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学習を進めることが構想されている。すでに，
総務省が2010年度に開始した「フューチャース
クール推進事業」と2011年度開始の文部科学
省の「学びのイノベーション事業」では，ハード
とソフトの両面から，ICTの利活用をふまえた
教育に向けた実証研究が全国の研究校で行わ
れている。

学校を取り巻くメディア環境が急激に変化す
る一方で，2011年度の小学校を先頭に，2012
年度には中学校，高等学校は2013年度の第1
学年から学年進行にあわせて 2），順次新しい学
習指導要領が全面実施となった。それまでの
いわゆる「ゆとり」教育から，学習内容が大幅
に増加し授業時間数も増えるなどの転換が始
まっている。ICTの教育活用が積極的に進めら
れる中で，ICTは，これからの学校教育にどの
ような実りをもたらすのだろうか。

NHK放送文化研究所では，全国の学校現

 はじめに

2012年4月1日，東日本大震災の影響で地
上デジタル放送への移行が延期されていた岩
手，宮城，福島の3県を含め，全国の地デジ
化が完了した。汎用性や利便性の高いモバイ
ル・ツールとして登場したスマートフォンやタブ
レットPCも，急速に暮らしの中に溶け込みつ
つある。このような，世の中全体で進むデジ
タル化という動きは，子どもたちの学びの場で
ある「学校」にも大きな影響を与えている。文
部科学省が発表した「教育の情報化ビジョン」

（2011年）では，2020年度までに，すべての
小・中学校の児童・生徒ひとりに1台のタブレッ
トPCと，既存の紙の教科書を電子化した「学
習者用デジタル教科書」を配布することを目標
に掲げている1）。教室には大画面の電子黒板が
設置され，児童・生徒はタブレットPCを手に

多様化進む教室のメディア環境と
教育コンテンツ
～2012年度NHK学校放送利用状況調査から～

メディア研究部  渡辺誓司 /小平さち子

「NHK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調査（現在は隔
年で実施）で，全国の学校現場におけるメディア環境の現状を把握するとともに，放送・ウェブ・イベントなどNHK
の教育サービス利用の全体像を調べ，今後の教育サービスを検討する際の基本資料としている。

本稿では，完全地デジ化後初の調査として，2012年度に全国の小学校・中学校・高等学校を対象に実施した調
査の結果分析を行い，デジタル化された教室におけるメディア利用と学習との関わりについて考える。

どの校種でも，デジタル化が著しく進展し，地デジを視聴できる学校の割合は9割を超えた。NHKの学校放送・
デジタル教材を利用している学校の割合は，2010年度の前回実施調査と同水準であったが，その中では，インター
ネットを介したサービスである「NHKデジタル教材」の利用の増加が顕著であった。この他，現在，社会的に注目
を集めている「指導者用電子教科書（デジタル教科書）」が学校に普及しつつある状況や，新しいメディアに対する
関心の高まりがうかがえた。学校現場のデジタル化が進む中で，NHKには，豊富な映像素材を活用した放送番組
や教育コンテンツの開発と提供が求められている。
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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「NHK学校放送利用状況調査」（1950
年開始。1990年以降は隔年実施）を定期的に
実施している。2012年秋に実施した調査（表1）

では，完全地デジ化後の学校のメディア環境
の変化やNHKの教育サービスの利用実態につ
いて詳細に把握するとともに，電子黒板やデジ
タルテレビに提示して利用する，新たな教育コ
ンテンツとして登場した「デジタル教科書・電
子教科書」の利用の広がりにも注目した。

本稿では，2012年度調査における，小学校
から高等学校までの各校種について，

1. 教室のメディア環境の多様化

2. NHK 学校放送利用の特徴：利用の内訳

の変化

3. 多彩な NHK 教育サービスの利用

4. 利用が始まった「デジタル教科書・電子教

科書」とこれから

の観点から分析を行う。教室のメディア環境も
学習内容も大きく変わろうとしている，まさに転
換のさなかにある学校教育現場の状況をふま
えつつ，これからの学びにおけるメディア利用
の可能性について考察を試みる。

 1. 教室のメディア環境の多様化

（1）学校レベルでのメディア整備の進展
全国の地上テレビ放送が完全デジタル化（地

デジ化）された後に実施した今回の調査では，
デジタルテレビなど，何らかの機器で地上デジ
タル放送を視聴できる学校は小学校から高等
学校まですべての校種で9割に達しており，視
聴可能校がおよそ7割程度だった2010年度の
前回調査と比較すると，いずれも有意に増加し
た（図1）。また，ブルーレイディスクレコーダー
などの録画機で地上デジタル放送を録画して視
聴できる学校の割合も，その伸びは放送視聴
可能校の伸びには及ばないものの，順調な増
加がみられた。

前回調査の時点では，まだアナログ放送の
視聴とデジタル放送の視聴とが混在しており，
地上デジタル放送を視聴できない学校でもア
ナログ放送によって放送視聴を行うことができ
た。地デジ化によってそのアナログ放送を視聴

校 種 総学校数 抽 出 比 標本数 有効回答 有効回答率
小学校 21,364 校 1/17 1,257 校 844 校 67.1%

中学校 10,640 1/17   626 421 67.3

高等学校   4,881 1/8   610 449 73.6

調査期間： 2012 年 9 月 1 日（土）〜 11 月 30 日（金）
調査方法： 郵送法 督促 2 回
調査対象： 『全国学校総覧 2012 年版』（原書房刊） 
 から系統抽出

ただし，東日本大震災の被害の大きかった
岩手・宮城・福島の 3 県は，仮設校舎で
授業を行っている学校や近隣の学校に避
難している学校を調査対象から省いた。

表 1　調査の概要

図 1　地上デジタル放送を視聴できる学校

調査対象および有効回答数（率）

注1: ここでの地上デジタル放送の視聴は，携帯電話などによるワン
セグ放送の視聴は除く。

注2: 「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，受像機に録画機を接続して利用する場合を含む。

注3: △▼のマークの数値は，信頼率95%で2010年度に比べ有意差
がある。

（100%= 全学校）
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できなくなり，テレビ放送自体を視聴できなくな
る学校が増えることが懸念されたが，学校にお
けるデジタル放送への対応は順調に進んだとい
える。そこには，放送を授業で利用するという
目的だけでなく，東日本大震災を経験し，「学
校」は，避難所として地域住民の生命を守る役
割をも担う重要拠点であることが再認識された
ことによって，災害時や緊急事態時の情報取得
メディアとしての必要性も考慮されたものと考え
られる。それは，地上デジタル放送を，職員

室や校長室など，教職員のための部屋で視聴
できるようになった学校がどの校種も大幅に増
えていることからもみてとれる（表2）。

次に，パソコンによるインターネットの利用に
ついてみてみよう。インターネットを利用できる
学校が増加したのは，90年代後半から2000
年代初めにかけてのことであった（図2）。現在
では，インターネット接続率はどの校種もほぼ
飽和状態にある。

インターネット環境において2012年度調査
で大きく変化したのは利用回線である。光ファ
イバー回線を利用している学校の割合がいず
れも有意に増加し，小学校，中学校では半
数以上，高等学校では7割を超えた（小学校

44.5%→50.2%，中 学 校47.3%→54.4%，高 等 学 校

62.5%→73.5%）。これは，インターネットでの動画
利用環境が向上したということであり，回線上
は支障なく動画を視聴できる学校が増えている。

このように，学校全体でみると，小学校から高
等学校まで，放送もインターネットも利用しやすい

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。

（100%= 全学校）

表 2　地上デジタル放送　視聴可能場所
（100%= 全学校）　（%）

すべての
普通教室

一部の
普通教室 特別教室注2 職員のため

の部屋注 2
普通教室で
視聴可能

小学校 △ 59.0 11.3 30.3 △ 52.1 △ 70.3
（46.0） （9.3） （31.4） （31.3） （54.8）

中学校 26.1 11.6 29.0 △ 65.3 37.8
（27.9） （8.1） （34.4） （32.5） （35.5）

高等学校 3.1 3.6 49.4 △ 74.6 6.7
（2.3） （2.1） （45.2） （46.5） （4.3）

注1：（  ）内は，2010年度の数値である。
注2：「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3：△▼のマークの数値は，信頼率95%で2010年度に比べ有意差

がある。



49

環境の整備が進んでいるといえる。それで
は，普段の授業では利用しやすい状況に
あるのか，小学校の「授業の場」の中心と
なる「普通教室」の状況に目を向けてみる。

（2）授業の場にまでは届いていない
　　　　メディア整備 < 小学校 >

小学校の環境を学校全体でみると，地
上デジタル放送を視聴できる学校の割合
は92.9％，インターネットを利用できる学
校は99.8％であった。一方，普通教室で
地上デジタル放送を視聴できる学校の割
合は70.3％，インターネットを利用できる学
校 3）は66.4％である。また，インターネット
を利用する上で，パソコンの画面を拡大し
て提示できる電子黒板 4）は，動画などの拡
大提示に非常に便利な機器であるが，普
通教室で利用できる電子黒板を保有して
いる学校の割合は70.0％であった（図3）。
個別にみると，そのそれぞれがおよそ7割の学
校の普通教室で利用できる状況にある。

しかし，この3つすべてを普通教室で利用で
きる学校の割合は，前回調査の26.4％から有
意に増加したものの，38.0％にとどまった。「授
業で利用したい時にいつでも利用できる」とい
う意味では普通教室の環境こそ整備されている
ことが望ましいが，そのような環境にある学校
は限定されている。

すなわち，普通教室で「放送とインターネッ
トの両方が利用できる学校」もあれば，「放送
は利用できてもインターネットが利用できない学
校」，逆に「インターネットは利用できるが放送
は利用できない学校」，また，「放送もインター
ネットも利用できない学校」が存在しており，学
校によって普通教室の環境は多様化している。

「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」構想は，全国の
学校でメディア環境の整備が進む大きなきっか
けになったが，必ずしもすべての学校が普段の
授業で利用しやすい環境にあるとはいえない状
況が継続している。

図 3　小学校のメディア環境

注1：常設でなくても，移動させるなどして普通教室で利用可能な電子黒板を保有
する学校を含む。

注2：普通教室における「インターネット利用可能校」とは，普通教室にインター
ネット接続したパソコンを整備している学校のことである。

自由回答から　< 小学校 >

「テレビが十分に整備されておらず，いろいろなコンテンツを
有効に活用できない。インターネットは十分に活用可能なの
だが。」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（北海道）

「校内 LAN の整備はあっても，普通教室にパソコンが常設
されていない。数名の教員が，個人のパソコンで，無線を受
けて見せている状況である。」　　　　　　　　　  （埼玉県）

「CATV 経由の映像をアナログテレビで視聴しているのみ。
デジタルテレビを買う予算もないのが現状である。」（愛知県）

「地デジ化されてから，全く放送は見られない状態になっ
た。電子黒板やパソコンを活用する方向にシフトしていて，
番組のDVDを見せることも少なくなっている。」   （島根県）

インターネット利用可能校
 99.8%

地上デジタル放送
 視聴可能校 92.9%
 録画視聴可能校 54.6%

①地デジ視聴可能校
70.3%（54.8%）

③電子黒板保有校注 1  

　　　70.0%（61.5%）

②インターネット注 2

　利用可能校
　66.4%（62.8%）

普通教室の環境

学校全体の環境

普通教室で ①②③ の
いずれも利用できる小学校 38.0%（26.4%）

※（　）内は，2010年度の数値である。

（100%= 全学校）

JUNE 2013



50 　JUNE 2013

（3）地デジ化後のテレビの状況の変化
地デジ化後，多くの学校では，デジタルチュー

ナー内蔵のデジタルテレビで地上デジタル放送
を視聴している。アナログ放送の時代に実施し
た過去の調査では，基本的に，学校や教室に

「テレビがある」ことは，そのテレビで「放送を
視聴できる」ことを意味していた 5）。しかし，今
回の調査では，「デジタルテレビはあるが放送は
視聴できない」学校が存在していることがわかっ
た（図4）。特に，小学校の普通教室に限ると，
教室に整備されたデジタルテレビで放送を視聴
できない学校がおよそ2割を占めた（図5）。

これらの学校では，デジタルテレビが置か
れていてもUHFアンテナが整備されていない，
すなわち地デジ化の途上のためにテレビで放送
を視聴できない場合と，デジタルテレビを，放
送を視聴するための受像機としてではなく，ビ
デオ・DVD教材などの再生や，電子黒板のよ
うにパソコン画面に映し出されたインターネット
教材を拡大提示する，大型モニターとしてのみ
利用されている場合とが考えられる。地デジ化
後のテレビをめぐるこのような状況は，授業に
おける放送番組の利用にも影響していると考え
られ，次章で言及する。

 2. NHK学校放送利用の特徴：
　　　　　　　　利用の内訳の変化

（1）放送とインターネットによる
　  NHK 学校放送サービスの提供とその利用

NHK学校放送の歴史を振り返ってみると，
テレビ放送を開始した1953年から，学校への
テレビやVTRの普及にあわせて，テレビで学
校放送番組を利用する学校が増加していった

（図6）。1990年代以降，学校でもパソコンやイ
ンターネットを利用できる時代が到来し，2001
年には，インターネット上でテレビの学校放送
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。現在で
は，小学校向け番組から中学校・高等学校向
け番組まで，すべてのテレビ学校放送番組に対
応しており（小学校向け番組は55ページの表4を参

照），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1 http://www.nhk.or.jp/
school/）からアクセスできる。

NHKデジタル教材には，番組ごとに4種類

図 4　地上デジタル放送視聴と
デジタルテレビの保有との関係

図 5　普通教室における地上デジタル放送視聴と
デジタルテレビの保有との関係 < 小学校 >

注1： 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
注2： 「デジタルテレビ平均台数」は，「デジタルテレビを保有している学校」

１校あたりの平均である。

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
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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。テレビの学校放送番組そのもの
の視聴（約1,100本の番組）や，資料映像を短
くまとめた動画クリップ（約4,000本）のコンテ
ンツがあり，2011年度から，電子黒板のような
大型画面に拡大しても視聴できるように画質も
向上した。NHKデジタル教材の登場によって，
テレビ学校放送番組は，テレビでもインターネッ
トでも視聴できるようになった。

NHK学校放送利用状況調査では，全国の
学校教育現場におけるメディアの普及状況とと
もに，このようなNHKの学校放送サービスの
利用の実態を，定期的・継続的に調べてきた。
この調査では，その利用実態を量的にとらえる
ために，「NHK学校放送利用率」という指標を
用いている。これは，調査実施年の4月から11
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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，いずれかの番組を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。

図 6　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

（100%= 全学校）

NHKデジタル教材には，「ばんぐみ」（放送番組の視聴），「ク
リップ」（１〜 3分程度の短い映像資料），「きょうざい」（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），

「先生」（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）のコンテンツがある。
ポータルサイトのNHK for School （http://www.nhk.or.jp/
school/）からアクセスできる。

写真 1　NHK for School

JUNE 2013
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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，当該校種に占めるその比率を算出した
ものである。しかし，NHKデジタル教材の登
場によって，テレビの学校放送番組をNHKデ
ジタル教材で視聴することもできれば，テレビ
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，ワークシートなどとも組
み合わせて利用できるようになった。そこで，
NHK学校放送利用の全体をとらえるにあたり，
2002年度調査以降は，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」を算
出している。

2012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3のとおり
である。2010年度の結果と比較すると，小学
校と高等学校では変化がみられなかったが，中
学校は有意に増加した。ただし，中学校では，
表3の注にあるように，前回調査に比べて利用
可能な番組数が増加している。また，2000年
度以降の中学校の利用率は20％から30％前後
の間で推移しており，多少の変動はあるものの，
ほぼ一定の枠内での推移と考えられる。

次項では，学校放送利用の内訳の変化が大
きい小学校の状況に注目する。

（2）小学校にみる学校放送利用の形態の特徴
◆学校放送利用校における利用の組み替えの進行

2012年度調査における小学校の「NHK学校
放送利用率」（以下「学校放送利用率」と表記）
は72.0％で，2010年度（73.2％）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7である。NHKデジタル教材が登場する以
前は，「学校放送利用」とは放送による「テレビ
学校放送番組の利用」を意味していたが，近年
は，「授業でNHKデジタル教材を利用する学校

（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）が増加し，テレビ学校放
送番組を利用する学校（テレビ学校放送番組を単

独で利用している学校，および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を含む）

が減少する」といった，学校放送利用校の中で
の利用の組み替えが進んでいる。その背景に
あるものとして，次の2点が考えられる。

ひとつには，必要な時にインターネットでい
つでも利用できる教材として，NHKデジタル教
材が学校現場に定着しつつあることが挙げられ
る。NHKデジタル教材のコンテンツは，図8の
ような利用が可能であり，さまざまな教科のさ
まざまな授業の局面で利用の機会が増えている
と考えられる。教材利用の環境として，普通教
室でインターネットを利用できる学校の割合が
増えていることも大きい（図2，48ページ）。

NHKデジタル教材も，公開されてしばらくは
利用が伸び悩んでいたが，2006年度調査では
NHKデジタル教材だけを利用している学校が
登場し，前回調査では，NHKデジタル教材を
利用している学校が学校放送利用校の半数を
超えた（図7）。

一方，テレビ学校放送番組を利用する学校

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

小学校 72.0 15,382 0.9 192
（73.2） ±634 （0.6） ±133

中学校 △ 30.6 3,256
（21.4） ±459

高等学校 28.1 1,372 ▼ 0.7 34
（24.5） ±193 （2.6） ±36

注1：（  ）内は，2010年度の数値である。
注2：△▼のマークの数値は，信頼率95%で2010年度に比べ有意差がある。

ただし，中学校の学校放送利用率には，2012年度より中学校にも利用の対象
を拡大した小学校向け番組5番組の利用も含まれている。これまでの調査で
対象としていた中学校向け番組を利用している中学校の割合は28.3％である。

表 3　NHK 学校放送利用率と推定利用校
（100%= 全学校）
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が減少した背景には，地デジ
化後の普通教室のテレビの状
況の変化があると考えられる。
普通教室で地デジ視聴がで
きる学校の割合はまだ7割程
度であり（49ページ），さらに
録画視聴までできる学校の割
合はおよそ3割（32.1％）にと
どまる。普通教室でテレビ視
聴ができる学校はまだ限られ
ている。アナログ放送の時代
には，ほぼすべての普通教室
にテレビが置かれ，放送をオ
ンエア時に視聴したり録画視
聴が可能であったが，そのレ
ベルまで達していない。また，
前述のように，デジタルテレビ

が普通教室にあっても，そのテレビで地デジ
視聴ができない学校（50ページ）など，アナロ
グ時代に比べて，普通教室でテレビ視聴をし
づらくなった学校が存在していることも関係し
ていよう。

テレビ学校放送番組の利用は減少している
ものの，教室の大画面のデジタルテレビで視聴
している学校では，地上デジタル放送ならでは
の鮮明な画質で視聴できることが評価されて
いる。教科書や資料集では得られない映像で，
アナログ時代以上に児童の感性に強く訴えか
ける場面も少なくないであろう。

そして，留意しなければならないのは，必ずし
もコンテンツとしての「番組」が利用されなくなっ
ているというわけではないことである。図8のよ
うに，NHKデジタル教材は，動画クリップととも
にウェブサイト上で番組を視聴するために多く利
用されており，図7の「NHKデジタル教材の利

図 8　NHK デジタル教材の利用内容　< 小学校 >
（100%= 全学校）　（％）

図 7　学校放送利用率の内訳の変化＜小学校＞
（100%= 全学校）
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る。普通教室で「地上デジタル放送を単に視聴
できるだけでなく録画視聴もできる」学校では，
テレビ学校放送番組の利用が活発であるが（Ⅰ
とⅡ），「録画視聴はできないがインターネットを
利用できる」学校では，NHKデジタル教材の利
用が活発である（Ⅲ）。

たとえば，「番組を見る」といっても，録画
視聴まで地デジ視聴環境が整備されていれば
放送で，そうでなくてもインターネットを利用で
きる環境があれば NHKデジタル教材で視聴
されていると考えられる。録画視聴，あるいは
インターネットによって，「いつでも番組を視聴
できる」環境にあることが，高い利用率に結び
ついているといえる。

一方，普通教室の環境が「地上デジタル放
送視聴しかできない」学校，あるいは「イン
ターネットしか利用できない」学校では，利用
率は低く6割程度にとどまる（ⅣとⅤ）。前者

用」の中には，「インターネットによる番組の視聴」
のための利用も含まれている。すなわち，インター
ネットを通じて番組の視聴ができるようになった
ことによって，「放送」を介しての番組利用は減
少しているが，コンテンツとしての「番組」の利用
は継続しているといえる。

◆教室のメディア環境によって

　異なる学校放送利用の形態

前項でみたのは，小学校全
体のNHK学校放送利用の特
徴だが，利用の形態は，普通
教室のメディア環境によって大
きく異なる。図9は，普通教
室における地デジ視聴，録画
視聴，インターネット利用のそ
れぞれの可否のパターンと学
校放送利用の形態との関係を
示したものである。

Ⅰ，Ⅱ，Ⅲは，学校放送利
用率はいずれも8割前後で小
学校全体の72.0％よりも高い
値であるが，その内訳が異な

自由回答から　< 小学校 >

「テレビの学校放送番組は，観察や体験が難しいことを，
クリアな映像や画像で視聴できることが非常によい。」

（広島県）

「NHK デジタル教材はどの時間でもインターネット上で利
用でき，授業の時間に合わせて見せられるので，とても使
いやすい。」　　　　　　　　　　　　　（宮城県・鳥取県）

「以前は，教室のテレビで学校放送を視聴できたが，地デ
ジ化されてから教室のテレビが見られなくなり利用が減っ
た。デジタルテレビどころか地デジチューナーを買う予算
もないそうだ。」　　　　　　　　　　　　　　　（宮崎県）

「学校放送の時間に合わせた時間割を組んだこともあった
が，高学年では少人数学習・専科授業・外国語活動等，時
間割の編成が大変で，NHK の番組の録画利用や NHK デ
ジタル教材での視聴が役立っている。」　　　　　（大阪府）

図 9　普通教室のメディア環境と NHK 学校放送の利用形態との関係 < 小学校 >

注1：Ⅰの「地デジ視聴○・録画視聴○・インターネット利用○」とは，「○のものが利用できる普通教室がある学校」を指す。
 利用できないものについては「×」を記している。以下，Ⅱ〜Ⅴについても同様である。
 「インターネット利用」の○・×については，普通教室のインターネット接続パソコンの有無を表している。
注2：「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
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は，テレビ学校放送番組の利用は活発である
が NHKデジタル教材の利用は不活発であり，
逆に後者では，NHKデジタル教材の利用が活
発でテレビ学校放送番組の利用は不活発であ
る。いずれも，普通教室にないメディアはコン
ピューター教室などの特別教室に移動して利用
していると考えられるが，日常的な「授業の場」
である普通教室で利用できる環境に整備され
ていないと，学校放送利用は限られてしまうこ
とがみてとれる。

テレビ放送しか利用できなかった時代とは異
なり，インターネット経由のNHKデジタル教材
が登場し，放送とインターネットとを組み合わ
せることによって学校放送利用の多様化が進
んだ 6）。普通教室のメディア環境が多様化した
ことで，その環境に合わせてさらに利用形態
が多様化したといえる。

◆個別番組：利用が好調な理科・社会科番組

ところで，2012年度の学校放送利用の状況
を番組別にみると，すべての理科番組（『ふし

ぎがいっぱい』シリーズ，4 番組）が利用率の
上位を占めた（表4）。また，高学年向け社会
科2 番組『歴史にドキリ』『社会のトビラ』もよ
く利用されていた。いずれも学校放送番組の
時間尺の10 分化に伴い，2011年度あるいは
2012年度に開始された番組であるが，前番組
に引き続き安定した利用がみられる。

利用の内訳をみると，これらの番組は，テ
レビ学校放送番組よりもNHKデジタル教材の
利用が多いという特徴がある。2010年度の前
回調査では，理科・社会科番組でNHKデジ
タル教材の利用が番組の利用率全体を押し上
げる傾向がみられたが，図10のように，その
傾向は今回も継続していた。

表 4　個別番組の利用率＜小学校＞

番組利用率 注 1 NHKデジタル
教材利用率 注 1

低
学
年

　できた　できた　できた
　学校生活編（1年） 7.5 （7.4） 1.2 （0.7）

24  できた　できた　できた
　家庭・社会生活編（1年） 5.2 0.8

24  できた　できた　できた
　健康・からだ編（1年） 5.6 0.7

　ざわざわ森のがんこちゃん（1･2年） ▼31.9 （37.6） 3.3 （2.3）

　おはなしのくに（1〜 3年） ▼10.8 （16.0） ▼0.2 （1.5）

中
学
年

23  知っトク地図帳（3･4年） 9.4 3.3

　見えるぞ！ニッポン（3･4年） 10.1 （11.0） 3.1 （2.9）

23  ふしぎがいっぱい　小学校3年 34.2 （38.2） 17.4 （17.6）

23  ふしぎがいっぱい　小学校4年 36.6 （36.5） 19.5 （18.3）

　時々迷 （々3･4年） 13.9 （12.4） △ 2.1 （0.7）

高
学
年

23  社会のトビラ（5年） 20.1 （18.9） 10.7 （8.0）

24  歴史にドキリ（6年） 28.7 （30.4） 13.4 （13.8）

23  ふしぎがいっぱい　小学校5年 42.1 （42.1） 25.6 （24.1）

23  ふしぎがいっぱい　小学校6年 41.4 （39.5） 24.6 （22.1）

　道徳ドキュメント（5・6年） 11.0 （13.8） 3.2 （1.9）

　伝える極意（5・6年） 2.6 （2.7） 0.9 （0.8）

23  プレキソ英語（5・6年） 2.7 0.4

　えいごルーキーＧＡＢＢＹ（5・6年） 1.8 （2.3） 0.2 （0.7）

２
～
６
年

24  おはなしのくに クラシック（3 〜 6年） 4.3 0.4

　ひょうたんからコトバ（3 〜 6年） 3.4 （4.3） 0.9 （1.5）

23  どきどきこどもふどき（3 〜 6年） 2.0 ─

24  げんばるマン（3 〜 6年） 1.9 0.4

　マテマティカ２（4 〜 6年） 2.3 （2.5） 0.8 （0.8）

24  メディアのめ（4 〜 6年） 3.7 0.8

　カラフル！（2 〜 6年） 4.6 （5.1） 0.8 （1.2）
養
護
・
特
別
支
援

24  スマイル！ 3.8 0.8

　ストレッチマン・ハイパー 3.4 （3.3） 0.4 （0.2）

　コミ☆トレ 2.5 （2.8） 0.5 （0.5）

大科学実験 △ 4.0 （1.7） 1.2 （0.7）

ミクロワールド 2.5 0.7

 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 : ○24 は2012年度の新番組，○23 は2011年度の新番組である。
注3：（　）内は，2010年度の数値である。ただし，
 「ふしぎがいっぱい 小学校3年」は「理科3年 ふしぎだいすき」の，
 「ふしぎがいっぱい 小学校4年」は「理科4年 ふしぎ大調査」の，
 「ふしぎがいっぱい 小学校5年」は「理科5年 ふしぎワールド」の，
 「ふしぎがいっぱい 小学校6年」は「理科6年 ふしぎ情報局」の，
 「社会のトビラ」は「日本とことん見聞録」の，
 「歴史にドキリ」は「見える歴史」の，それぞれ後継番組である。
注4 : △▼マークの数値は，信頼率95%で2010年度に比べて有意差がある。

（100%= 全学校）　（%）
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ⅱ 低学年向けの番組には，マナーやルールを学ぶ

特別活動の番組，人間関係のトラブルを解決す

るためのコミュニケーションスキルを育てる番

組など，道徳番組と類似したテーマを扱った複

数の番組が放送されており，利用が分散した。

ⅲ 国語番組は，物語など教科書本文の範読にも使

われる，後述の「指導者用電子教科書」（59ペー

ジ参照）と競合している。

なお，『おはなしのくに』は，これまで著作
権の関係からテレビ放送でのみ視聴可能な番
組であったため，NHKデジタル教材での視聴
対応を求める声が多く寄せられていた。その要
望に応えて，2013年度からNHKデジタル教材
でも視聴できるようになった。

このほか，全体的に「総合的な学習の時間」
向けの番組の利用が伸び悩んでいる。「総合
的な学習の時間」は，2002年度に全面実施と
なった旧・学習指導要領で重点が置かれたが，
新・学習指導要領では教科学習の比重が大き
くなったことも反映しているものと考えられる。

理科・社会科番組は，テレビの時代から，
実験や自然現象，各地の様子や歴史的資料な
ど教室で再現が難しいものを取り上げ，活発
に利用されてきた。現在では，番組だけでな
く，NHKデジタル教材で，資料映像の動画ク
リップも利用できるようになり，利用が広がっ
ている。

一方，低学年を対象にした，道徳番組『ざ

わざわ森のがんこちゃん』と国語番組『おはな

しのくに』の2 番組は，有意に利用率が減少し
た。これは，次に挙げる複数の要因が相まっ
たことによるものと考えられる。
ⅰ この2番組は，録画視聴よりも番組のオンエア時

の視聴による利用が多い7）。しかし，2012年度

の番組編成から番組の再放送回数が減少したた

めに，視聴の機会も減少した。

番組連動デジタル教材の利用

両方の利用

テレビ学校放送番組のみ利用

2004年度

2006年度

2008年度

2010年度

2012年度

番組連動デジタル教材の利用

両方の利用

テレビ学校放送番組のみ利用

2004年度

2006年度

2008年度

2010年度

2012年度

ふ
し
ぎ
が
いっ
ぱ
い
　
小
学
校
5
年

ふ
し
ぎ
が
いっ
ぱ
い
　
小
学
校
6
年

番組
利用率

NHKデジタル
教材の利用

42.1％14.0％11.6％16.5％

テレビ番組のみ利用
NHKデジタル教材のみ利用

両方の利用

42.1％13.6％10.5％18.0％

35.3％5.6％7.9％21.8％

28.4％4.0％24.4％

33.9％2.4％5.0％26.5％

41.4％12.9％11.7％16.7％

39.5％11.5％10.5％17.4％

32.9％5.3％6.2％21.4％

26.0％1.7％2.4％

3.7％

21.9％

24.4％20.7％

自由回答から　< 小学校 >

「最近の 6 年生は，時代劇もあまり見たことがなく，歴史
の内容をイメージしにくい児童が多い。そこで，『歴史にド
キリ』を見せると，状況をイメージでき理解しやすく，興
味を持つ児童も出てきた。」　　　　　　　　　　（徳島県）

「NHK デジタル教材は貴重な映像が多く，児童の興味・関
心が向上する。内容が十分に練られているので，教師とし
ても教えきれていないことに気づく機会にもなっている。」

（三重県）

「理科と社会では，NHK の番組を活用してきた。教室で
は見せられない本物に臨場感をもって触れられる，歴史で
は昔に自分が生きているかのようにバーチャルに感じられ
る。児童に与える影響力は，今も非常に大きい。」（長野県）

「音楽の教材がないので困っている。動画や番組で音楽の
鑑賞をさせたい。楽器の音色，特徴などを動画クリップと
してまとめられないだろうか。」　　　　　　　　 （宮崎県）

図 10　利用の多い番組の利用の内訳　＜小学校＞

注1:「両方の利用」：授業でテレビ番組とNHKデジタル教材の両
方を利用している学校

注2 :「ふしぎがいっぱい　小学校5年」は，2006年度〜 2010年
度は「理科5年　ふしぎワールド」，2004年度は「サイエン
ス・ゴーゴー」であった。

 「ふしぎがいっぱい　小学校6年」は，2006年度〜 2010年
度は「理科6年　ふしぎ情報局」，2004年度は「3つのとび
ら」であった。

（100%= 全学校）
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 3. 多彩な NHK 教育サービスの利用

（1）児童･ 生徒 ･ 教師向け教育イベントの利用
NHKが行っている教育サービスは，学校

放送番組やNHKデジタル教材以外にも，児
童・生徒，さらには教師も参加・体験をする，
多様な教育イベントにまで及んでいる。これら
は，児童・生徒にとっては，教室の学習だけ
にとどまらない，人間的な成長を促す場に，
そして教師にとっては，新たな教育情報を取
得したり，教師同士が研さんしあったりする場
になっている。教育イベントに関する情報は，
ポータルサイトのNHK for School（50ページ）
から入手できる。

児童・生徒を対象とするイベントでよく利用
されているのは，「NHK全国学校音楽コンクー

ル」（利用校の割合は小学校 3.8％，中学校14.5％，

高等学校11.4％），「NHK杯全国放送コンテスト」
（中学校 5.7％，高等学校 29.8％），小学校高学年
対象の「キミが主役だ！NHK 放送体験クラ

ブ」（小学校 3.6％）などがある。
全国学校音楽コンクールは，合唱のコンクー

ルとして1932年，校内放送の活動の成果を競
う放送コンテストは1954年開始で，いずれも
長い歴史を持つ。放送体験クラブは，NHK
の各放送局で，模擬ニュースの制作体験など，
放送局の仕事と役割を体験する機会を児童に
提供するもので，開始の2000年度から2012
年度までに全国で延べ1万2,000校を超える小
学校が参加した。主催者が放送局ならではの
イベントとして，全国学校音楽コンクールの模
様や参加校の歌声，放送コンテストに寄せら
れた作品，放送体験クラブで児童が制作した
模擬ニュースなどは，番組の放送あるいはイン
ターネット配信を通じて広く発信されている。

教師向けのイベントとして定着したのが，「先

生のためのデジタルテレビ・ICT活用講座」で
ある。NHKデジタル教材やICTを活用した授
業作りを学ぶ出張型のワークショップとして，
2002年度から毎年全国10か所で開催してい
る。教師が一堂に集まり，ICTの活用や模擬
授業を体験できるとともに，教師同士が情報
交換をしながら授業で役立つ工夫を入手でき
る。開始されてこの10 年の間に，全国すべて
の都道府県で開催された。

（2）これからのサービスとしての 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アーカイブスに保存されている番組およ
びその素材映像や音声を学校教育の場に提供
するサービスとして，2009年度に開始したのが，

「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」である。
「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」「防
災」「情報」などの8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4,600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
合わせて，自分の作品を作ることができる。

いずれのサービスもまだ学校への普及過程
の段階であるが，すべての校種で，「利用し
てみたい」と回答した学校の割合が有意に増
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加し，強い利用意向が示されている（表5）。
NHKティーチャーズ・ライブラリーは放送番
組を授業で利用するための新しいサービスとし
て，NHKクリエイティブ・ライブラリーは児童・
生徒の映像リテラシーの育成にも役立つサー
ビスとして，利用の広がりが期待される。

（3）NHK 教育サービス利用の全体像
以上，NHKが提供する学校放送番組や

デジタル教材，教育イベントなどの利用につ
いてみてきたが，ここで次の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
みたい。

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教材
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・教師向けに行っている教育イベ
ントやその他のサービス

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

図 11　NHK 教育サービス利用の全体像
（100%= 全学校）

表 5　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

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

△19.3 △ 21.9 △18.5 △16.2 17.3 17.6
（13.3） （11.8） （12.8） （12.1） （13.1） （13.7）

利用した
教師がいる

1.7 1.9 1.3 2.0 0.7 3.3
（2.0） （1.3） （1.3） （1.4） （2.0） （1.5）

利用してみたい
△ 78.2 △ 76.7 △ 67.7 △ 76.4 △ 75.8 △ 65.0
（52.5） （53.2） （47.3） （55.2） （55.6） （50.1）

注1：（　）内は，2010年度の数値である。
注2：△▼のマークの数値は，信頼率95%で2010年度に比べ有意差がある。

（100%= 全学校）
（%）

小学校
NHK教育サービス利用校

82.7％

高等学校
NHK教育サービス利用校

71.9％

中学校
NHK教育サービス利用校

69.6％

NHKの放送番組
NHKデジタル教材利用

79.5％

18.4％ 32.8％

NHKの
教育イベント利用 注2

学校放送利用 72.0% 注1
一般番組利用 11.8%

56.5％

（n=844） （n=421） （n=449）

28.5％28.7％

55.5％

28.1％
39.2％

NHK番組を素材とする
市販ビデオ・DVD教材利用

学校放送利用 30.6% 
一般番組利用 43.0%

学校放送利用 28.1% 
一般番組利用 48.8%

注１：「学校放送利用」は，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利用している学校の割合である。
注2：NHK全国学校音楽コンクールやNHK杯全国放送コンテスト，放送局訪問や番組制作体験の場の提供，教師対象の

研修会など，NHKが児童・生徒，教師向けに行っているイベント系の教育サービス
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校では82.7％，中学校は69.6％，高等学校
は71.9％が該当する。図11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
が，次のような特徴がみられる。

どの校種においても最も比重が大きいのは，
放送番組・デジタル教材の利用である。その
内訳をみると，小学校では圧倒的に学校放送
番組とNHKデジタル教材の利用が多いのに対
し，中学校と高等学校では一般番組が多く利
用されている。『NHKスペシャル』の各番組（い

ずれかの『NHKスペシャル』の番組を利用している

中学校 22.6％，高等学校32.5％）や，現在放送中
の『プロフェッショナル　仕事の流儀』（中学校

12.1％，高等学校16.0％），『歴史秘話ヒストリア』
（中学校4.8％，高等学校8.9％）とともに，『プロジェ

クトＸ』『その時歴史が動いた』など，すでに放
送が終了した番組も，放送当時に録画された
ものや市販ビデオ・DVDなどを活用するなどし
て今なおよく利用されている。

また，3つの円の重なり具合に注目すると，
小学校は，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
教材も利用しており，3つの円の重なっている
部分が大きい。中学校と高等学校では，NHK
の市販ビデオ・DVDのみ，あるいは教育イベン
トのみを利用している学校も少なくない。NHK
の教育サービスが，校種によってさまざまな形
で利用されている様子がみてとれる。

ここまでは，完全地デジ化後の学校のメディ
ア環境の変化と，その環境下でのNHKの教
育サービスの利用についてみてきた。放送番
組やデジタル教材を始めとして，NHKの教育
サービスは多くの学校で利用されており，学校
教育において重要な役割を果たしていること
がみてとれる。次に，新たな教材として利用が
進みつつある「デジタル教科書・電子教科書」
の利用実態について詳しくみていく。

 4. 利用が始まった「デジタル教科書・
　　　　   電子教科書」とこれから

（1）およそ半数の小学校で利用されている
　　　　　　　  「指導者用電子教科書」
「デジタル教科書・電子教科書」とは，既存

の紙の教科書の内容に，それと連動した音声
や動画，アニメーションなどを加えた，パソコ
ン用教材である。
※ 以下，本稿では，NHK デジタル教材や，その他の「デ

ジタル教材」の名称で提供されている教材との混同

を避けるために，「電子教科書」の名称を使用する。

現在，実用化されている電子教科書は，教
師が教室の電子黒板などに大きく提示して児

自由回答から < 中学校・高等学校 >

「『NHK特集』やドラマ（昔のもの。「山田太一シリーズ」など）

等を，道徳や総合的な学習の時間などで活用したい。『プ

ロジェクトＸ』も良いものがある。」　　  （中学校・埼玉県）

「自宅で『１０min. ボックス』『NHK スペシャル』『クロー

ズアップ現代』はすべて録画し，授業で使えそうなものは

使っている。新しく学習に加わった“食育”の領域をテー

マにした番組を望む。」　　　　　　　　（中学校・三重県）

「学校放送番組でなくても，一般番組が授業で十分に使え

る。使ってみたい番組はたくさん NHK のものの中にある。」

（中学校・千葉県）

「特に教材を意識して番組が作られていなくても，良質な

ドキュメンタリーや特集番組であれば，教員がピックアッ

プして使う。」　　　　　　　        　 （高等学校・大阪府）

「『プロジェクトＸ』『プロフェッショナル』『NHK スペシャル』

などの一般向けの番組に，教育的な内容が含まれている

が，生徒は家庭でそのような番組を見ていないので，ぜひ

学校で見せたい。」　　　　     　　　（高等学校・福岡県）
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童・生徒の指導に活用する，「指導者用電子教
科書」である（写真2）。名称は「教科書」であ
るが，文部科学省の検定を受けているわけで
はなく，その位置づけはあくまでも「教材」の
ひとつである。「指導者用電子教科書」は，国
の教育におけるICT活用の推進と，2011年度
に小学校から始まった新しい学習指導要領の

全面実施をきっかけに，各教科書会社が自社
の教科書に即したものを教科別に制作するよ
うになり，学校に向けて販売されている。

本調査において「指導者用電子教科書」の
利用状況を調べたところ，図12のように，小
学校では，およそ半数の学校で利用されてい
た。新しい学習指導要領の実施は，小学校か
ら中学校，高等学校へと進んだため，教科書
会社の「指導者用電子教科書」の制作も小学
校から始まっており，利用の状況は校種によっ
て差がある。
※ 2012 年 3 月の文部科学省の調査データでは，「デ

ジタル教科書を整備している」小学校の割合は

29.4％であった。文科省は，小学校の「外国語活動」

について「指導者用電子教科書」に類する教材を

独自に作成し希望する学校に無料で配布している

が，教科と認めていない「外国語活動」の教材は「教

科書」とはみなさないため，文科省調査では対象

に含まれていない。しかし，文研が実施した本調

査では，文科省の「外国語活動」用の教材も，内容，

利用のしかたの面でも，他の「指導者用電子教科

書」に相当するものと判断し，対象に含めている。

（2）教科で異なる
　　　　「指導者用電子教科書」の利用
「指導者用電子教科書」を利用している学校

に，利用している主な教科をたずねた結果が
表6である。小学校では外国語活動，中学校
では外国語が最も多く，それぞれ利用校の半
数が利用していた。以下，小学校では，算数
と国語，中学校では理科がよく利用されていた。

小学校の外国語活動，中学校の外国語で
利用が多いのは，英文の範読やヒアリング，
単語の発音など，かつてはカセットテープや
CDなどの音声教材を再生していたものが「指

図 12　指導者用電子教科書の利用

写真 2　小学校　国語の指導者用電子教科書

高等学校

中学校

小学校 51.8

1.1

0.9

1.1

47.2％

72.9

94.9

4.0

27.1

利用校 非利用校 不明
（100%= 全学校）

「指導者用電子教科書」を起動させると，電子黒板やデジタ
ルテレビに教科書の紙面が拡大されて映し出される。

（協力：筑波大学附属小学校 青山由紀教諭）

漢字をクリックすると，筆順が
アニメーションで提示される。

Ⓒ光村図書出版株式会社
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2012年度学校放送利用状況調査では，
中間集計の段階で，「指導者用電子教科書」
の利用が小学校で急速に広がっている状況
がみてとれた。そこで，急きょ，クラス担任
として授業を行っている，小学校1年，3 年，
5 年の教師を対象に，「指導者用電子教科
書」の詳しい利用実態を探る補完調査を実
施した 8）。

ここでは，自由記述を中心に，学校全
体の状況をとらえる「学校放送利用状況調
査」では把握できなかった，教師の担当
学年と教科による利用の違いに注目するこ
とにする。

  1 年生担任教師
重要な語句を確かめながら，蛍光ペンで

マークするなどの作業で理解が深まった。挿
絵を拡大して指示棒で示しながら説明すると，
児童の注目度が高まった。     （国語・三重県）

物語文や挿絵を拡大して見せた。漢字の書き
順はアニメーションで見せると理解しやすい。

（国語・茨城県）
数を数える活動では，拡大図を示したこと

により，一斉指導の際に非常に理解しやすく
なった。　　　　　  　　　　（算数・栃木県）

  3 年生担任教師
教科書の範読を聞かせていたら，音読のし

かたが，聞かせていないクラスの児童とは全く
違っていた。　　　　　 　  　（国語・埼玉県）

アニメーションで図形に動きが加わるので，
どのように移動したのか，視覚的にとらえられ
るのがよい。　　　　　　  　 （算数・大阪府）

実際には見ることが難しい，蝶が，ふ化す
るところや羽化するところを動画で見ることが
でき，理解が深まった。　　   （理科・愛知県）

  5 年生担任教師
自動車工場など，実際には見学に行けない

が，動画で詳しく見ることができた。
（社会・東京都）

単語の発音を児童が聞いたり，まねするこ
とで，より正しい発音，聞き取りができるよう
になった。               （外国語活動・福井県）

実験の手順や様子，結果を，動画で理解さ
せることができる。               （理科・香川県）

3 年生から学習が始まる理科と社会では，
3 年生と5 年生のいずれも動画による資料
映像の利用が多く，すべての学年で利用が
多かったのは，算数における，図形などの
アニメーション表示の機能であった。

1年生で特徴的だったのは，3年生や5年
生に比べて，教科書の本文や挿絵，写真な
どの拡大表示の機能が多く使われているこ
とである。1年生については，席に着いて授
業に集中することができない，教師の話を聞
かないなど，いわゆる「小1プロブレム」も指
摘されているが，授業において児童の集中度
や注目度を高めることに，拡大表示の機能
が役立っているものと考えられる。

今後「指導者用電子教科書」を利用した
い教科についてたずねたところ，学年を問わ
ず多かったのは国語と算数であった（それぞ
れの学年の教師の3 〜 4割）。この2つの教
科は，学習の基本でもあり，本文（63ページ）
にもあるように，授業を教科書のテキスト・
ベースで進める上で，「指導者用電子教科書」
の特性を効果的に活用しやすいことも反映さ
れていると思われる。教科書に基づく映像
教材として，「指導者用電子教科書」に対す
る教師の期待がみてとれる。

学年で異なる「指導者用電子教科書」の利用
～小学校教師を対象とする補完調査から～
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導者用電子教科書」に置き換わったものとい
える。また，資料として組み込まれている動
画で海外の様子を視聴することで，児童・生
徒の興味や関心も高まる。特に，小学校の
教師は必ずしも外国語（英語）の指導資格を
持っているわけではなく，全国各地に配置さ

れている外国語指導助手（ALT，Assistant 
Language Teacher）9）が来校して授業を担当
する機会も限られていることから，ネイティブ・
スピーカーの発音に繰り返し触れさせる意味で
も，外国語活動での利用が多いようだ。
「指導者用電子教科書」の利用の感想をたず

ねると，教材として好意的にとらえている学校
が多い。総じて，「拡大表示をすることで，児
童・生徒の注目度や集中度が高まる」「教科書
の流れに沿って映像資料を提示できる」「アニ
メーションで直感的な理解ができる」といった
点が評価されていた（図13）。この他，教科
書の説明に映像資料など必要な資料が組み込
まれているために，効率的に教材研究ができ
るという点も，一定の評価がみられた（小学校，

中学校ともに28.9％）。校務を含めて多忙な毎日
を送る教師にとって，授業中だけでなく，教材

準備の上でも役立っているようだ。
一方で，必ずしもすべての教科や授

業で利用するのではなく，児童・生徒，
教師の状況に応じて使い分けた方がよ
いと考える学校も存在している。「指導
者用電子教科書」も数多く存在する「教
材」のひとつであり，それをどのように
利用するのかは実際に授業を行う教師
自身が主体的に考え選択するべきだと
いうことであろう10）。

（3）教科による「指導者用電子教科書」と
　　　　 「NHK 学校放送」との使い分け

ここまで「指導者用電子教科書」の
利用についてみてきたが，社会や理科
における資料動画の利用など，映像教
材としての「NHK学校放送」サービス
との類似点も見受けられる。そこで，

（100%= 指導者用電子教科書利用校）

小学校（n=398） 中学校（n=114）

国語 42.2 国語 27.2

書写 16.6 社会 28.9

社会 27.6 数学 28.1

算数 45.5 理科 39.8

理科 24.1 外国語 54.4

外国語活動注 54.8
注：小学校の「外国語活動」については，60ページを参照。

表 6　指導者用電子教科書の主な利用教科
< 小学校・中学校 >

（100%= 指導者用電子教科書利用校）（％）

図 13　指導者用電子教科書の利用の感想（上位 5 項目）
< 小学校・中学校 >

このような教材は，一律にすべての授業で
利用するというよりも，教科や単元の
ねらい，教師の力量，児童・生徒の興味や
関心に応じて使い分けるのがよい

漢字の筆順や，算数・数学の図形の
説明など，アニメーションで
児童・生徒が直感的に理解できる

本文の読み上げや実物の音など，
音声的な要素が，児童・生徒の興味や
想像力を高める

教科書の説明にある動画や静止画の
映像資料が組み込まれており，
教科書の流れに従って
再生できるのが便利である

教科書の本文や挿絵，写真などを
拡大して提示できるため，児童・生徒の
注目度や集中度が高まった

83.2%

70.2 

67.1

52.6

44.5

50.0

44.0

42.1

31.7

38.6
小学校（n=398）
中学校（n=114）



63

両者の利用がどのような関係にあるのか，小学
校に注目してとらえてみたい。
※ここでの「NHK 学校放送」には，テレビ学校放送

番組とNHKデジタル教材の両方を含むものとする。

小学校において，NHK学校放送利用校と
「指導者用電子教科書」を利用している学校の
関係を表したものが，図14である。NHK学校
放送利用校においても，その半数が「指導者
用電子教科書」を利用していた。ただし，教
科によって利用に差がみられ，たとえば，国
語では，「NHK学校放送」の国語番組の利用
と「指導者用電子教科書」の利用がほぼ拮抗
していたが，理科と社会では，圧倒的に「NHK
学校放送」（理科番組，社会科番組）が多く
利用されていた。

これは，それぞれの教科において，授業の
進め方や教科書の位置づけが異なるためでは
ないだろうか。「指導者用電子教科書」の利用
が多い国語や算数，外国語活動は，どちら
かといえば教科書のテキスト・ベースに授業が

進む教科である。そのために，教科書の本文
や挿絵など，「教科書」そのものが提示される

「指導者用電子教科書」が多用される。一方，
理科や社会のように，実験や自然現象，日本
や世界の各地の様子，歴史的資料といった，
動画などによる映像資料が多用されて授業が
進む，資料性が重視される教科については，

「NHK学校放送」を利用する学校が多いとい
うことが考えられる。

このように，「NHK学校放送」と「指導者用
電子教科書」は，教科によって利用の使い分
けが行われているといえる。自由回答からも，
それぞれの教材としての良さを評価しながら授
業に取り入れている様子がみてとれる。

今回の調査では，今の学校現場におけるト
ピックとして「指導者用電子教科書」について
取り上げた。「NHK学校放送」を始めとする既
存の教育コンテンツに「指導者用電子教科書」
が加わり教育コンテンツの多様化が進むことに
よって，学習の形態もさらに多様化するものと
思われる。

自由回答から < 小学校・中学校 >

「教科書が教材の中心になるため，指導者用電子教科書の

使用機会が多い。動画は，NHK デジタル教材が教材とし

て優れている。」　　　　　　　　　　　（小学校・岡山県）

「NHK のものは出演者や内容も精選されており，発想が

現代的で斬新なものが多く，わかりやすい。指導者用電

子教科書はまだ開発途上で，内容も十分とはいえない。」

（中学校・神奈川県）

「教科と内容によって使い分けができる。それぞれに良さ

がある。学校で体験できない内容（夜の星の動き，植物の

成長）は NHK のものが使いやすい。」　 （小学校・長野県）

「単元，内容やねらいによって使い分けている。指導者用

電子教科書から NHK デジタル教材にアクセスして，関連

の教材を提示できるような使い方ができれば，学習効果

がさらに上がると思う。」　　　　　　    （中学校・奈良県）

図 14　NHK 学校放送利用と
指導者用電子教科書の利用との関係

< 小学校 >

社会

理科

国語

小学校
全体

ＮＨＫ学校放送
（テレビ学校放送番組・ＮＨＫデジタル教材）

のみ利用

学校放送利用校

ＮＨＫ学校放送と
指導者用電子教科書の

両方利用

指導者用
電子教科書
のみ利用

34.7%

11.3 15.64.4

50.8 3.38.1

32.8 7.75.3

9.837.3

NHK国語番組利用校

NHK理科番組利用校

NHK社会科番組利用校

（100%= 全学校）
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 おわりに

21世紀に入り，はや13回目の新学期が始
まっている。かつて「スクール・ニューディール」
構想が目標として掲げた「21世紀の学校」は，
どこまで現実のものとなっているのだろうか。
完全地デジ化後に実施した2012年度学校放
送利用状況調査からみえてきたのは，地上デ
ジタル放送の視聴対応を始め，授業の場とな
る普通教室のメディア環境がフル装備されて
いる学校はまだ限られているものの，地デジあ
るいはインターネットのどちらかしか利用でき
ない学校でも，その環境に合わせた学校放送
利用が行われているという状況である。「教育
の情報化ビジョン」に登場する，児童・生徒が
各自のタブレットPCにインストールされた「学
習者用電子教科書」11）を操作しながら，互い
に教え合い学び合う「協働学習」の実現が「21
世紀の学校」として構想されている姿なのかも
しれないが，そこまでは及ばずとも，まずは，
これまでと比べて教師が手を伸ばせば届くとこ
ろにまでようやく近づいた地デジやインターネッ
トを，その環境に応じて授業の中に取り入れ
ている様子がうかがえた。

今回の調査においても，学校放送利用では，
テレビによる学校放送番組の利用が減少し，
NHKデジタル教材の利用が増加した。しかし，
必ずしもコンテンツとしての「番組」の利用が減
少しているわけではなく，インターネットを利用
できる教室では，NHKデジタル教材による番
組視聴も行われていた。「番組」自体が，今も
有効な教育コンテンツのひとつとして学校教育
現場で活用されていることに注目したい。
「番組」の教育活用とは，その視聴を通じて

ストーリーとともに映像を読み解きながら，思

考の展開をたどることから始まる。学校放送が
これまで培ってきた，クラス全員でひとつの番
組を共に視聴し，そこから生まれる一人ひとり
の受け止めを確かめ合い，クラス全体で共有
しあいながら学び活動するという放送学習の
今日的な意義は，まさにこの「共有」というこ
とにあるのではないだろうか。共有に至る過程
で，しばしばグループ単位でのお互いの意見
の交換や活動が起点となることは，学校放送
の歴史の中で蓄積されてきた，さまざまな実践
からもみてとれることである。すなわち，協働
学習とは，タブレットPCを手にして初めて可
能になるというわけではなく，すでにこれまで
の放送学習の中でも行われてきたことなのであ
る。たしかにタブレットPCを使えばお互いの
意見が視覚化され，より伝わりやすくなるとい
う側面は大きいが，これまでの実践を顧みる
と，すでに存在している「番組」というコンテ
ンツも，児童・生徒同士の学び合いを大切に
する協働学習の実現に十分貢献できるはずで
ある。
「番組」の利用を進める上で，録画視聴だけ

でなく，「インターネット」を経由すればいつで
も授業で利用できるようになったことで，その
利便性は大きく向上した。また，ほとんどのテ
レビ学校放送番組の時間尺が10 分に改編さ
れたことによって，小学校の45 分間の授業に
おいても，番組視聴後の学習や活動をこれま
で以上に深める余裕が生まれたことであろう。
あるいは，同じ1回の授業の中で2 本の番組
を視聴することも考えられる。授業の冒頭では
学習のモチベーションを高めるために視聴し，
最後に授業のまとめとして視聴する，または学
習内容の掘り下げをねらって同じテーマの番組
を2 本続けて視聴するなど，多様な番組利用
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の可能性が広がった。もちろん，番組の視聴
とNHKデジタル教材のコンテンツを組み合わ
せた利用も可能である。すでに地デジ化に先
んじて地上デジタル放送の教育活用の実践も
進められてきたが，高画質番組の視聴の効果
だけでなく，データ放送などの機能も併せ持
つデジタルテレビ，視聴画面に書き込みがで
きる電子黒板の特性も生かした授業など，地
デジ化後の「番組」利用から生まれる実践の
本格的な蓄積はこれからだと思われる。それ
ぞれの教室で，「番組」視聴から始まる学びが
広がることを期待したい。

学校教育現場には，地上デジタル放送，イ
ンターネットだけでなく，さまざまなICT機器
が登場している。「指導者用電子教科書」を始
め，教育コンテンツも多種多様である。たとえ
それらが学校や教室に整備されても，どのよ
うに使いこなしていけばいいのか，戸惑って
いる教師も少なくない12）。学年や教科の特性，
クラスの児童・生徒の学力，適性などに応じて，
どの状況でどの機器やコンテンツを使うか，逆
にどの状況では使わない方が効果的なのか，
教師自身が決定し授業を構築していくデザイ
ン力が求められている。全国で教師の世代交
代も急速に進む中で，教師を支え，継続的に
ナビゲートしていくサービスはこれまで以上に
重要となってくるであろう。

NHKでは，2013 年 4月より，教育ジャーナ
ル番組『エデュカチオ！』をＥテレ（教育テレ
ビ）で開始した。教育とメディアに関わる問題
だけでなく，「いじめ」「体罰」「学力」など学
校現場が直面している課題も取り上げるもので
ある。このような番組を通じて教師が情報を
取得する回路を増やすことも，教師のサポート
につながるであろう。すでにソーシャルメディ

アを使った教師同士のネットワークも形成され
ているが，教師が情報交換をしあう場も，イ
ンターネット上だけでなく，たとえば NHKで
開催している「先生のためのデジタルテレビ・
ICT 活用講座」のように，リアル・コミュニケー
ションの場を充実させていくことも重要だろう。

前回，学校放送利用状況調査が実施され
た2010 年度以降の2年の間に，学校を取り巻
く環境はめまぐるしく変化した。時代や社会の
要請に応じて学習の内容も変化を遂げる中で，
メディアの進展とともに，学校をめぐる環境の
変化が加速化することも予想される。今ある
学校も「21世紀に存在している」という意味で
は「21世紀の学校」なのだが，そこから本当
に求められる姿である「21世紀の学校」へど
のように向かっていくのか，そこではどのよう
な学びがもたらされるのか。メディアと教育利
用という観点から，調査を通じて学校教育現
場の状況を引き続き注目していくとともに，こ
れからの歩みが何よりも児童・生徒の学ぶ喜
びにつながることを望みたい。

（わたなべ せいじ / こだいら さちこ）

注：

1）文部科学省「教育の情報化ビジョン」は，http://
www.mext.go.jp/b_menu/houdou/23/04/__
icsFiles/afieldfile/2011/04/28/1305484_01_1.
pdf を参照。

2）ただし，高等学校の数学と理科は，他教科より
1 年前倒しして，2012 年度入学生から新学習指
導要領による指導が行われている。

3）「普通教室でインターネットを利用できる学校」
とは，図 2（48 ページ）に示した「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」を指す。
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4）学校で利用されている電子黒板には，プロジェ
クターと一体になっているタイプ，プロジェク
ターでホワイトボードに投影するタイプ，既存
の黒板に貼ってプロジェクターで投影するタイ
プなど複数あるが，そのいずれかのタイプの電
子黒板を保有している学校を指す。

5）本調査では，学校におけるテレビの設置状況に
ついて継続的に調べている。地上デジタル放送
開始直前の 2002 年度の段階では，たとえば小
学校では，アナログ視聴のテレビを保有してい
る学校の割合は 98.6％，普通教室にテレビが設
置されている学校の割合は 93.2％であった。

6）渡辺誓司「進む学校放送利用の多様化と進ま
ない学校のデジタル化〜 2008 年度 NHK 学校
放送利用状況調査から〜」『放送研究と調査』
2009 年 6 月号，pp32-49 を参照。

7）過去の調査でも，小学校低学年向け番組や道徳
番組でオンエア時の視聴が多い傾向はみられ
た。前回の 2010 年度調査では，小学校低学年
において，道徳番組を利用している学校の 6 割，
国語番組を利用している学校の半数でオンエア
時の視聴が行われており，他の学年，教科に比
べてその割合が高いことが確認された。

8）小学校教師を対象としたこの調査は，全国の小
学校から系統抽出した 302 校の 1 年，3 年，5
年担任教師各 1 名，計 906 名を対象に，郵送法
で実施した。2013 年 1 月 10 日（木）〜 3 月 21
日（木），督促 1 回。有効回答数は 494（有効
回答率 54.5％）であった。
この調査では，「指導者用電子教科書」以外に
も，「NHK 学校放送番組」「NHK デジタル教
材」も含めた多様な映像メディア教材を取り上
げて，教師一人ひとりの利用実態の詳細を調べ
ており，分析結果については，別途本誌で発表
の予定である。

9）ALT は，1987 年に開始された「JET プログラ
ム」に基づき，全国各地の教育委員会あるいは
学校に配置され，国際交流や外国語教育を支援
する。「JET プログラム」とは，都道府県，政
令指定都市，市町村などの地方公共団体が，総

務省，外務省および文部科学省の下に実施して
いる「語学指導等を行う外国青年招致事業（The 
Japan Exchange and Teaching Programme）」
のことで，2012 年度は，アメリカ，イギリス，
カナダなど 40 か国から，約 4,000 名の参加が
あった。

10）今回の調査では，「指導者用電子教科書」を利
用していない学校には，「利用していない」理
由をたずねている。理由で多かったのは，校種
を問わず，「指導者用電子教科書を利用するた
めの機器の環境が整備されていない」「価格が
高いため，購入していない」の 2 点であった。

「指導者用電子教科書」の導入のためには，一
定の設備と金銭的負担が求められる。ただ，「利
用していない」学校でも，小学校では 8 割，中
学校では 7 割，高等学校でも半数を超える学校
が「利用してみたい」と回答しており，教材と
してのけん引力は強い。

11）総務省が全国 20 校で行っていた「フューチャー
スクール推進事業」は 2013 年 3 月に先行開始
した小学校 10 校が終了し，連動して進行して
いる文部科学省による「学びのイノベーション
事業」が引き続き行われる。前者が ICT 環境
などハード面の検証を行うのに対し，後者は，
児童・生徒が使用する「学習者用電子教科書」
など，ソフト面の検証が行われている。

「フューチャースクール」推進事業については，
総務省の報告書からその詳細を知ることができ
る。
･ 総務省（2013）『教育分野における ICT 利活

用推進のための情報通信技術面に関するガ
イドライン（手引書）2013 小学校版：実証
事業 3 年間の成果をふまえて』http://www.
soumu.go.jp/main_content/000218505.pdf

･ 総務省（2013）『教育分野における ICT 利
活用推進のための情報通信技術面に関する
ガイドライン（手引書）2013 中学校・特
別支援学校版：実証事業 2 年目の成果をふ
ま え て 』http://www.soumu.go.jp/main_
content/000218507.pdf
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･ 総務省（2012）『教育分野における ICT 利活
用推進のための情報通信技術面に関するガイ
ドライン（手引書）2012：フューチャースクー
ル推進事業 2 年目の成果をふまえて』http://
www.soumu.go.jp/main_content/000153968.
pdf

･ 総務省（2011）『教育分野における ICT 利活
用推進のための情報通信技術面に関するガイ
ドライン（手引書）2011：フューチャースクー
ル推進事業をふまえて』http://www.soumu.
go.jp/main_content/000110108.pdf

そのほかの報告書は，下記からアクセスできる。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_
tsusin/kyouiku_joho-ka/future_school.html

「学習者用電子教科書」については，デジタル
コンテンツの普及促進を目指したコンソーシア
ムが設立され，独自に学校現場とも連携しなが
ら，実証研究を行っている。
・デジタル教科書教材協議会（2012）『DiTT 

教育の情報化 現状と課題レポート』http://
ditt.jp/office/DiTTreport2012_2.pdf

・デジタル教科書教材協議会（2012）『2011 年
度 DiTT 実証研究プロジェクトレポート』
http://ditt.jp/office/DiTTproject2011.pdf

「電子教科書」に対する研究者の関心も高まっ
ており，第 19 回日本教育メディア学会年次大
会（2012 年 8 月 31 日・9 月 1 日開催）では，「近
未来の教育メディア環境と授業実践」と題する
シンポジウムで，指導者用および学習者用の電
子教科書等の新しいメディアが登場してきた教
育現場の可能性と課題点の議論が行われた。
・ 日本教育メディア学会編（2012）『第 19 回日

本教育メディア学会年次大会発表論文集』
また，日本教育工学会は，教育の情報化につい
て産業界と一緒に考える産学協同セミナーとし
て「教育工学の視点からの未来の学校〜アジア
から学び日本を考える〜」を開催した（2013
年 3 月 23 日）。日本に先立って「一人一台の情
報端末と電子教科書」の整備が進む韓国の学
校現場の様子について，韓国教育情報学術院

（KERIS）の研究者が，教師の養成などこれか
らの課題も交えながら報告を行うとともに，日
本からは「フューチャースクール推進事業」の
研究校から 3 年間の実践報告があった。産学，
立場の異なる参加者が，電子教科書を始めとす
る ICT の教育活用のこれからの可能性につい
てそれぞれの視点から議論を行った。

12）ICT を活用した授業実践に関する情報を，教師，
研究者などが共有する機会も増えている。たと
えば，CEC（一般財団法人コンピュータ教育
推進センター：ICT の教育活用とその推進を
図るために 1986 年に設立，文部科学省，経済
産業省などの支援を受けて活動）による「平成
24 年度『教育の情報化』推進フォーラム」（2013
年 3 月 1 日・2 日開催）では，全国の小学校，
中学校，高等学校，特別支援学校の教師が，タ
ブレット PC や電子黒板，SNS などを取り入れ
た実践報告を行い，ICT の活用をとおしたさ
まざまな学習支援のアプローチが紹介された。
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