
46 APRIL 2021

NHKの学校教育向けサービスのポータルサイト「NHK for School」は，1996 年に前身の「学校放送オンライン」
が公開されて以来，年々利用者を増やしながら25 年の節目を迎えた。

2018 年度のNHK放送文化研究所の「小学校教師のメディア利用と意識に関する調査」では，8割以上の教師
がウェブサイト「NHK for School」を認知，7割に授業での利用経験があった。コロナ禍の休校時には，文部科
学省の「子供の学び応援サイト」での推奨もあり，多くの家庭からもアクセスを集めた。

ネット展開の歴史を振り返ると，利用者が増えてきた背景には，放送番組を単にネットに置き換えるのではなく，
研究者と学習に必要なメディアの要素の再検討を進めて骨格を作り，利用者のニーズを把握・反映させながら随
時改良を加えてきたことがみえてきた。

児童・生徒の1人1台端末が実現しつつあり，「個別最適な学び」と「協働的な学び」が求められる中，学校放
送番組のネット展開の歴史を振り返ることで，今後の公共メディアにおける教育サービスのあり方を考える。
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利用者を増やしながら25年の節目を迎えた。
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研）の「NHK小学校教師のメディア利用と意識
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画像をなるべく多く入れることを試みた。デジ
タルデータは長期保存しやすい場合もあるが，
ウェブサイトの場合はリニューアルされたりサー
ビスが終了したりするとともに消えてしまう。ま
た，ウェブサイトで動画やゲームなどを表示す
る規格は，そのアプリケーションのサービスが
終了すると表示ができなくなる 3）。

放送番組は「NHKアーカイブス」や「放送
ライブラリー」4）で一定程度保存されている。 
一方，ウェブサイトについては，非営利団体

「Internet Archive」により保存されたウェブサ
イトを閲覧できる「Wayback Machine」5）とい
うサービスなどはあるが，すべてのウェブサイ
トのページが閲覧できるわけではない。

ウェブサイトのデザインやユーザーインター
フェースは，画面で示さないとわかりにくいの
で，本稿では静止画ではあるが記録として残
すことを意識した。

学校をめぐるネットワーク環境をみると，コ
ロナ禍で予定を前倒しして進められている文部
科学省の「GIGAスクール構想」6）では，全国
の小・中学校を対象として，「1人1台端末の早
期実現」と「学校ネットワーク環境の全校整備」
に向けて，2年間で総額4,610 億円の予算が計
上され，整備が急速に進んでいる。

また，2021年1月の中央教育審議会答申 7）

では，「2020年代を通じて実現すべき「令和の
日本型学校教育」の姿」として，「個別最適な
学び」と「協働的な学び」を挙げ，その実現の
ためにICTの活用が強調されている。

学校教育現場の環境が大きく変わろうとして
いる2021年，NHK学校放送番組のネット展開
の25年間の歴史を振り返ることで，今後の公
共メディアにおける教育サービスのあり方を考
えたい（表1）。

業での利用経験があった。コロナ禍の休校時
には，文部科学省のウェブサイト「子供の学び
応援サイト」2）での推奨もあり，多くの家庭から
もアクセスを集めた。

学校放送番組のネット展開の歴史を振り返る
と，利用者が増えてきた背景には，放送番組
を単にネットに置き換えるのではなく，教育工
学や教育メディア学の研究者，そして文研など
と，学習に必要なメディアの要素について検討
を進めながら骨格を作り，利用者のニーズを定
期的な調査などで把握・反映させながら随時
改良を加えてきたことがある。

その骨格は「放送番組の配信」「1 〜 2分程
度の資料映像（動画クリップ）」「ゲームやクイ
ズなどの双方向教材（子ども向け）」「授業での
利用案（教師向け）」，そして「交流学習のため
の掲示板」の5つの機能である。

こうした機能の原型はインターネットが普及す
る前の1990年代からマルチメディア教材の制
作と検証を通して試行されてきたことを第1章
と第2章で示し，それぞれの機能の詳細を第
3章で詳述する。そのうえでウェブサイトのデザ
インだけでなく，利用する環境のデザインも含
めたブランディングについて第4章で，「検索画
面」を前面に出し，対象者ごとの利便性を考え
たデザインにした最近の動向を第5章で示す。

本稿ではそれぞれの時代のウェブサイトの

「NHK for School」トップページ（2020年度）
https://www.nhk.or.jp/school/
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 1. 「学校放送オンライン」開始まで
  （～1995年）

「学校放送オンライン」のスタートは1996年，
NHKデジタル教材として機能がまとまったの
は2001年であるが，すでに1980年代半ばか
ら，より充実した教育を行うためにコンピュー

ターがどう利用できるのか，さまざまな試みが
始まっていた。

当時の日本の教育メディア関係者に大きな衝
撃を与えたのが，1984年に公開された「ミミ号
の航海」8）である。アメリカのバンクストリート
教育大学が，3年以上かけて制作した。内容
はクジラの生態調査の冒険物語を軸にしたマ

年 学校放送番組の
インターネット展開関係

NHKの
インターネット展開

「教育の情報化」と
インターネットの普及

～
1995

・ マルチメディア教材「人と森林」（90）
・ 『電話質問箱』（94 〜 95）
・ 『ティーンズねっとわーく』（94 〜 96）

・ nhk.or.jpドメインを取得（91.6）
・ 初のテレビ番組公式サイト「Sim TV2」公

開（94.12）
・ 「NHK放送技術研究所」 サイト公開（95.6）
・ 「NHKオンライン」サイト初公開（95.10）

・ 「教育用コンピュータ整備費補助（5か年計
画）」（90）

・ 『情報教育に関する手引』（90.7）
・ 「教育用コンピュータ新整備計画（6か年計

画）」（94）
・ 「100 校プロジェクト」（95）

1996
～

2000

・ 「学校放送オンライン」と，環境教育番組
『たったひとつの地球』のウェブサイト開設
（96.6）

・ 『たったひとつの地球』が交流学習をベー
スにした『インターネットスクール・たった
ひとつの地球』にリニューアル（98.4）

・ 『デジタル不思議ボックス』（99 〜 02）
・ 「NHKデジタル教材」のプロトタイプ「里

山」を公開（00）

・ 「ためしてガッテン」「週刊こどもニュース」 
「NHKハイビジョン放送」サイト公開（96.6）

・ 「NHK放送文化研究所」サイト公開（96.8）
・ 「あなたのパートナー ETV」サイト公開（98. 

12）
・ 初のオリンピックサイト「NHKシドニーオリ

ンピックオンライン」公開（00.9）
・ 「NHKニュース」インターネットでの提供を

開始（00.12）

・ 「こねっとプラン」〈全国1,000か所の小・
中・高校のインターネットによる教育を支
援〉（96）

・ 「新100 校プロジェクト（高度ネットワーク
利用教育実証事業）」（97）

・ 「学校インターネット1」〈学校における複合
アクセス網活用型インターネットに関する
研究開発〉（99）

・ 「教育用コンピュータ整備計画（6か年計
画）」（00）

2001
～

2010

・ 「NHKデジタル教材」として「おこめ」「に
んげん日本史」を公開（01.4）

・ 「南極キッズ」サイト公開（03.3）
・ データ放送「わくわくワールド」公開（03.12）
・ NHKデータオンラインで「わくわくワール

ド」公開（04.4）
・ 「全国学校音楽コンクール」を，P2P技術

を使ってライブストリーミング提供（09.8）

・ 「テレビ50年」サイト公開（02.6）
・ デジタルテレビ向け「NHKデータオンライ

ン」スタート（04.4）
・ 会員制サイト「NHK オンラインメンバーズ」
「BSファン倶楽部」スタート（04.4）

・ 携帯3キャリア向けサイトがスタート（05.5）
・ 「NHK+ID（プラスアイディー） サービス」

開始（08.3）
・ YouTubeにNHKチャンネル開設（08.5）
・ NHKがTwitter開始（08.6）
・ 「NHKオンデマンド」サービス開始（08.12）
・ 新会員サービス「NHKネットクラブ」スター

ト（09.10）
・ NHKオンライン スマートフォン版スタート
（10.12）

・ 「学校インターネット2」〈学校における新た
な高速アクセス網活用型インターネットに
関する研究開発〉（00）

・ 「学校インターネット3」〈学校インターネット
の情報通信技術に関する研究開発〉（01）

・ 「情報教育の実践と学校の情報化－新「情
報教育に関する手引き」－」を文科省が公
表（02）

・ EduMart（教育用コンテンツ流通プラット
フォーム形成協議会）開始（03）

・ 「教員のICT活用指導力のチェックリスト」
を文科省が公表（07）

・ 「教育の情報化に関する手引き（小・中学
校対応）」を文科省が公表（09）

・ 「スクール・ニューディール構想」（09）

2011
～

2019

・ NHKの学校教育サービス全体のポータル
サイト「NHK for School」を公開（11.4）

・ 「NHK for School」携帯サイトを公開（11.9）
・ 「NHK for School」の動画，iPhoneやiPad 

での再生に対応（13.8）
・ Hybridcastで『おはなしのくに』を公開（13. 

9）
・ 「すくレポ」「NHK for Schoolアワード」開

始（15）
・ 「NHK for School」公式アプリを公開（16）
・ 「NHK for School」Facebookの公式アカ

ウントを公開（19）

・ NHKネットラジオ「らじる★らじる」サー
ビス開始（11.9）

・ スマートフォンアプリ「NHK紅白」リリー
ス（11.11）

・ ロンドンオリンピック，競技をネットで生中
継（ライブストリーミング）（12.7）

・ 「NHK Hybridcast」サービス開始（13.9）
・ 「NHKニュース・防災」アプリリリース（16.6）
・ 生活情報ポータルサイト「NHKらいふ」

オープン（17.3）

・ 「教育の情報化ビジョン（骨子）」を文科省
が公表（10）

・ 文科省「学びのイノベーション事業」，総
務省「フューチャースクール推進事業」を
開始（11.4）

・ 「教育の情報化加速化プラン〜 ICTを活用
した「次世代の学校・地域」の創生〜」を
文科省が公表（16.7）

・ 教育のICT化に向けた環境整備5か年計
画（18）

・ 文科省「GIGAスクール構想」を表明（19. 
12）

2020
～

・ 「おうちで学ぼう！ NHK for School」を公
開（20.3）

・ 「NHK for School」トップページリニューア
ル（20.8）

・ 「NHKプラス」本格配信開始（20.4） ・ 中教審答申「「令和の日本型学校教育」の
構築を目指して」（21.1）

表1　NHK学校放送番組のネット展開，関連年表（1990 ～ 2021年）
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ルチメディア教材で，小学校4年生から中学
校 2年生を対象として，学校での使用を前提と
して開発された。

そのコンテンツは下記のような構成である。

① テレビドラマ（15分×13本）
 メインストーリーとして展開する，帆船ミミ号

によるクジラの調査
② テレビドキュメンタリー（10 分×13本）
 ドラマの出演者が，毎回博物館や研究所に

科学者を訪ねて行うリポートやインタビュー，
実験の模様など

③ コンピューターソフト（4本）
 生態系シミュレーションや，各種のセンサー

をコンピューターに接続し，多目的計測装置
としてコンピューターを使って実験できるソフ
トなど

④ 教科書と教師用の手引書
 テレビドラマとドキュメンタリーの内容をカ

ラー写真と絵を用いて説明，教室で行う課
題も提示

⑤ 掛け図
 教室で使う地図，海図，海洋動物などの壁

掛け教具類
⑥ パソコン通信
 「ミミ号の航海」を利用する教師同士がアイ

デアを交換。「ミミ号の航海」を使った公開
授業の案内の掲示など

「テレビドラマによるストーリー性と，テレビ
ドキュメンタリーによる現実の科学の紹介」「放
送番組によるストーリー性や動機づけと，コン
ピューターソフトの双方向性」「教師の提示資
料と，子どもたちが自主的に活動を行えるソフ
トウェア」。こうした要素の組み合わせは，そ
の後の教育におけるマルチメディア教材の大き
な可能性を示した。

1-1  「人と森林」とマルチメディア教材の
   プロジェクト

NHKでも，1990年11月の第41回「放送教
育研究会全国大会」（東京）に向けて，最初の
マルチメディア教材「人と森林」を，小学校6
年生を主な対象に開発した。テーマは環境問
題，中でも人間の生活と森林の関わりを取り上
げた。

教材の構成は下記のとおりである。

① 高画質とサラウンド音響を駆使したハイビ
ジョン番組『人と森林』（20 分）

② ハイビジョン番組画面をデジタル印刷したハ
イビジョン教科書

③ 人間と森との関係を描く100以上のクリップ
映像が入ったレーザーディスク

④ 映像と連動しながら双方向に学習できるコン
ピューターソフト

ハイビジョン番組で文脈や動機づけを与え，
ハイビジョン教科書で定着させ，マルチメディ
ア教材で自主的な発展学習をするという構成
である。

この教材は同年，東京都大田区立山
さんのう

王小学
校6年生のクラスに導入された。子どもたちは，
番組視聴後に感じた疑問や好奇心に沿って，
数分の長さのクリップ映像や双方向ソフトで学
習し，自分で撮影したビデオ映像を編集して
映像リポートを作った。子どもたちの森への思
いを編集した映像リポートは，放送教育研究
会全国大会の会場となったNHKホールに設営
された“未来の教室”で発表され，特集番組と
して放送された。

当時の多くのマルチメディア教材が，映像を
検索する図書館タイプだったのに対し，自分の
考えを表現できるところまでデザインされてい
ることが特徴的であった。
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「人と森林」を操作する児童（NHKホール）

「人と森林」（パソコン画面）

1-2  放送教育研究会全国大会と
   マルチメディア教材の制作

その後も，放送教育とコンピューターをどの
ように結びつけるかという試みの場となったの
が，放送教育研究会全国大会である（表2）。
毎年秋に行われる大会に向けて，会場となる
学校を中心に，1年以上の準備をして，マルチ
メディア教材の授業での利用が進められた。

1993年の宮城大会では仙台市立福
ふく

室
むろ

小学
校が環境教育番組の視聴と，コンピューター
の情報データベースを使った実践を展開し，
1995年の愛知大会では豊橋市立羽根井小学
校と横浜市立本

ほん

町
ちょう

小学校で，環境教育番組
の視聴をベースとしたパソコン通信による学校
間交流が行われた。

またCD-ROMを利用できるコンピューター
が学校に普及し始める中，NHKスペシャル『驚 

異の小宇宙 人体』シリーズの映像を使ったCD- 
ROM教材「マルチメディア 人体」9）が1996年
に開発された。学習ゲームをナビゲーションと
して，ゲームで示される課題を解決するために，
クリップ（テーマごとに映像を1〜3分程度の長
さにまとめた動画）のデータベースを参照するこ
とで，学習者の知識が構造化されることを目指
したものである。

1-3  『電話質問箱』とクリップ制作

こうしたマルチメディア教材の開発と合わせ
て学習動画データベースの構築も進められてい
く。1990年の「人と森林」ではレーザーディス
クで提供されていた短い動画（クリップ）は，
その後，2つの方向から有効性が考えられて
いった。

1つの方向は学習者が主体的に「選択」でき
るツールとしての側面である。ベースとなる放送
番組を視聴したあとに，「個人やグループ単位
で興味・関心を追求するツール」としての有効
性である。もう1つは，主として「教師が解説
を加える資料映像」としての有効性である。放
送番組を部分的に利用していた教師からニー
ズの高かったものである。

放送波以外に学校現場への送信方法がない
時代，クリップはレーザーディスクなどのパッ
ケージメディアで提供する方法以外なかった。
しかし，将来的にこうした映像資料集が必要
になるだろうこと，しかも必要になった際には
大量の映像がないとデータベースの役割を果
たせないことが予想されたため，夏休み，冬
休みなどの特別番組の中で，クリップ制作が
順次進められていった。

1994年冬から1995年夏にかけて7回放送さ
れた『電話質問箱』では，子どもたちの生の電
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話質問に答える映像資料として，主として昆虫，
動物などの理科関連のクリップが1,000本ほど
制作された。

このクリップは映像のみで長さは40秒程度と
比較的短く，ナレーションは極力廃し実音が中
心である。クリップの2つの方向性でいうと「資
料映像」としての有効性が高いクリップになる。

1999年からは子どもたちの質問に映像で答
える生放送番組『デジタル不思議ボックス』が
始まり，2002年夏までの12回の放送で理科や
歴史，体育などのテーマを扱い，クリップの制
作を重ねていった。

この番組のために制作されたクリップは長
さが平均2分とやや長く，ナレーションもあり，
起承転結のあるストーリーを持つものが多い。
クリップの2つの方向性でいうと，学習者が

「興味・関心を追求するツール」としての有効
性を考えたものである。例えば歴史であれば，
同時代のほかのクリップや，異なる時代におけ
る同様な出来事のクリップと重ねて視聴するこ
とで，立体的に理解が深まることを意識してい
た。

このようにして，2つの方向性をもつクリップ
の制作が進められていった。

『電話質問箱』

1-4  『ティーンズねっとわーく』と
学校間交流

放送番組を機に学習者が「作品を作る場」
を持ち，学校・学級の枠を越えて「発表する
場」や「話し合う場」を持つ試みも進められた。
こうした場の重要性はこれまでの番組制作でも
意識されており，例えば小学校の社会科番組
で，地域調べのまとめ方などを番組内で提示
し，各学校からの作品を募集，学期末などに
番組で紹介したり学校放送テキストに掲載した
りすることで，学習を深める助けにするととも
に参加感を高めてきていた。

こうした活動の延長として番組の映像加工な
どを行えることで，学習者がより作品を作りや
すい状況を作ろうとしたのが1990年の「人と
森林」であったが，現実には動画を扱う技術

年 放送教育研究会全国大会 大会記念番組 主な内容

1990 第41回　東京大会 『大地に緑を　心に輝きを』1990.11.11 総合テレビ（54分） ハイビジョン番組とマルチメディア教材を利用
したNHKホールでの公開授業

1993 第44回　宮城大会 『きらめく水は地球のいのち』1993.11.6 総合テレビ（45分） ハイビジョン番組とコンピューターの情報デー
タベースを使った公開授業

1995 第46回　愛知大会 『水の流れにふるさとが見える』95.11.12 教育テレビ（60分） パソコン通信による学校間交流学習

1997 第48回　岡山大会 『見つめる かかわる 伝える　インターネット時代の総合学習
と放送』1997.11.16 教育テレビ（75分）

放送番組とパソコン上の情報編集，学校間交
流

1999 第50回　（東京） 『デジタルでひらく未来の教室　「総合的な学習の時間」と生
きる力』1999.12.5 教育テレビ（75分）

「NHK学習動画データベース」とインターネッ
トを活用した授業の実践記録

2000 第51回　（東京） 『教室のIT革命〜デジタルで学ぶ日本の里山』2000.11.25 教
育テレビ（60分）

NHKデジタル教材プロトタイプ「里山」とデ
ジタルテレビを利用した授業実践と交流学習

表2　学校放送番組のデジタル展開に関わる放送教育研究会全国大会
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的問題や著作権上の問題があり，なかなか進
まなかった。

代わりに進められたのが，子どもたちがオリ
ジナルの作品を作り，データベースに登録する
ことで「作品を作る場」と「発表する場」を確保
しようという動きで，この動きはのちにパソコ
ン通信，さらにインターネットを利用して作品を

「発表」し「話し合う」活動に収斂していく。
その契機となったのが1993年から3年間進

められたNHKと研究者，研究協力校による
DBC（Data Base for Children）プロジェクトで 
ある。このプロジェクトでは，学習者がテキス
トや動画などさまざまな情報をカード型に蓄積
し，そのカードを自由に並べ替えプレゼンテー
ションするまでの一連の自主的・能動的な活動
を支援することをねらいとした。さらに1996年
からは，6つの学校がDBCをインターネットで
利用し交流を図るプロジェクトが始まり，のちの
各番組の研究プロジェクトのひな形となった。

こうした「作品を作り交流する」という流れ
の一方，パソコン通信やインターネットを「話し
合いの場」として位置づけ，放送番組と連動さ
せる試みも進められた。

1994年から2年間放送された『ティーンズ
ねっとわーく』では，パソコン通信上の20の
掲示板上で全国50の高校の生徒が，「生徒会」
のような身近なテーマから「戦争」のような大き
なテーマまで日々議論した内容をもとに，番組
が制作された。パソコン通信上の議論から放
送が生まれ，その放送内容についてさらにパ
ソコン通信上で議論がなされ，さらに次の放送
につながるという，循環を作るものでもあった。

『ティーンズねっとわーく』

 2. 「学校放送オンライン」の展開
  （1996～2000年）

1995年，NHKは放送補完サービスとして，
ポータルサイト「NHKオンライン」を公開する。
Windows95が発売されたこの年からインター
ネットが広く全国に普及し始めていく。
「NHKオンライントップ・ギャラリー」10）には

「NHKオンライン」トップページ（1997）
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歴代の「NHKオンライン」の画面デザインが掲
載されているが，初期のデザインはテキスト情
報がほとんどで，各番組情報のページへのリン
クで構成されていたことがわかる。

翌96年に，「NHKオンライン」に加えて，番
組サイト「ためしてガッテン」「週刊こどもニュー
ス」とともに，学校放送番組のポータルサイト

「学校放送オンライン」の公開が始まる。そし
て，1980年代に進められたマルチメディア教
材の要素を取り入れるようになる。

2-1  「学校放送オンライン」のスタート

1996年に公開された「学校放送オンライン」
のトップページは，〈児童・生徒向け〉に，環境
教育番組『たったひとつの地球』や『なぜなぜ
日本』（小学校5年・社会）などの番組内容や
視聴後に役立つ情報，〈教師・一般向け〉に，
学校放送全番組の年間放送予定や放送時刻
表，番組利用の視点などが掲載された。

この時期は，学校へのコンピューターの導入
が進み，ネットワークへの接続も進み始めてい
た。その一方で，テレビで学校放送番組を利
用する学校が年々減っているという結果が，文
研の調査で明らかになっていた。

そこで，今後の学校や家庭での利用をテレ
ビだけでなくインターネットに広げることを考え

て，マルチメディア教材制作で得たノウハウを，
インターネットで実現する試みが進められていく
こととなった。

2-2  環境教育番組『たったひとつの
地球』と学校間交流

1990年代後半のインターネット通信環境は，
静止画は送れるが，動画を送るには十分では
なかった。そこで，まずはラジオ形式で音声
データのみを送る実験プロジェクトなどが行わ
れた。また，放送番組をテレビで見た子ども
たちが調べ学習を行う資料集の掲載や，掲示
板機能を使うことは可能だったので，番組を視
聴した子どもたちが，学校間交流を行う試み
が進められた。

こうしたインターネット展開の理論的支柱の
1つとなったのが，1995年度から1997年度に
かけて日本放送教育協会で行われた，学校放
送調査研究「マルチメディア時代における番
組・教育ソフト研究」である。研究者，実践 
者，番組制作者が定期的に集まり，リサーチ
と議論を重ねる中からデジタル教材と放送の複
合利用の有効性を見いだしてきた。

そしてその集大成となるのが，1997年の放
送教育研究会全国大会（岡山）で報告された岡
山市立平福小学校の実践である。『たったひと
つの地球』を軸に，地域を流れる川からスター
トして，広く環境問題を子どもたちが調べてま
とめていった。大会で公開授業が行われると
ともに，特集番組として放送され，放送番組と
パソコン上の情報編集，そして学校間交流を見
事に組み合わせたものとして高い評価を得た。

翌1998年には新番組として，タイトルに「イ
ンターネット」を冠した『インターネットスクール・
たったひとつの地球』が始まる。この番組は当「学校放送オンライン」（2000）
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初から，放送番組を軸にしたインターネット上
の掲示板での学校間交流が企画され，メイン
となる全国10校のプロジェクト校の交流につい
て4大学の研究者と共同研究が進められるとと
もに，興味を持った学校も一般参加校として
加われる仕組みが作られた。子どもたちの交
流はウェブサイト「たったひとつの地球クラブ」
の掲示板で行われ，合わせて月に1度の生放
送番組で，全国の子どもたちが地域の環境に
ついて調べたことを発表する場が設けられた。

「たったひとつの地球クラブ」

2-3  デジタル教材プロトタイプ「里山」

こうしてテレビで放送番組を見たあとに，
ウェブサイトで情報を調べ，テキストや静止画
を中心とした学校間交流が進められる一方で，
放送番組やクリップ映像をインターネットで統
合的に扱う試みも進められていった。

そのプロトタイプとなったのが，1999年に放
送されたNHKスペシャル『映像詩 里山』を素
材にして2000年に制作されたNHKデジタル
教材プロトタイプ「里山」である。2003年の地
上デジタル放送開始も考慮して，デジタル放送
とインターネットを組み合わせた教材としてデザ
インされた。番組の各シーンに関連するクリッ
プ映像やインターネット教材（学習ゲームや図
鑑）が用意され，データ放送で送られるリンク

から呼び出す設計になっていた。
教材の操作は，画面上部の5色のタブで画

面を切り替えるようにデザインされた。「テレビ
でしらべる」「データベースでしらべる」「インター
ネットでしらべる」の3つの画面では，それぞ
れテレビ番組，クリップ映像，インターネット
教材を見ることができた。それをもとに「はな
しあう」という画面で掲示板による交流学習を
して，その成果を「まとめてつたえる」という画
面で発表する流れになっていた。

この教材をもとに，東京都江東区立南砂小
学校と石川県七尾市立徳田小学校の実践が行
われ，放送教育研究会全国大会記念番組『教
室のIT革命〜デジタルで学ぶ日本の里山』とし
て2000年に放送され，インターネットとデジタ
ルテレビを利用した授業の可能性を示した。

マルチメディア教材の開発で得られた教材
設計を，インターネットで実装する方向性が見え
始めてきたのである。

NHKデジタル教材プロトタイプ「里山」

 3. NHKデジタル教材の展開
  （2001～10年）

2001年，「学校放送オンライン」は「NHKデ
ジタル教材」として，番組と関連動画の配信，
教師向けと学習者向けのデジタルコンテンツ，
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掲示板でのコミュニティーを柱にリニューアルし
た。

2000年代はこれらのコンテンツが，開発，
利用，評価のサイクルの中でブラッシュアップ
されていく。また放送補完としてのインターネッ
トサービスの位置づけや，放送と異なり種類の
違う複数のブラウザーで動画配信を行う運用な
ど，制度と技術に関する課題をクリアしながら，
ウェブサイトの改良が進められていった。

3-1  NHKデジタル教材の
   コンテンツデザイン

「里山」のプロトタイプをもとに，最初の
NHKデジタル教材「おこめ」（小学5・6年総合
的な学習の時間）の開発が始まり，2001年4月
から「にんげん日本史」（小学6年社会科）とと
もに公開される。当初は5画面で構成された
が，2005年度から「ばんぐみ（テレビ）」「クリッ
プ」「きょうざい（ホームページ）」「けいじばん」
の4つに集約された。4つの画面は，将来的に
デジタルテレビ上での操作も考えて，リモコンの 
4色ボタンの青・赤・緑・黄色が割り当てられた。
「ばんぐみ」の画面では放送番組がインター

ネットで見られるだけでなく，番組のシーンご
とに部分視聴することもできるようにした。また

「あらすじ」で，番組概要を俯瞰することもでき
るように設計された。

「NHKデジタル教材」ばんぐみ

「NHKデジタル教材」あらすじ

「クリップ」は，資料映像を1 〜 3分に編集し
た映像の百科事典である。「おこめ」では，国
内外の稲作作業や発芽などの科学映像，さま
ざまな田んぼの生き物や米の調理法など，約
200のクリップ映像が当初から用意された。

「NHKデジタル教材」クリップ

「NHKデジタル教材」クリップ（再生画面）
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｢きょうざい」は，番組に対応するインター
ネット教材である。子ども向けの学習ゲームや
クイズ，実験方法や統計などの番組関連情報，
用語，リンク集，Ｑ＆Ａなどがある。また，教
師向けには，番組のあらすじ，利用案，印刷
して配付できるワークシートなど，授業で利用
するのに必要な情報が集約されている。

「NHKデジタル教材」きょうざい

「NHKデジタル教材」きょうざい（ゲーム）

「けいじばん」は，交流学習のためのページ
である。各回の番組内容を話し合う「ばんぐみ
についてはなそう！」，深めたいテーマを決めて
話し合う「かいぎしつではなそう！」，各学校の
調べ学習の成果を公開できる「はっぴょうしよ
う！」の3つが用意された。子どもたちが安心し
て交流できるように，教師があらかじめ登録し
た学校だけがパスワードを入力することで書き
込みができるようになっており，さらに，協力
者である研究者やNPOなどが交流のサポート

を行った。
途中からは先生向け掲示板も追加された。

番組の利用方法の意見交換をする「授業でこん
な風に使うと…」，ほかの教科と組み合わせて
使う方法を情報交換する「組み合わせて使うと
…」，大学の研究者や他校の先生からアドバイ
スがもらえる「質問箱」，各種研究会・公開授
業の情報を得られる「お役立ち情報」が用意さ
れた。

「NHKデジタル教材」けいじばん

「NHKデジタル教材」けいじばん
（テーマ別ページ）

『おこめ』の番組制作にあたっては，番組制
作のディレクター，クリップ制作のディレクター，
ウェブ教材を制作するデザイナー，交流ページ
を運営するファシリテーターが毎週定期的に集
まり，番組の構成内容と合わせて，必要なク
リップやインターネット教材について議論を進
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め，合わせて学校現場にも足を運び，放送番
組とデジタル教材全体の設計をチーム一体と
なって進めるという，それまでにない制作体制
をとったのも特徴的である。

こうしたNHKデジタル教材の展開は文部科
学省や研究者で構成された「双方向教育推進
協力者会議」（2002年度）からの提言もあり，
ほかの学校放送番組のウェブサイトでも順次，
対応が進められた。

特に「けいじばん」は，『おこめ』のほかに，
総合学習番組『インターネットスクール・たった
ひとつの地球』『川』『南極』，理科番組『ふし
ぎいっぱい』（小学校3年），『びっくりか』（小
学校4年），道徳番組『さわやか3組』（小学校
中学年），『虹色定期便』（小学校高学年）で設
けられ，それぞれ10校程度の小学校が研究校
として交流学習を進めるとともに，一般参加の
小学校も加わった。

しかし，「けいじばん」は，学校間交流を推
進する教師の間では熱心に活用された一方，
利用者が増えるにつれて研究者による交流の
指導やメンテナンスが想像以上に負荷となって
いった。また，個人情報保護やネットトラブル
対策に関連した学校側の掲示板利用制限もあ
り，2006年度からは学校間交流の「けいじば
ん」に代わり「先生」という，指導案やワーク
シートなどの教師向けコンテンツを提供する画
面とした。そして教師向けの交流の場としては，
NHKの会員制サイト「NHKオンラインメンバー
ズ」内で2006年度から始まった「NHKティー
チャーズネット」に引き継がれ，2009年度まで
継続することとなった。

3-2  総合学習番組『おこめ』の評価研究

NHKデジタル教材への展開の中心となった

『おこめ』は当初から，制作に関わる研究者の
チームとは別に，評価に携わる研究者のチー
ムも結成され，大学の研究者や文研で評価研
究を進めていった。

特にデジタル教材については，どのように利
用されているかを明らかにするためのデータ収
集が計画された。放送とは異なり，インターネッ
トのコンテンツはアクセスログを取得すること
が可能であるためである。

そこで，NHKデジタル教材利用協力校 22
校に許諾を得て，研究者とともにアクセスログ
の分析を行うシステムを開発した。分析は，ア
クセスログの集計を行うだけでなく，アクセス
されたコンテンツを利用者の端末ごとに時系列
で参照できるようにし，教師から得た授業での
デジタル教材の利用についてのポートフォリオと
併用することで，教材の利用場面を的確に把
握できるようにした 11）。

さらにデジタル教材の教材評価の試みとし
て，アクセスログの分析に加えて，教師に対す
る質問紙調査と児童に対する学習効果の検討
を組み合わせた，総合的な教材評価を利用協
力校を対象として実施した。その結果，デジタ
ル教材の利用実態，学習効果との関連性，教
師のデジタル教材の利用意図が明らかになっ
た 12）。

こうした教材評価の結果は学会論文として公
開され，その後のデジタルコンテンツ開発の基
礎となるデータとして利用されている。

3-3  海外からも評価された
   『えいごリアン』『南極』のウェブサイト

2000年代に制作された「NHKデジタル教
材」のウェブサイトは，世界各国の放送局がイ
ンターネット展開を進める中，海外からも評価
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をされてきた。
小学校英語番組の先駆けとなった『えいごリ

アン』シリーズは，各番組に対応する学習ゲー
ムが人気を博した。番組各回に対応する学習
ゲームそのものがストーリーをもって次のゲーム
につながるという構成で，番組のパラレルワー
ルドとしての学習ゲームが，新たな文脈を作っ
て学習者を動機づけるというスタイルだった。
この教材は，世界の優れたテレビやラジオ，
ウェブ作品を選ぶ国際コンクール「イタリア賞」
で，2002年にウェブサイトクロスメディア部門
最優秀賞を受賞している。

『えいごリアン』学習ゲーム

NHKが2003年のテレビ放送50年を記念し
て実施した「南極」プロジェクトに合わせて作
られた「南極キッズ」は，デジタル教材の可能
性に挑戦する試みとなった。中心となる教材
はネットワークゲームで，参加している子どもた
ちが協力して課題を解決するしくみになってい
た。「PCB汚染」「オゾンホール」「温暖化」の
問題で困っているペンギンたちを助けることが
子どもたちの課題だった。当初から日英 2か国
語で設計され，日本とシドニーの中学校間で
交流授業も行われた。

言葉が通じない子ども同士がコミュニケー
ションできるように，世界共通の絵文字で

チャットできるシステムが組み込まれた。人工
知能エージェントも搭載されていて，「PCB って
なに？」という話しことばで質問を入力すると，
音声やクリップ映像で回答をしてくれた。また，
南極昭和基地にライブカメラを設置して，基地
外の様子や天候・風向きなどがいつでも観察
できるようになっていた。この教材は，これら
の点が評価され，2003年，教育コンテンツの
国際コンクール「日本賞」で最優秀ウェブ賞を
受賞している。

「南極キッズ」（英語版）

「南極キッズ」（絵文字チャット）

3-4  放送制度との関わり

ここまで述べてきた放送番組のインターネッ
ト利用は，制度的にはどう位置づけられてきた
のであろうか（表3）。

放送政策研究会（2000〜03年）での議論を
経て，総務省が「NHKのインターネット利用に
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関するガイドライン」（正式名称：放送法第9条
第2 項第2号に規定する「附帯業務」の解釈指
針）を示したのは2002年3月で，主な内容は
以下のとおりである13）。

 ● 提供する情報の形態：①放送した番組の二
次利用，②番組関連情報（番組制作過程で
入手した番組素材及びこれを加工して作成さ
れる情報） ※インターネットによる提供を目
的として収集・加工した情報については今後
の課題

 ● 規模：年額10 億円程度を上限
 ● 態様：番組ごとのHP上で放送終了後1週間
程度まで（シリーズものの場合はシリーズ終
了から1週間程度まで）

 ● 分野：番組関連情報は教育，福祉，医療，
生活から開始
このガイドラインを受けてNHKでは2002年

度以降，毎年度「放送番組補完インターネット
利用計画」を公表することとした。この利用計
画では，インターネットでも展開する番組二次利
用情報の対象として以下の番組を挙げている。

 ● ニュース・気象情報
 ● 学校放送番組
 ● 語学番組
 ● 福祉情報番組
 ● スポーツ中継時の得点情報 等
学校放送番組は当初からニュースと並んで

NHKのインターネット利用の中心だったのであ
る。

その後，2007年の放送法改正により，営利
目的とせず，受信料とは別会計の有料サービス
としてのビデオオンデマンドサービスができる
こととなり，2008年から「NHKオンデマンド」
が始まるが，学校放送番組については従来の
ままNHKのウェブサイトで公開されることとな
り，2021年現在に至っている。

3-5  放送技術とインターネット技術

制度と並んで，放送局のインターネットサービ 
スを考えるうえで留意する必要があるのが，放
送技術とインターネット技術との関わりである。

放送技術はNHK放送技術研究所が開発し

年 放送法（NHKのインターネット活用関連） 総務省 NHK

～
2000

インターネット博覧会（インパク）開催
（00.12から1年）

2001
～

2005

「NHKのインターネット利用に関する
ガイドライン」（02.3）

「放送番組補完インターネット利用計画」（02 〜 08）

2006
～

2010

放送法改正（07）
〈「既放送番組等」の提供が可能に〉

「放送法第9 条第2 項第2 号の業務の基準」総務
大臣認可（08.03，08.11）

「インターネットサービス基本計画」（08 〜 14）
「NHKオンデマンド」開始（08.12）

2011
～

2015

放送法改正（10）
〈通信・放送法体系を再編〉
放送法改正（14）

〈放送番組と理解増進情報の提供が可能に〉
〈BtoC業務とBtoB業務を区別〉

「放送法第20条第2項第2号及び第3
号の業務の実施基準の認可に係る審
査ガイドライン」（14.11）

「放送法第20条第2項第2号及び第3号の業務の
実施基準」総務大臣認可（11.5，12.1，15.2）

「インターネットサービス実施計画」（15 〜 19）

2016
～

放送法改正（19）
〈常時同時配信が可能に〉

「日本放送協会のインターネット活用
業務の実施基準の認可に関するガイ
ドライン」（19.9）

「放送法第20条第2項第2号及び第3号の業務の
実施基準」総務大臣認可（17.7，17.9）

「NHKインターネット活用業務実施基準」総務大臣
認可（20.1，21.1）

「インターネット活用業務実施計画」（20〜）
「NHKプラス」サービス開始（20）

表3　放送制度とインターネット関連年表
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たものなど，放送局のみが利用する日本国内
の技術規格が定められているが，インターネッ
トの場合は，新たな技術が海外を中心に生ま
れ，しかも放送のみに利用されるものではな
い。そのため，例えばOSやブラウザーが更新
されるごとに異なる対応が求められたり，動画
配信の形式への対応が求められたりする。

NHKデジタル教材のストリーミング配信の
形式は，当初Real Playerを採用していたが，
その後はFlash Player，現在はHLS（HTTP 
Live Streaming）とMPEG-DASHで行われて
いる。配信の形式が変わるとデータの更新やエ
ンコードなどの作業が必要となるのである。

また，放送局のウェブサイトは，放送との連
動が求められているため，インターネット上で
公開されているNHKデジタル教材をデジタル
テレビに対応させる試みも行われてきた。

例えば2003年12月の地上デジタル放送開
始に合わせて，インターネットで公開されてい
る学習ゲームの一部をリモコンで利用できるよ

番組『おはなしのくに』のコンテンツが公開当初 
から2020年まで公開された。新しい技術が開
発されるたびに，その教育利用の可能性を考
えた取り組みが，続けられてきているのである。

3-6  「学校放送利用率」の内訳の変化

こうした「NHKデジタル教材」の利用状況は
どうだったのであろうか。文研では，NHKの
学校向け教育サービス全体を検討する際の基
礎資料とする目的で1950年から2012年まで
60年余，継続的に「学校放送利用状況調査」
を実施し，新たな時代の教育サービスへの提
言を続けてきた。

2002年からは「NHKデジタル教材」の学校
での利用状況についても調査を行っている。図1 

で小学校の「学校放送利用率」は，「テレビ
学校放送番組」，あるいは番組と連動したイ
ンターネットの「NHKデジタル教材」を，授業
で利用した学校の割合である。2002年度か
ら2012年度にかけて「学校放送利用率」は

図1　学校放送利用率（小学校）内訳の変化（2002 ～ 12年）
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番組のみ利用
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番組の利用
（％）

学校放送
利用率
（％）
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教材の利用
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デジタル
教材のみ
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テレビ学校放送番組の利用 55.7％テレビ学校放送番組の利用 55.7％

NHKデジタル教材の利用 40.4％NHKデジタル教材の利用 40.4％

注：NHKデジタル教材は2001年に登場し，文研の調査では2002年度から取り上げた。
  2002年度と2004 年度は，「NHKデジタル教材のみ利用」校は存在しなかった。

うにBML14）という言語に変換
する作業が行われた。NHK
教育テレビのデータ放送で放
送されていた『わくわくワール
ド』である。

また，デジタルテレビにイ
ンターネットを接続することで
利用できる「NHKデータオン
ライン」15）にも2004年4月から
2019年6月まで「わくわくラン
ド」として提供した。

その後も，2013年9月から
NHKが開始した放送とイン
ターネットを融合させたサービ
スHybridcastで，学校放送
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84.8%から72.0%に減少している。その一方
で，「NHKデジタル教材の利用」は8.4%から
40.4%に増加した 16）。

この期間，教室のメディア環境は大きく変化
した。パソコンやインターネットの環境が整う
一方で，地上デジタル放送への移行の過程で，
アナログテレビの時代にはほぼすべての教室に
あったテレビの台数が減少し，デジタル放送を
録画できる機器の整備もあまり進まなかった。
「学校放送利用率」は，1990年代から減少

傾向であったが，2000年代半ば以降に落ち着
きを見せる結果になったのは，教室のメディア
環境に対応して，「NHKデジタル教材」の充実
を進めてきたためと考えられる。

 4. NHK for Schoolの展開
  （2011～20年）

2011年4月，「NHKデジタル教材」開始か
ら10年のタイミングで，学校放送番組を含む
NHKの学校教育に向けたサービスを「NHK 
for School」という名称に統一するブランディ
ングが始まった。ウェブサイトも「NHK for 
School」としてリニューアルされた。

トップページは学年と教科のインデックス形
式で，それぞれの番組のサイトのデザインも共
通の仕様となり，学年や教科を越えて操作方
法が統一され，各番組を横断した検索が容易
になった。また，動画を高画質化するとともに，
学校への導入が進み始めた電子黒板に対応し
た「大画面教材（電子黒板教材）」や，音声を
聞き取りにくい利用者に向けた字幕表示機能な
どの機能が加えられた。

その後は個人での利用を考えた携帯サイトや
アプリの開発，そして「NHK for School」の

利用方法についての番組や，教師や教師志望
の大学生向けのワークショップなどのリアルイ
ベントへの展開を進め，NHK for Schoolの認
知と利用を広げていった。

「NHK for School」（2011年）

4-1  NHK for Schoolの広報と利用ガイド

「NHK for School」という名称は，NHKの
学校教育向けサービスの総称で，学校放送番
組やウェブサイトだけではなく，さまざまなイベ
ントやサービスも含まれる。

2011年度でみると「NHK全国学校音楽コン
クール」「NHK杯全国放送コンテスト」といっ
た学校単位で参加するコンクール，放送の仕
組みや制作体験をしてもらうために全国各地の
NHK放送局で行う「NHK放送体験クラブ」，
ディレクターやカメラマンが学校訪問をして行う

「NHK出前授業」，アナウンサーが学校訪問を
する「NHK 朗読ひろば」，NHK交響楽団が学
校訪問をする「NHKこども音楽クラブ」などが
これにあたる。

また，「NHKアーカイブス」の 教 育 利用
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（「NHKデジタルアーカイブス」）として，環境・
平和・生き方・情報関連の放送番組を学校に
DVDで貸与する「NHKティーチャーズ・ライブ
ラリー」や，著作権をクリアした映像素材をダ
ウンロードして利用できるウェブサイト「NHK
クリエイティブ・ライブラリー」なども含まれる。

こうしたイベントやサービスのパンフレットな
どには統一のロゴとURLが記載され，学校放
送番組でも，番組の最後に5 秒のクラッチが
組み込まれ，イメージの統一が図られた。

さらに，全国の各学校に対して「NHK for 
School」の利用ガイドの送付も行われている。

学校放送番組は，放送法で事前に放送計
画を示すことが求められており，1936年から
2013年までは，NHK出版発行の「学校放送」
テキストがその役割を担ってきた。その後，番
組制作部門が番組利用のガイドを毎年3月に
作成している。2020年は「NHK for School
番組&WEBガイド2020」として，放送番組や
ウェブサイトの利用について紹介する116ペー
ジの冊子を，全国の小・中学校，特別支援学
校，教育委員会，教員養成課程を持つ大学等
約4万か所に送付している。

ウェブサイトのリニューアルと合わせて，こう
した広報を進めてきたことで，ウェブサイトの
認知と利用が広がっていった。

「NHK for School 2020番組＆WEBガイド」（2020）

4-2  「大画面教材」と
携帯サイト・公式アプリの開発

2011年のウェブサイト「NHK for School」の
リニューアルは，学校のメディア環境の変化も
重視して行われた。

1つの方向性は，大型画面で使える教師向
け教材の追加である。これまでのデジタル教
材は，放送番組を集団で見たあとに，子ども
がコンピューターで学習する個別学習を前提に
して設計されてきた。そのため，子どもたちの
興味や関心を高めるために，ゲーム性の高い
教材を蓄積していった。

しかし，教室に大型デジタルテレビや電子黒
板が導入され始めたことで，教師が一斉授業
の中で，クリップや教材を見せることも増えて
きた。そこで，ベテラン教師の意見を集約し，
経験の浅い教師でも番組を見たあとに授業が
展開できる教材として「大画面教材（電子黒板
教材）」の制作を始めたのである。

操作はタッチパネルでも行えて，文字は教室
の後ろからでも読めるサイズとされた。教師が
授業で利用する「授業モード」だけでなく，個
別学習に利用できる「自習モード」も制作，タ
ブレット型パソコンなどでも利用できるようにし
た。

大画面教材（英語）
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もう1つの方向性は映像の高画質化である。
これまではパソコンでの個人視聴を前提にし
たサイズであったが，教室で大型デジタルテレ
ビや電子黒板を使って見せるために，画質を従
来の約2倍（約500Kbps）に上げ，字幕表示
も始めた。

こうした「大画面での提示」と並行して「小
画面での情報提供」の試みも進められた。最
初は携帯3 社（NTTドコモ，KDDI，ソフトバ
ンク）に対応したサイトである。

2011年9月にオープンした携帯サイトは，主
に教師が利用することを想定して，「スタッフお
すすめ番組」や，番組の静止画とあらすじ情報
のページ，メルマガなどで構成された。

携帯サイト

4-3  教師向けワークショップと
   ファシリテーター養成講座

こうしてウェブサイトにさまざまな機能を加
え，広報を進めることと並行して，主な利用者
である教師向けの講座や，若手教師を対象と
した指導者養成の講座も行われた。

すでに2002年度から，日本放送教育協会
への委託事業として「先生のための教え方教
室」というプログラムが進められていた。ICT
や番組の活用に取り組む実践者・研究者がプ
ログラムを立案し，講師として参加者をサポー
トするものである。2021年度現在は「NHK 
for School×アクティブ・ラーニング実践ワーク
ショップ」という名称になっているが，これま
でに全国約150か所で実施されている。また，
教員養成課程を持つ大学での開催，教員研修
や研究会への番組制作者の派遣も積極的に進
めている。これらの講座に寄せられる全国の
現場教師の声も，番組内容やウェブサイトの機
能の改修に役立てられている。

こうしたイベントと合わせて，年間を通して
若手教師を対象に，研究者と番組制作者で進
める講座も行われている。

2001年から5年間は「放送教育指導者養成
講座」が行われた。全国の10人ほどの若手教
師が，年3回程度の対面の集まりとオンライン
でのディスカッションを通して，放送教育に必
要と考えられる課題に取り組むものである。

同じく2001年から5年間，日本教育工学会
とも連携して「ICT研修ファシリテーター養成
講座」が行われた。こちらは全国の20人程度
の若手教師を対象に，年3回程度の対面の集
まりとオンラインでのディスカッションを通して，
ICTやNHK for Schoolの活用について学びつ
つ，それを教員研修として，企画・運営するス

その後，スマートフォン
やタブレット端末の普及に
伴い，iOS，アンドロイド，
Windowsに対 応した公
式アプリが2016年に公開
される。教師だけでなく
学習者も対象として考えら
れたもので，2020年には

「Google Playベストアプリ
2020」の自己改善部門の
部門賞を受賞している17）。

「NHK for School」
公式アプリ
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キルを身につけるものである18）。
こうした講座に参加した教師は，自身で

NHK for Schoolを活用するだけでなく，校内
や地域で研修を企画したり講師となったりする
ことで，NHK for Schoolの利用者を広げてき
ている。

4-4  「すくレポ」と
   「NHK for Schoolアワード」

前節で述べた教師向けの研修に加えて，も
う少し気軽に，授業の実践報告や，家庭な
どでの利用の様子をレポートしてもらうサイト，

「すくレポ」（すくーるレポート）19）も2015年から
公開された。
「すくレポ」には小・中学校や高校，家庭で

の利用の様子だけでなく，教員養成系の大学
や，子ども向けのパソコン教室からも投稿が寄
せられている。投稿された各地の事例は，検
索して参照することもできる。

「すくレポ」
https://www.nhk.or.jp/school/aw/

この「すくレポ」に寄せられた投稿の中から，
アイデアあふれる実践を表彰するのが「NHK 
for Schoolアワード」である。受賞作はウェブ
サイトだけでなく，各年度の春休みの特集番
組でも紹介されてきた。

また，授業での活用に役立つ情報や，番組
の最新情報は，2019年からFacebookの公式
アカウントでも発信されている。

「NHK for Schoolアワード」
https://www.nhk.or.jp/school/aw/aword.html

4-5  「NHK for School教師利用率」の
   内訳の変化

こうした広報の取り組みによって，NHK for 
Schoolの利用はどうなったのであろうか。

図2は文研が2013年から行っている「教師
のメディア利用と意識に関する調査」から，小
学校教師の授業でのNHK for Schoolの利用
状況を抜き出したものである。図1（60ページ）
の対象が学校であるのとは異なり，教師個人
が調査対象であり，図1の数値との直接の比較
はできない。

図の「NHK for School 教師利用率」は，
「NHK学校放送番組」，あるいは番組と連動
したインターネットの「NHKデジタル教材」を
授業で利用した教師の割合である。2018年度
は67%で，2013年度の55%から12ポイント増
加している。
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考えられる。
教師の「NHKデジタル教材」の利用のきっ

かけについては，2014年度の調査で分析し
ているが，「同じ学校の教師から勧められて」

「NHK学校放送番組を視聴して，関連するイン
ターネットのサービスがあることを知ったため」

「インターネットで検索して知ったため」「NHK
配布のパンフレットで知ったため」の順に多
かった。また2016年度の調査からは，利用の
多い教師ほどほかの教師に利用を勧めている
という結果が得られている。

番組内で紹介したり，利用ガイドを発行した
り，教師向けの講座を行ったり，多様な手段
で広報を重ねていったことが，利用の増加につ
ながっていったと考えられる。

 5. 「個別最適な学び」と
  「協働的な学び」に向けて
  （2020年～）

2020年4月は，新型コロナウイルス感染症
対策のため，ほとんどの学校が臨時休業とい

図2　NHK for School 教師利用率（小学校）内訳の変化（2013 ～ 18年）
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う，これまでにない状況で新学期を迎えた。
NHK for Schoolは，もともと2020年にウェ

ブサイトの改修を予定していたが，自宅での学
習を余儀なくされた子どもたちに向けて，特設
ページ「おうちで学ぼう！」と，特別企画「おう
ちで学ぼう！ みんなと学ぼう！」を急遽3月に
開設した 20）。

コロナ禍もあり，全国の小・中学校を対象
として，「1人1台端末の早期実現」と「学校
ネットワーク環境の全校整備」が急速に進み，
2021年1月の中央教育審議会答申で「個別最
適な学び」と「協働的な学び」が重視される中
でのウェブサイトの対応をみていく。

5-1  特設ページ「おうちで学ぼう！」

子どもたちが在宅で利用できる特設ページ
「おうちで学ぼう！ NHK for School」は2020
年3月4日（水）に開設された。政府が全国の
学校に要請した臨時休業が3月2日（月）に始
まった，その2日後である。
「おうちで学ぼう！ NHK for School」では，

教育研究者や現場の教師の意見を集約し，

本章で扱っているウェブサイ
トのNHK for Schoolは， こ
の調査では「NHKデジタル教
材」に該当する。2018年度の

「NHKデジタル教材の利用」
は53%となり，2013年度の38 
%から15ポイント増加してい
る。「NHK学 校 放 送番 組の
利用」も2013年度から2018
年度で8ポイント増加している
が，「NHKデジタル教材の利
用」が増えたことで，より多く
の教師の利用につながったと
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NHK for Schoolの家庭での効果的な使い方
や，その時期に見てもらいたい番組や動画ク
リップを学年ごとにまとめた「先生がえらんだ
プレイリスト」などを提供した。

「おうちで学ぼう！」
https://www.nhk.or.jp/school/ouchi/

さらに翌週の3月11日（水）には特別企画「お
うちで学ぼう！ みんなと学ぼう！」がスタートす
る。友だちと直接会うことが難しい中，自分が
見た動画の感想やレビューを，全国の友だちと
シェアすることで，学びをつなげようという企
画である。レビューに対しては，全国の小・中
学校の教師やNHKスタッフがコメントをつけ
られるように設計された。

「おうちで学ぼう！ みんなと学ぼう！」
https://www.nhk.or.jp/school/ouchi/minna/

こうした在宅の子ども向けのウェブサイトとし
ては，過去には「NHK for School 夏の100本 
冬の50本」（2011 〜 13年）の例がある。夏休
みや冬休みの小・中・高校生を対象に，平日
の午前中に特別編成される「夏のテレビクラブ」
や「冬のテレビクラブ」，そして子どもたちに見
てほしい特集番組を視聴した感想を送ってもら
うものだった。今回の「おうちで学ぼう！」は，
さらに家庭での利用の可能性を広げる試みと
言える。

学校の臨時休業期間，NHK for Schoolは，
総合テレビや教育テレビで告知スポットが放
送されるとともに，NHKオンラインの，原則と
してすべてのページの最上部に「おうちで学ぼ
う！NHK for School」にリンクするバナーが記
載された。さらに，文部科学省のウェブサイト

「子供の学び応援サイト」でも取り上げられた。
こうしたことで，学校の臨時休業期間に多くの
アクセスを集めていった。

「おうちで学ぼう」ヘッダー

5-2  検索しやすいデザインと利用者に
   合わせたインターフェース

多くの学校が授業時数確保のために夏休み
を短 縮した2020年8月，NHK for Schoolは
大幅なリニューアルを行った。改修のポイント
は次の3点である21）。
1. スマートフォンにも最適なデザインを採用
 パソコンでの利用を考えていたデザインを，

スマートフォンでも利用しやすいようにした。
2. 「先生モード」の追加
 情報を探しやすくするため，「先生モード」と
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いう機能を追加，先生モードをONにしてい
る場合は，先生に向けた情報を表示するよ
うにした。

3. 動画を探しやすいデザイン
 「トップページ」「検索」「ばんぐみ一覧」など，

より動画が探しやすくなるよう，デザインを
見直した。
NHK for Schoolの利用は，子どもたちがパ

ソコンルームなどで利用する以外は授業中に教
師がパソコンで提示することが多かったが，子
どもたちが1人1台の端末を持つことで，授業
スタイルや家庭での学習方法が変わることを想
定したリニューアルである。必要な動画に短時
間でたどり着け，授業時間での教師の子ども
への提示，教師の授業準備，子どもの調べ学
習など，それぞれの場面に応じた利用を考え
たデザインとなった。

検索画面（スマートフォン）

先生向け

また，1人1台端末と高速ネットワークが整
備されるGIGAスクール時代，教師や教育委

員会に向けて，NHK for Schoolを利用するた
めの端末設定やネットワーク環境の整備，そし
て1人1台端末でのNHK for School活用例を
紹介するページも設けられた。

こうした，時代に合わせたリニューアルが現
在も進められているが，今後は中教審答申で
示された「個別最適な学び」と「協働的な学び」
が一層求められるであろう。また，2020年6月
に「教育データの標準化」「学習履歴（スタディ・
ログ）の利活用」「教育ビッグデータの効果的
な分析・利活用」などについて検討を行う「教
育データの利活用に関する有識者会議」22）が
設置されたことにより，学校と家庭をつなぐ教
育データの扱いも大きな課題の1つとなると考 
える。

 おわりに

NHKの学校教育向けサービスのポータルサ
イトの25年の歴史を，先行するマルチメディア
教材の歴史も含めて整理をしてみた。最後に，
今後，学校教育向けに限らず，インターネット
展開を進める際にもポイントになりうると考え
る点を5点指摘したい。

1点目は，教育目的のウェブサイトの構成要
素は，学習の中にメディアをどう位置づけるか
という，先行する取り組みや研究がベースに
なっており，基本的な構成要素は大きくは変
わっていないことである。

ウェブサイトの構成を考える際に，先行研究
や事例を踏まえたうえで，単に番組をネットに
置き換えるだけでなくその目的を明確化するこ
とは，インターネット展開を考える際の基本で
あると考える。

2点目は，利用場面と利用対象に合わせた丁
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寧な設計である。一般のウェブサイトと異なり，
教育目的のウェブサイトは，15インチ程度のパ
ソコンでの利用だけではなく，50インチ以上
の大画面モニターへの拡大提示や，6インチの
スマートフォンでの利用まで行われている。

また利用対象も，教師と子どもという区分だ
けでなく，同じ教師でも授業での利用と授業
準備での利用は，目的や利用方法が異なるし，
子どもについても学校での利用と家庭での利
用では，目的や利用方法が異なる。

こうした利用者のメディア環境や利用場面
を，調査などで常に確認しながらウェブサイト
をデザインする必要がある。

3点目は，ユーザーのニーズを的確に反映さ
せるサイクルを意識的に作っておくことである。

アクセスログのデータや，利用の実態を把握
する定量調査，そして，実際にユーザーの声
を聞いてわかったニーズなどを，ウェブサイト
の作成に反映していくサイクルを強く意識する
ことが大事であると考える。これは対象者が
一般の場合も同様であろう。

4点目は，放送局がウェブサイトを制作する
際の全般に言えることであるが，インターネット
に関するさまざまな外部要件を常に確認してお
くことである。

本稿では放送技術と通信技術の違いに伴う
さまざまな対応や，特にNHKに求められるイ
ンターネット活用業務の位置づけについて述べ
たが，それ以外にも，コンテンツの公開や利
用条件に関しては，特に教育利用に関する著
作権の最新の知識も必要である。

5点目は，本稿では焦点をあてなかったが，
放送番組と連動したインターネット展開を担う
ことができる人材育成や体制作りである。

25年を経て，最初期からインターネット展開

に関わり，その可能性を追求してきた世代か
ら，生まれたときからインターネットがあった世
代に代替わりしつつある中で，放送局内外でど
のようにノウハウを継承し，新しい時代に対応
できる人材を育成していくかも大きな課題であ
ると考える。

学校放送番組のインターネット展開が四半世
紀を迎えた2021年，NHKは経営計画（2021-
2023年度）で「受信料で成り立つ公共メディア
として」「新しいNHKらしさの追求」を進める
として，5つの重点項目の1つに「デジタル化が
進むこれからの社会に求められる教育・教養
コンテンツを開発し，さまざまな世代の人たち
の暮らしや学習を幅広く支援します。」としてい
る。

この重点項目を達成し，デジタル化が進むこ
れからの社会に必要な教育コンテンツのあり方
について知見を得るために，引き続き調査や研
究を進めていきたい。

（うじはし ゆうじ）

注：
 1） 宇治橋祐之，渡辺誓司（2019）「進むタブレット

端末の利用と学習におけるメディア利用の可能性
〜 2018年度「NHK小学校教師のメディア利用
と意識に関する調査」から〜」『放送研究と調査』
2019年6月号，pp.32-61

 2） 文部科学省「子供の学び応援サイト〜学習支援
コンテンツポータルサイト」

  https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/ 
gakusyushien/index_00001.htm

 3） 最近ではAdobe社が提供していた動画やゲーム
を扱うAdobe Flash Playerのサービスが，2020
年末をもって終了した。

 4） 「放送ライブラリー」は放送法に基づき，放送番
組センターが行っている事業で，NHKと民放各
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局の「放送番組の収集・保存，公衆への視聴」な
どを行っている。

  https://www.bpcj.or.jp/
 5） 「Internet Archive」https://archive.org/
 6） 文部科学省「GIGAスクール構想の実現について」
  https://www.mext.go.jp/a_menu/other/index_ 

00001.htm
 7） 「「令和の日本型学校教育」の構築を目指して〜全

ての子供たちの可能性を引き出す，個別最適な
学びと，協働的な学びの実現〜（答申）（中教審
第228号）」

  https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/
chukyo/chukyo3/079/sonota/1412985_00002.
htm

 8） 「ミミ号の航海」については，下記サイトに関連す
る論文などがまとめられている。

  https://www.gsis.kumamoto-u.ac.jp/
opencourses/pf/2Block/06/06-2_text.html

 9） 詳細は下記書籍を参照のこと。
  菊江賢治，飯吉透（1996）『マルチメディアデザイ

ン論―NHKスペシャル「驚異の小宇宙・人体」
のCD-ROMはこうして生まれた』（アスキー）

 10） 「NHKオンライントップ・ギャラリー」
  https://www.nhk.or.jp/toppage/history/

library.html
 11） 詳細は下記論文を参照のこと。
  市川尚，森山了一，宇治橋祐之，稲垣忠，鈴木

克明（2005）「NHKデジタル教材のアクセスログ
分析・ポートフォリオ収集システムの開発」『日本
教育工学会論文誌』28巻 suppl号 pp89-92

 12） 詳細は下記論文を参照のこと。
  稲垣忠，岡本恭介，市川尚，鈴木克明，宇治橋 

祐之，小平さち子，黒上晴夫（2004）「デジタル
学習環境における教材評価：NHKデジタル教材
を対象にした評価研究の取り組みから」『教育メ
ディア研究』10巻2号 pp15-22

 13） NHKのインターネット利用の経緯については，下
記を参照のこと。

  https://www.nhk.or.jp/pr/keiei/kondankai/ 
007/pdf/003.pdf

  https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/235321/
www.soumu.go.jp/s-news/2001/011221_3.html

 14） BML（Broadcast Markup Language）は，ARIB 
（社団法人電波産業会）が策定するXMLベース
のデータ放送向けの記述言語。

 15） https://www.nhk.or.jp/info/digital/broadcast/

dataonline.html
 16） 詳細は下記参照のこと。
  小平さち子（2014）「調査 60年にみるNHK学校

教育向けサービス利用の変容と今後の展望〜『学
校放送利用状況調査』を中心に〜」『NHK放送
文化研究所年報 2014　第58集』，pp.91-169

 17） https://japan.googleblog.com/2020/12/
playbestof2020.html

 18） 詳細は下記論文を参照のこと。
  脇本健弘，稲垣忠，寺嶋浩介，中橋雄，島田希，

堀田龍也，坂口真（2017）「ICT研修ファシリテー
ター養成講座の開発と評価」『日本教育工学会論
文誌』40巻 Suppl.号 pp145-148

  https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjet/40/
Suppl./40_S40075/_article/-char/ja

 19） https://www.nhk.or.jp/school/aw/
 20） https://www.nhk.or.jp/school/ouchi/
 21） https://www.nhk.or.jp/school/info/20200819.

html
 22） https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/

chousa/shotou/158/index.html
  （URLはすべて2021年2月10日確認）
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