に入る頃には幼稚園のVTR普及

率は90％を超え，ビデオ教材保有率も80％
台となり，以降幼稚園でのビデオ教材利用は，
60％台で推移してきた。『まんが日本昔ばなし』

『アンパンマン』やディズニーの各種ストーリー
等の利用が多いが，『おかあさんといっしょ』

『こどもにんぎょう劇場』『つくってあそぼ』等の
NHK番組関連ビデオ・DVDも3割の幼稚園
が保有しており，2010年度に利用していた幼
稚園は14.7％であった。

　
幼稚園のメディア利用で見逃すことができ

ないのがCD教材である。全国の幼稚園の
94.7％がCDプレーヤーを所有していることは
すでに紹介したが（61ページ），CD教材を「ほ

ぼ毎日利用している」幼稚園が33.7％に上るこ
とも明らかになった。同様の数値は，「テレビ
番組（録画番組も含む）」で5.4％，「市販ビデオ・
DVD教材」では8.7％であり，CD教材は，オー
ディオビジュアル系メディアの中で最も利用頻
度が高い11）。　

そうした状況の中，2010年度調査では，幼
稚園の60.1％が何らかのCD教材を利用してお
り，NHK番組関連のCD教材の利用は23.1％
で，いずれも2008年度より増加していること
がわかった。利用が多いのは『おかあさんと
いっしょ』（15.0％）と『みんなのうた』（10.7％）
のCD教材である。

　
（4）テレビ，ビデオ教材，CD 教材の
　　　　　　　　　　　　　利用概況

ここまで，テレビ番組，ビデオ・DVD教
材，CD教材それぞれの利用についてみてきた
が，この3タイプのNHKオーディオビジュアル

サービスの利用の重なりを示した結果が図9で
ある。全国の幼稚園の45.7％が，いずれかの
メディアを通してNHKの教育サービスを利用
していることがわかる。3つの中で最もウエイ
トが大きいのはテレビ番組（26.7％）だが，CD
教材の利用（23.1％）もこれに迫っている。「放

自由回答から（幼稚園）
「『しぜんとあそぼ』の視聴では，動物の出産場面等で感動
の声や拍手がみられ，思いやりや優しさなど情緒面での変
化，効果があった。」	 （群馬県）

「『しぜんとあそぼ』の視聴で，命の誕生に出会うと必ず拍
手が起きる。」	 （岡山県）

「『しぜんとあそぼ』のダンゴムシの回は毎年のように視聴
させている。「すご～い」「かわいい」など，テレビで大写
しにされる虫の映像に，感動の声がたくさん出て，興味・
関心も高まっているので，今後も録画等で効果的に利用し
たい。」	 （香川県）

「ダンゴムシ，ザリガニなど子どもたちが親しむ小動物や
飼育できそうな動物を，5分単位で利用した。『しぜんと
あそぼ』『つくってあそぼ』は，教師自身の勉強として利
用することが多い。」　　　　　　　　　　　　　（愛知県）

「園で小動物を育てる時，番組を視聴して，飼育のしかた
を子どもたちに知らせた。」	 （奈良県）

保有率 2010 年度利用率

ビデオ・DVD 教材 85.5％ 64.3％

   ・NHK 番組関連の教材 31.2％ 14.7％

   ・それ以外の教材 82.6％ 57.5％

図 9　NHK 番組関連メディア利用の全体概況＜幼稚園＞

NHKテレビ
番組利用

26.7％

14.7％

23.1％

NHK番組を
素材とする

市販ビデオ・DVD
教材利用

NHK番組を素材とする
CD教材利用

ＮＨＫオーディオビジュアルサービス利用園
45.7％

（100%= 全園）
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送による利用はないが，ビデオ・DVD教材な
いしはCD教材ではNHK番組の利用がある」
幼稚園が19.0％（2008年度13.4％）存在している
点も注目される。　

なお，グラフに示した以外に，出版物（番組

関連の絵本やテキスト，楽譜）の利用（22.9％），イ
ベント（幼児の放送局訪問や，番組取材への対応）

への参加（2.8％）まで含めてNHKとの関わり
がある幼稚園は6割（59.6％）に上ることも明ら
かになった。

 5.さまざまなデジタルメディアの
　　　　　教育利用とその可能性

 

（1）ゲーム機や携帯電話などの利用
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，放送利用に使用する機器
やデジタル機器の普及および利用状況を調べ
てきたが，デジタル化の進行に伴って，多様
な機器が登場している。そこで，小学校，中
学校，高等学校において，表15のような機器
がどれくらいの学校で授業に取り入れられてい
るのかを調べた。研究校レベルでは，携帯型
ゲーム機を授業に取り入れている学校もあるこ
とをふまえて，ゲーム機も加えた。

結果は，これらを授業で利用している学校
はごく一部に限られていたが，利用のしかたに
ついては次のような記述がみられた。

・ スマートフォンを利用し，児童の活動の様子（体
育や国語の音読など）を撮影して，すぐにその
様子を見せた。児童は自分の姿を見て，自己評
価を行うことができた。 （小学校・福島県）

・ 携帯型ゲームの PSP を，動画や静止画，自作
のフラッシュ教材等の提示（教科，生活科）に
使用している。 （小学校・東京都）

・ 英語のモジュール学習でニンテンドー DS を利用
し，英単語を習得させている。（中学校・京都府）

・ 理科（地学）の授業で，iPhone からプロジェクター
に標本を写して見せている。 （高等学校・和歌山県）

このほか，既存のCD再生機から利用が置
き換わった事例として，繰り返しや頭出しに便
利な携帯型プレーヤーのiPodが，音楽の再生
や英語の聴き取りに活用されていた。

しかし，ここで取り上げた機器の導入につい
ての距離感は，校種を問わず，学校によってさ
まざまであった。そもそも遊具であるゲーム機
や，校内への持ち込みや使用を禁止している
携帯電話は，授業に取り入れること自体イメー

自由回答から
《利用に肯定的》
「児童の学習理解を深め，わかりやすくするツールとしては，
当然取り入れるべき。今までの CDプレーヤーや，DVDプ
レーヤーなどと同じで，授業に必要なら使用する。」	 	
	 （小学校・東京都）
《利用に消極的》
「情報モラル等の教育が不充分なまま，これら新しいメディ
アを授業に取り入れることには不安がある。」	 	
	 （中学校・新潟県）

《どちらでもない》
「本当に教育実践に必要で大切なのか，教員の間でもよく
検討し，その効果を確認する必要がある。」	 	
	 （小学校・岐阜県）

「教科によってはこのようなメディアを取り入れた方が有
効なものもあるのかもしれないが，まだその効果が十分に
検証されていない。」	 （高等学校・茨城県）

表 15　さまざまなメディア機器の利用
（100%= 全学校）（％）
小学校 中学校 高等学校

1 テレビゲーム
（Ｗｉｉやプレイステーションなどの据え置き型ゲーム機） 0.2 ― ―

2 携帯型ゲーム
（ニンテンドーＤＳやＰＳＰなど） 0.7 1.1 0.2

3 携帯電話
（スマートフォンを含む） 1.0 1.1 2.8

4 携帯型プレーヤー
（ｉＰｏｄなど映像･音声を再生する機器） 4.0 3.9 4.1

5 その他 0.6 ― 0.8

1 〜 5 のいずれかのメディアの利用校 5.4 5.5 6.6
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ジできず，戸惑いや抵抗があるようだ。一方で，
利用したことによる教育効果や児童・生徒の学
習効果が検証された上で判断したいとの声も少
なくなかった。総じて，動画や音声の提示のよ
うに教師主導の利用が多かったのは，機器を
人数分揃えることの物理的な困難さとともに，
児童・生徒がこれらの機器を主体的に操作して
学ぶ授業の形が確立されていないことも関係し
ていよう12）。

（2）電子黒板の利用
パソコン画面の映像（静止画，動画）を大画面

に提示できる電子黒板には，映像に直接書き
込みができるのでその映像のどこに注目すれば
いいのか明確に伝えられる，提示した映像とそ
の書き込みをあわせて保存できるので前回の授
業の復習に役立つ，などの機能があり，学校
教育における活用が期待されている。普通教室
で利用できる電子黒板の保有状況は，表5（61
ページ）に示したように，小学校では6割の学
校で普及が進んでいる。また，保有校を対象
にその利用内容をたずねたところ，多かったの
は，映像コンテンツを提示したり，教科書や児
童・生徒のノートに書き込んで説明するといった
教師による提示のための利用であった（表16）。

電子黒板は，児童・生徒の理解を深める有
効なツールとして，今後，利用される機会が増
えることが予想され，授業における活用の研究
が進んでいる13）。また，iPadのようなタブレッ
ト端末（多機能携帯型パソコン）を児童・生徒
に配付し，電子黒板と連動させた授業の構想
も浮上した。従来の，教師による一斉型の授
業を通した学びのかたちが大きく変わる可能性
も示唆されている。

現在の学校現場に求められるのは，まずは

それぞれの学校に導入されたメディアを使いこ
なして授業に活用していくことであろうが，この
ような次の時代を見据えたメディアの利用につ
いても各地の研究校で実践が始まっており，そ
の成果が注目される14）。

（3）幼稚園におけるメディア利用観
パソコン・インターネットといえば，小・中・高

等学校の授業での利用には一定の浸透度がみ
られるが，幼児教育では，かなり様相を異にす
る。機器・設備の普及や保育者自身のパソコン
やインターネット利用は2000年代を通して拡大
し，ホームページを開設している幼稚園も67.7％

（2008年度59.1％）にまで増えたが，保育の中で幼
児に触れさせてパソコンを活用している幼稚園
は，相変わらず10％に満たない（7.2％）。

利用している幼稚園では，パソコンを新しい
保育環境やコミュニケーションの場，あるいは
新しい遊具のひとつと位置づけて，それまでの
保育活動を充実・発展させる形で活用している
例が多い。

表 16　電子黒板の利用内容

（100%= 電子黒板保有校）（％）
小学校

（n＝544）
中学校

（n＝293）
高等学校

（n＝107）

1 教師がインターネット上のコンテンツを提示している 50.0 32.8 32.7 

2 教師が放送番組やビデオ・DVD 教材を提示して
いる 53.1 48.1 34.6 

3
教師が拡大表示した教科書の本文や挿絵，
グラフ，児童・生徒のノートなどに書き込み
ながら説明している

58.6 49.8 45.8 

4 教師が行う実験や実演を拡大して提示している 30.3 25.9 27.1 

5 教師が前回の授業や話し合いの記録を保存し
次回の授業で再現して利用している 7.9 7.5 3.7 

6 児童・生徒がインターネット上のコンテンツを
提示している 10.3 10.2 10.3 

7 児童・生徒が自分の考えや意見を提示し
発表するのに利用している 23.2 20.1 22.4 

8 児童・生徒が制作物や観察記録などを
提示したり，発表するのに利用している 18.2 12.3 14.0 

9 その他 4.6 13.0 12.1 

教師が利用（１〜５のいずれかで利用） 86.2 78.5 74.8 

児童・生徒が利用（６〜８のいずれかで利用） 33.3 29.7 30.8 
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・ 言葉や数の概念に役立っている。集中力が高まり，
興味関心を持てるようになった。 （北海道）

・ 幼児同士で考え合ってゲームをしたり，ごっこ遊
びに必要な物を作ったりしている。 （東京都）

・ 5 歳児のみ週 1 回使っている。台数が人数分なく
グループで時間を決めて使うため，友だちと相談
したり，互いの気持ちを伝えあう姿が多く見られ
るようになってきた。 （大阪府）

・ 子どもが鳥の名前を知りたがった時，図鑑にのっ
ておらず，インターネットで調べ始め，いろいろな
鳥がいることを知り，鳴き声を聞くことができた。 
 （佐賀県）

しかしながら，保育におけるパソコン利用に
関する公式な方針や見解が示されていない中，
一部に懸念される描写を含むテレビゲームのイ
メージや，情報機器に没頭して対人関係が希薄
になる等のマイナスイメージが先行する社会環
境において，保育活動にパソコンを取り入れる
ことには消極的な幼稚園が多い。具体的な内
容は，図10に示したとおりである。

また，パソコンほどではないものの，教育目
的であってもテレビを保育に取り入れることに
対しても，幼稚園は必ずしも積極的とはいえな
いことがわかる（図10）。このことは，幼稚園
でのテレビ利用減少の要因にも表れている。「テ
レビ利用時間の余裕の不足」（37.5％），「放送
と保育の時間の不一致」（37.1％）といった小学
校以上の校種にも共通する要因のほかに，「家庭

で十分テレビを見ているので幼稚園でまで見

せたくない」（45.7％），「教育要領で直接体験が

重視されている」（36.6％）のような幼稚園独自
の要因が大きな位置を占めている（表は省略）。

家庭生活においては，テレビだけでなく，すで
に広く家庭に普及したパソコンにも幼児期から接
する機会が増えており，さらには親の携帯電話
等を通して，テレビ番組や各種動画を見ることも
珍しくない時代になっている。こうしたメディア環
境の変化の中で，幼児教育界が今後どのような
形で新しいメディアを考えていくのか注目される。

図 10　幼稚園のメディア利用観：パソコン，テレビ

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

◆パソコン利用観
（保育活動にパソコンを取り入れることに対する考え方） とてもそう思う

3.6 35.9 36.7 4.319.5

そう思う あまりそう思わない 全くそう思わない 無回答

とてもそう思う そう思う あまりそう思わない 全くそう思わない 無回答
◆テレビ利用観
（保育活動におけるテレビ利用に対する考え方）

1. 子どもに適した内容を選んで利用すれば，保育活動を豊かに
できると思う

1.
 テレビは，幼児の直接体験を誘発する力，直接体験に意味
　づけする力，直接体験では得られない世界を提供する力を
　持っており，幼稚園でのテレビ利用には教育的な意味がある

2.
 幼稚園で他の幼児と一緒に番組を視聴して，感動を共有した
り，自分とは異なる受け止め方をしている友だちがいること
を知ることには，教育的な意味がある

3.
 幼稚園で視聴する番組の内容やテレビの見方は，家庭視聴の
場合とは異なっている。好ましいテレビの見方を育てる意味
でも，園でのテレビ視聴には，重要な意味がある

2. 保育者が使い方を十分学んだうえで利用すれば，保育活動を
豊かにできると思う

3. パソコンを遊具の一つととらえて，他の活動と組み合わせて
利用すれば，保育活動を豊かにできると思う

4. 小学校ではパソコンを利用した学習が行われているので，
　幼稚園でも取り入れたほうがよいと思う

5. 幼児が家庭でパソコンに触れることが増えているので，
　幼稚園で効果的な関わり方を取り上げたほうがよいと思う

6. 保育活動にパソコンを取り入れて成果をあげている
　幼稚園の事例を知りたい

3.9 37.8 34.9 4.618.8

2.2 23.4 44.9 5.424.1

0.8 11.2 53.0 4.830.1

1.1 13.7 51.8 4.828.5

3.7 24.4 41.0 5.125.8

5.1 45.8 37.7 3.77.6

5.8 42.9 39.5 3.97.9

3.9 28.4 51.5 5.111.1

（100%= 全園）（％）
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 6．NHKの教育サービスへの期待

（1）小学校・中学校・高等学校
◆映像を通じた学習体験への期待

ここまでみてきたように，デジタル化が進み，
学校のメディア環境が大きく変わろうとしている
中で，NHKの放送番組（学校放送番組，一般番

組）やNHKデジタル教材を利用することに対し
て，学校現場ではどのようなことを期待してい
るのだろうか。表17の項目を示してたずねたと
ころ，「特に期待することはない」学校はごくわ
ずかで，児童・生徒の学習に有効なコンテンツ
提供者としての期待が寄せられていることがみ
てとれた。

小学校，中学校，高等学校のどの校種にお

いても多かったのは，「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
きること」「教科書や資料集では得られない動
画映像で，児童・生徒の感性に訴えかけること」
である。映像を利用することによってしか実現
できない学習体験に対する大きな期待が，今も
継続して寄せられていることがわかる（小学校に

ついては，66ページも参照）。
また，「児童が，学習意欲を向上させたり，

問題意識を持つきっかけになること」「生徒の好
奇心を刺激し，学習に対する意欲を高めること」
のように，映像の利用が学習に向かわせるきっ
かけになることも，それぞれ半数近くの学校が
期待している。授業における番組や映像の活用
は，授業の導入部，展開部，まとめとどの段
階でも可能であるが，導入部での視聴は，児童・
生徒の興味や関心を高める上で特に効果的で
ある。コンテンツ自体が与える効果とともに，
その見せ方を工夫することによっても，映像の
もたらす効果は大きくなることが期待できよう。

◆ NHKの教育サービスの情報入手に対する要望

過去の調査では，NHKの教育サービス（放

送番組・デジタル教材・イベント）に対して，情報
を入手しづらく，そのために利用できないとい
う指摘がみられた。そこで，教育サービスに
関する情報について，現在利用している入手

表 17　NHK の放送番組（学校放送番組・一般番組）や
NHK デジタル教材に期待する内容

（％） 小学校 中学校 高等学校

実際に体験することが難しいことがらを
映像を通して体験・観察できること 85.7 68.6 61.0

教科書や資料集では得られない動画映像で
児童・生徒の感性に訴えかけること 73.3 67.5 56.5

児童が，学習意欲を向上させたり，問題意識を
持つきっかけになること 49.7

生徒の好奇心を刺激し，学習に対する意欲を
高めること 46.8 45.0

学習テーマへの「動機づけ」「たしかめ」「まとめ」
など，授業の要所で映像をはさみこんで利用
できること

46.3 34.4 30.5

児童が，学習内容に関する知識を習得すること 37.2
生徒が多様な進路の情報を得て主体的な進路
の選択に役立てること 33.3 36.9

生徒が，時事問題など，今，現実に起きている
事象や問題に関心を持つようになること 32.5 38.0

生徒の社会常識を養ったり，基本的なモラルを
向上させたりすることに役立つこと 31.4 34.5

生徒が，情報の収集・選択・活用能力を
身につけること 29.6 31.1

児童が，相手に対する思いやりを身につけ
心や人間的側面を成長させることに役立つこと 24.9

児童・生徒が，習熟できずにいる内容を
学習し直すために役立つこと 22.6 14.6 15.4

教師が，他校の取り組みなど指導の参考になる
ような情報を得られること 17.2 18.3 17.5

児童が，生活習慣や集団生活の基本を
身につけるために役立つこと 15.6

特に期待することはない 1.2 3.3 4.7

（100%= 全学校）

自由回答から
「NHKデジタル教材を高学年で利用しているが，あわせて活
用例や実践例，その効果などをわかりやすく示してもらえる
と，もっと活用が広がるのではないか。」		（小学校・三重県）

「全国の学校の様子を知ることは，普通の学校生活の中で
は難しい。生徒が参考にできるような，生徒のためになる
取り組みを紹介する番組の制作を望む。」（中学校・山形県）

「動画の教材としては YouTube なども利用できるが，
NHK が提供する教材には，それらと差別化できるような
NHKならではの内容の充実と信頼性を求めたい。」

（高等学校・鹿児島県）
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方法と利用してみたい入手方法をたずねた（図

11）。小学校が現在利用している入手方法で
は，NHKのウェブサイトや公開ホームページ

（45.4％），NHKのテレビ番組（41.7％），学校
に届く紙媒体（41.1％）がほぼ同じ割合で多かっ
たが，利用してみたい方法で最も多かったのは，
NHKのウェブサイトや公開ホームページ経由に
よるものであった（51.2％）。

このようなインターネットを利用した情報入手
は，多忙な日常にある教師であっても，いつで
も情報を得られる便利さが大きい。だからこそ，
ウェブサイトには，求める情報を取り出しやすい
デザインやナビゲーションが必要である。ポー
タルサイトのNHK for Schoolには，多様な教
育サービスのショー･ウィンドウとしての工夫が
求められよう。

自由回答で要望が多くみられたのは，地方の
学校や教師に対するきめの細かい情報提供で
あった。すでにNHKでは，学校放送番組とデ
ジタル教材の利用方法を紹介するワークショッ
プ型の講習会として「先生のためのデジタルテ

レビ・ICT活用講座」を，2002年度から全国各
地で開催している（毎年10か所程度で開催）。機器
に直接触れながら授業での具体的な活用法を
学ぶことができるこのような出前型サービスは，
有効なアプローチのひとつであろう。学校や教
師の手に直接届くような配慮のもとに，放送，
インターネット，学校への配布物，講習会など，
NHKのさまざまなチャンネルを活用しながら情
報提供を行うことが重要であると思われる。

（2）幼稚園
◆幼児向け番組への多様な期待

幼稚園でのテレビ利用は減少傾向だが，幼児
向け番組そのものに対する期待の内容は，表18

のとおり多岐にわたり，「期待していることはな
い」幼稚園はほとんどない。「子どもの心情を豊
かにし，想像力を育てる」「音楽・リズムの楽しさ，
音楽に対する親しみを育てる」「ことば（日本語）
に対する興味・関心を育てる」「生きものに対す
るやさしさ，自然とのふれあい，身近な環境と
のかかわりを強める」は，6割を超える幼稚園が
期待する内容として挙げている項目である。

図 11　NHK 学校放送番組・NHK デジタル教材・教育イベントに
関する情報の入手方法・利用してみたい入手方法　＜小学校＞

0 10 20 30 40 50 60

41.7
24.31. ＮＨＫで放送されるテレビ番組

 （広報番組や番組紹介のスポットなどを含む）

45.4
51.22. 「NHKデジタル教材」などNHKの

 ウェブサイトや公開ホームページ

4.4
15.53. 「NHKデジタル教材通信」のような

 NHKから届くメールマガジン

41.1
21.74. 学校に届くパンフレットや冊子，

 チラシなどの紙媒体

20.0
23.95. 学校に届くビデオ・DVDなどの

 映像媒体

2.1
8.76. 最寄りのNHKの放送局を通じて入手

する上記｢4｣｢5｣のような媒体

13.5
13.57. 市販されているNHKのテキストや

 ビデオ・DVD

1.4
7.08.

 あなたの学校や近隣の施設などで開かれ
るNHKの教育サービスについての説明会
や講習会

1.7
9.79. 実際にNHKの教育サービスを利用し

ている学校の授業の見学

22.5
12.010. 教師同士の会話や情報交換

 （同じ学校，または他校の教師とのやりとりを含む）

8.0
9.711. 校内や教育委員会などによって行わ

れる教師を対象とする研修

現在の入手方法
利用してみたい
入手方法

自由回答から（学校放送非利用校）
「学校放送番組の情報や活用法は，NHKの番組で放送す
れば，教員も家庭で視聴できる。番組のお知らせも，もっ
と多くＣＭ的に出して欲しい。」	 （高等学校・青森県）

「ホームページでの情報提供もいいが，教員間の周知には，
リーフレットなどの紙媒体が目につきやすく効果的だ。」	 	
	 （小学校・島根県，中学校・埼玉県）

「地方の山間部にある学校では，なかなかNHKの放送につ
いて直接学ぶ機会がない。番組の講習会など，大都市・県
庁所在地だけでなく，市町村レベルの開催を考えて欲しい。」	
	 （小学校・静岡県，中学校・青森県）

（100%= 全学校）（％）
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全般に，NHK幼児向け番組を利用してい
る幼稚園の方が非利用園よりも期待が高いが，

「音楽・リズムの楽しさ，音楽に対する親しみを
育てる」「日本の伝統的な童謡や手あそびに親
しむ」「世界にはさまざまな国や文化，ことばが
あり，異なった暮らしをしている子どもたちがい
ることに気づかせる」「身の安全や健康，防災
などに対する関心を育てる」など，両者間に差
がない項目の存在も注目される。

また，自由回答には，保育者向けや保護者
向けの番組やサイト，対面型イベント等に対す
る要望もみられ，幼児教育向けサービスは，放
送だけでなく，ウェブサイトや体験型イベントも
含めた総合的なものとしてとらえることが求めら
れる時代になってきたことが実感される。

◆幼稚園でのメディア・リテラシー育成の取り組み

家庭でのテレビ視聴やテレビゲーム遊びの影
響が顕著に表れる幼稚園では，これらのメディ
アが子どもに及ぼす影響に対する関心が高い。
幼稚園対象の調査では，保育の場でのメディア
利用実態だけでなく，幼児のメディアとの関わ
りに対する態度育成の考え方や具体的な取り組
みについても，調べてきた。

2010年度調査では，図12に挙げた項目を
示して，幼児向け，保護者・家庭向けの具体

自由回答から（幼稚園）
《子ども向け》
「ゆっくりひとつのことについて考えることのできる内容を
望む。次々新しいことが出てきて何も残らないまま終わる
番組が多いように思う。」	 （大阪府）

「昔放送されていた『フランダースの犬』『あらいぐまラス
カル』のような心がなごむ番組をぜひ放映して欲しい。」	

（福岡県）	

「日本古来の伝統的文化の重要性を幼児なりに理解できる
番組を放送して欲しい。」	 （京都府）

「楽しい手遊びや歌，親子のふれあい遊び等を取りあげる
番組があれば利用したい。」	 （東京都）

「一緒に歌って踊れる番組，楽しさや嬉しさ，悲しさなど
様々な感情を知ることができるような番組を見せたい。」	 	
	 （静岡県）

「スポーツ選手や芸術家等，実践を通した活動を子ども向
け番組にして欲しい。その人たちの経験談を聞ける場があ
るとうれしい。」	 （京都府）

《保育者，保護者向け》
「保育者向けテレビ番組（歌や手遊び，絵本の紹介）があ
れば視聴して参考にしたい。」	 （東京都）

「新旧，様々な子どもの歌が聴けたり，リズム・体操が映
像つきでみられるサイト。」	 （愛知県）

「幼稚園でできる楽しいゲームやお勧めの本を紹介するサ
イトがあるとうれしい。」	 （群馬県）

「保育雑誌に載っている内容が，手軽に PCや携帯で見ら
れるサービスがあるとよい。」	 （東京都）

「様々な年齢の方の保育経験談が聞けたり，保育の情報交
換が行えるウェブサイトが増えるとよいと思う。」	（北海道）

「事例を挙げて，先生がどう子どもに関わってきたか，どう
すればよかったか等を話し合う番組があればぜひ見たい。」	
	 （岩手県）

表 18　幼児向け番組への期待の内容

全体
ＮＨＫ幼児向け番組
利用園 非利用園

（n=722）（n=180）（n=542）

子どもの心情を豊かにし，想像力を育てる 76.0 82.2 74.0

音楽・リズムの楽しさ，音楽に対する親しみを育てる 66.9 65.6 67.3

ことば（日本語）に対する興味・関心を育てる 65.2 75.0 62.0

生きものに対するやさしさ，自然とのふれあい，
身近な環境とのかかわりを強める 62.2 73.3 58.5

子どものあそびや活動の意欲を高める 50.4 61.7 46.7

日本の伝統的な童謡や手あそびに親しむ 49.2 51.7 48.3

人とのかかわりをもつ力（自分の気持ちを伝え
相手の気持ちを理解する力）を育てる 46.4 53.9 43.9

世界にはさまざまな国や文化，ことばがあり，
異なった暮らしをしている子どもたちが
いることに気づかせる

46.3 45.0 46.7

子どもの表現意欲や創造力を刺激し，造形活動
をうながす 45.7 57.8 41.7

「読み聞かせ」の魅力で，子どもたちに童話や
絵本の世界を伝える 41.3 47.8 39.1

子どもの基本的な生活習慣や態度を育てる 41.0 47.8 38.7

身の安全や健康，防災などに対する関心を育てる 40.4 41.1 40.2

体を動かす楽しさを知り，身体感覚をみがくことを
うながす 39.9 47.8 37.3

規則正しい食生活が大切なことに気づかせる 36.8 44.4 34.3

数や形・量の概念への興味・関心を育てる 31.3 41.7 27.9

外国語に対する興味・関心を育てる 26.5 28.9 25.6

社会で起こっている重要なできごとに対する
関心を育てる 25.3 25.6 25.3

期待していることはない 4.0 ― 5.4

（％）
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的な指導の内容を調べてみた。幼児に対して
は「テレビやテレビゲームは，内容や時間を決
めて見たり遊んだりすることが大切なことを教
える」（56.8％）を中心に，約7割の幼稚園で何
らかの指導を行っている。保護者・家庭に対し
ては，「テレビやテレビゲームとの関わり方につ
いて，家庭で幼児と話し合うよう呼びかけてい
る」（44.2％）を中心に，5割強の幼稚園が何ら
かの指導を行っている。幼児と保護者・家庭の
いずれに対しても指導を行っている幼稚園は全
体の半数（49.2％）であった。全般に，このよ
うな指導は，テレビを利用している幼稚園の方
が，そうでない幼稚園より熱心である。

幼児とメディアの関わり方については，自由
回答にも幼稚園のさまざまな考え方が表れてい
る。その中には，幼稚園自身の「ノーテレビ，
ノーゲーム」の実施に触れたものもあるほか，
次のような放送局へ向けての要望もみられる。

・ 今の時代，子どもも含めて視聴者がメディアと主
体的に向き合うようになることが大事だが，番組
を制作する側も，放送するだけでなく，子どもに
わかるよう“楽しい視聴のしかた”を知らせること
も行って欲しい。 （宮崎県）

・ 親がメディアにはまり，子どもと十分関わらず，メ
ディアに子守りさせている現状が気がかり。大人
を啓発する番組を作って欲しい。 （東京都）

・ メディアとの関わり方について，子どもにどう指導
したらよいかわからない保護者が多い。番組内
や前後で，幼児とメディアの関わり方についてワ
ンポイントアドバイスを伝えてもらえる機会がある
とよい。 （愛知県）

特に幼児教育の段階では，生活指導全般に
おいて，教育の場と家庭が目的を共有し，同じ
方向性を目指すことが重要である。今後さらに
多様化が予想されるメディアと子どもの関わり
方についても，必要な情報を共有しながら，大
人たちがその対応を真剣に考えていくことが必
要といえよう。

図 12　幼稚園でのテレビ視聴やテレビゲームあそびに関する指導の内容

【幼児に対して】

49.2
23.0
4.3
23.5

全体
（％）

利用園

59.4
23.9
2.2
14.4

非利用園

45.8
22.7
5.0
26.6

NHK幼児向け番組

56.8
2.                       テレビやテレビゲームは，内容や時間を　決めて見たり遊んだりすることが
　大切なことを教えている

2. テレビを見たり，ゲームをする際の位置や姿勢に気をつけるよう指導している

3. 
テレビ番組やゲームにはいろいろな

　種類があり，上手に選んで見たり遊んだ
りすることが大切なことを教えている

4. 
番組やＣＭ，ゲームソフトの好ましく

　ない影響を受けた言動については
　単に注意するだけでなく，子どもたち
　自身に問題点を考えさせている

5.
 
 その他

6.  特に行っていることはない

★幼稚園におけるメディア指導のパタンは次のとおりである。

・幼児にも保護者・家庭に対しても指導を行っている
・幼児に対する指導は行っているが保護者・家庭に対してはない
・幼児に対する指導はなく，保護者・家庭向け指導はある
・いずれに対しても指導は行っていない

【保護者，家庭に対して】

1. 
テレビやテレビゲームとの関わり方に
　ついて，家庭で幼児と話し合うよう
　呼びかけている

2.テレビやパソコンを用いた保育活動を　保護者に公開している

3. 
幼児とメディアの好ましい関係を

　考えるための，保護者向け講演会を
　開催している

4. 
家庭では，幼児になるべくテレビや

　テレビゲームに関わりをもたせないよう
　保護者に呼びかけている

5.
 
 その他

6.  特に行っていることはない
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 おわりに

今回の調査を実施した2010年は，デジタル
メディアが新たな展開をみせた年でもあった。
三次元映像のデジタルテレビ，タブレット端末
のiPad，携帯電話と携帯情報端末（PDA）を
融合させたスマートフォンの利用の広がりなど，
デジタルメディアの多様化が進んだ。その動き
に呼応するように，人々の日常生活レベルでの
メディアの広がりに比べてどちらかといえば遅
れ気味，停滞気味であった教育現場のデジタ
ル化にも，ようやく進展がみられた。

幼稚園から高等学校まですべての校種で新
しい教育課程に基づく授業や保育が行われよう
としている中で，教室に迎えられたさまざまな
デジタルメディアの利用は，どのような学びを
園児，児童，生徒に提供できるのか。もちろん，
まだすべての教育現場が完全にデジタル化され
ているわけではなく，関係各所には引き続き機
器の整備を進める努力を求めたいが，今回の
調査からうかがえるのは，ようやくそのような機
器の普及促進の段階を越えて，ひとつひとつの
教室における日々の学びの中で，デジタルメディ
アを教師が有機的かつ意識的に活用させてい
く，次のステップに入ったということである。そ
して，いわばこのようなハード面での充実が達
成された状況のもとで求められるものこそ，子
どもの成長段階に合わせた学習の展開に資す
る，教育コンテンツの開発であろう。

2001年の公開から10年を経たNHKデジタ
ル教材は，70年を超える歴史をもつ学校放送
番組の蓄積をもとに，インターネットの教育活用
を見据えて開発された。学校のデジタル化が進
まないこともあってなかなか利用が広がらない
状況が続いたが，2010年度はおよそ4割の小

学校で利用されるまでになった。機器の整備が
ようやく教材の提供に追いついてきたといえる。

現在では，NHKデジタル教材の公開時点
では普及がごく一部に限られていた電子黒板や
デジタルテレビを利用している学校も多くなっ
た。このような大画面に映像を拡大して教室全
体に手軽に提示できる機器の利用をふまえて，
NHKデジタル教材では画質を向上させるなど
の充実を図っているが，一方で登場したのが，
紙媒体の教科書の内容をデジタル化した「デジ
タル教科書」である。これは，電子黒板などに
教科書のページを映し出し，文字や文章，写
真などを拡大したり動かせるもので，タブレッ
ト端末が児童・生徒に配付されれば，それと
連動することも構想されている15）。

デジタルコンテンツの可能性が広がる中で，
すでに多くの教育現場が地上デジタル放送を
視聴できる環境にあることから，放送の利用を
ふまえた番組開発へのアプローチも考えられよ
う。NHKデジタル教材の利用は広がっている
が，すべての映像利用が NHKデジタル教材に
置き換わっているわけではない。放送番組への
期待が引き続き大きいことや，短いクリップ映
像では伝えきれない，放送番組ならではの効果
に対する期待は今回の調査からもみてとれた。
旧来のアナログテレビをはるかにしのぐ鮮明さ
で大画面に映し出される番組映像は，教室の
隅々にまでその迫力を伝えることであろう。放
送のデジタル化が，あらためて放送の教育利用
が活性化するきっかけになることを願う。

ただ，ここで留意すべきことは，機器が配
備されたもののそれらが必ずしも有効に活用さ
れていない学校も一部には存在していることで
ある。この1，2年の間に学校のデジタル化が
一気に進んだこともあってか，すでに機器の活
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用が進められている学校もあれば，活用にまで
至っていない学校もあるなど，対応のばらつき
がみられる。このようなメディア利用に関する学
校間の格差は，ひとつには教師のメディア利用
に対する距離感の違いに基づくものだと考えら
れる。過去に小学校の教師を対象に行った調
査においても，インターネットの利用が教師の属
性によって大きく異なっていたが 16），教師ひとり
ひとりのメディア利用に対するスキルの向上を図
ることも早急に解決すべき課題であろう。NHK
の教育サービスに対する要望の中にも，教師を
対象に，番組やインターネット等を通じて，ICT
機器の利用のしかたや活用事例の紹介を求め
る記述が校種を問わずみられたが，教師をメ
ディア利用に導き，その利用を支えるようなサ
ポートを行っていくことも，デジタル化を進展さ
せる上で，要請の高いサービスだと思われる。

そもそも教育現場のデジタル化とは，機器
が整備されさえすればそれで終わりということ
ではなく，それがツールとして学習の中に取り
入れられることによって，授業の担い手であ
る教師と学習者である子どもとが，ともに教え
学ぶことの喜びや楽しさを分かちあえるように
なってはじめて実現されるものではないだろう
か。デジタルメディアの進展と教育現場への整
備の進行が多様な映像コンテンツの開発につな
がり，それが授業で活用されることによって子
どもひとりひとりの学びが広がることを期待した
い。また，教育とメディアに関わる研究者とし
て，それにどのような教育的効果があるのか，
効果研究にも注目していきたい。

あの日も子どもたちの歓声があふれ，友達と
の語らいがあり，健やかな学びと成長の営みが
約束されていたはずの，あまたの幼稚園，小学

校，中学校，高等学校をのみ込んでしまった
東日本大震災は，本稿の準備を進めている最
中に起こった。今回の震災は，突然日常が断
ち切られてしまった不条理やそれまでは考えも
しなかったであろう現実と向き合わざるをえなく
なってしまった子どもにはもちろんのこと，直接
震災に遭遇していなくても，原発事故の報道や
たび重なる強い余震にさらされている子どもに
も，不安やストレスにさいなまれる経験を強い
ることになった。これから求められるのは，そ
のような子どもたちの心のケアであろう。

学校放送を始め教育における映像メディアの
活用を進める上で最も基本にあるものは，子ど
もの感性に訴えかける，映像の持つ力である。
今後，子どもたちの心のケアを進めるにあたっ
ても，この映像の力が彼らの支えになってくれる
のではないかと考える。たとえば，幼稚園の環
境になかなかなじめずにいる園児に対して，そ
の園児が家庭でいつも視聴している『おかあさ
んといっしょ』のような番組を，あえて幼稚園で
も視聴させることがある。幼稚園という家庭と
は異質な環境下にあっても，ふだんよく見ている
番組を視聴することが家庭での日常の連続性に
つながり，子どもに安心感をもたらすからである。

あの日の前に時間を引き戻すことはできなくて
も，アニメであれドラマであれ，それまでずっと慣
れ親しんでいた番組にもう一度触れてみるだけで
も，非常時の緊張で張り詰められ，こわばってし
まった子どもの心を知らず知らずのうちに解きほぐ
し，日常のレベルへと戻らせていくことにつながる
のではないだろうか。いつものテレビ番組が，子
どもが抱えた不安や傷を和らげるひとつのきっか
けになることを願う。放送メディアに関わる者とし
て，映像には，そのような力があることを信じたい。

（わたなべ せいじ / こだいら さちこ）
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注：

1）「スクール・ニューディール」構想については，文部
科学省のホームページ http://www.mext.go.jp/
b_menu/houdou/21/06/1270179.htmを参照。

2）幼稚園では，2009 年度より新しい幼稚園教育
要領が実施されている。中学校では，新学習指
導要領が 2012 年度に完全実施，高等学校は，
2013 年度の第一学年から学年の進行にあわせて
順次実施される。

3）「地上デジタル放送を視聴できるテレビ」には，地
上デジタルチューナー内蔵のテレビ，あるいは地上
デジタルチューナーを接続しているテレビ，または
ケーブルテレビによる受信などを含む。

4） 地上デジタル放送の録画視聴には，地上デジタ
ル放送の受像機自体に録画機能のある場合や，
受像機に VTR や DVD レコーダー，DVD 機能
とハードディスクを内蔵している録画機，ブルー
レイディスクレコーダーなどを接続して利用する場
合を含む。

5）高橋佳惠・小平さち子「転換期に立つ教育現場の
メディア利用〜 2002 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』2003 年 5 月号，pp56-77. を参照。

6）学校放送非利用校（n=237）のうち，普通教室で
地上デジタル放送を視聴可能あるいはインターネッ
ト接続パソコン利用可能の学校の割合は 67.1％で
あった（両方利用可能 28.7％，地上デジタル放送
のみ視聴可能 21.9％，インターネット接続パソコン
のみ利用可能 16.5％）。

7） 図 5 以外の番組における，NHK デジタル教材を
単独で利用している学校が 2008 年度からほぼ倍
増した割合の変化は次のとおりである。

『理科 6 年 ふしぎ情報局』（11.5％← 5.3％）
『理科 4 年 ふしぎ大調査』（9.6％← 4.5％）
『理科 3 年 ふしぎだいすき』（8.9％← 3.8％）
『社会 5 年 日本とことん見聞録』（4.1％← 2.1％）

8） 2009 年度まで，NHK デジタル教材は，学校放
送番組と連動した教材として授業で利用するだけ
でなく，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
イトとしても利用が可能であった。2010 年度から
は，その機能が，NHK の教育サービス全体のポー
タルサイト「NHK for School」に集約された。

9）文部科学省では，2005 年度より 3 か年にわた
り，「地上デジタル放送の教育活用促進事業」
を，2008 年度から 2 年にわたり，「デジタルテ
レビの効果的な活用に関する実践研究事業」を，
2010 年度には「ICT の教育活用を推進する実践
研究」を実施した。これまでの報告書は http://

www.chidigi.jp/index.html を参照。
10） 放送初期から多様なテーマの幼児向け番組が充

実していたことは，世界的にみても重要な特徴で
ある。NHK 幼児向け番組の変遷を概観した年表
を含む詳細については，次の資料が参考になる。
小平さち子「幼児教育におけるメディア利用の課題
と展望〜 2008 年度 NHK 幼児向け放送利用状
況調査を中心に〜」『放送研究と調査』2009 年 7
月号，pp90-105．

11） ふだん幼稚園で利用されているメディアでは，印
刷メディアの利用頻度が圧倒的に高い。「ほぼ毎日
利用している」幼稚園の比率は，「絵本，物語本」
88.2％，「紙芝居」55.8％，「図鑑」39.8％であった。

12）一例として，授業におけるニンテンドー DS の活用
については京都府八幡市や大阪府における事例
や，モデル校で携帯型プレーヤーの iPod touch
を導入している和歌山市の取り組みなどがある。
また，効果研究の例としては，高田浩二・中川一
史・寺嶋浩介・中橋雄・三宅基裕「水族館におけ
るi-Pod touchを活用した小学生との連携学習活
用の試み」『第 16 回日本教育メディア学会年次大
会発表論文集』（2009 年），pp133-134. などがある。

13） 電子黒板の利用に関する研究の一例：
中橋雄・寺嶋浩介・中川一史・太田泉「電子黒板
で発表する学習者の思考と対話を促す指導方略」

『日本教育工学会論文誌』第 33 巻第 4 号，2010 年，
pp373-382.
稲垣忠・永田智子・豊田充崇・梅香家絢子・佐藤
喜信・赤堀侃司「電子黒板の普及促進を目的とし
た活用モデルの開発」『教育メディア研究』第 16
巻 1 号，2009 年，pp53-64.

14） タブレット端末と電子黒板の活用を推進する岡山
県新見市などの取り組みがある。また，通信系企
業，教育機器関係企業などが，独自に機器を学
校に提供し共同研究を進めている例もある。

15） 日本に先がけて，児童が操作するタブレット端末
を利用したデジタル教科書の効果研究に取り組ん
でいるのが韓国である。2011 年 3 月 8 日には，研
究者や教育機器の関係者による「日韓デジタル教
科書ラウンドテーブル」（主催：関西大学）が開催
されるなど，議論や情報交換が進んでいる。

16） 渡辺誓司「小学校 6 年生教師のインターネットへ
の親和性と NHK デジタル教材利用」『第 16 回日
本教育メディア学会年次大会発表論文集』，2009
年，pp159-160 .
渡辺誓司・小平さち子「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〜」『放送研究と調査』2007 年 5 月号，
pp22-43．


