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NHK放送文化研究所では，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
の全国調査として，「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，2008年
秋に実施した調査の結果について，

1. 放送とインターネット：学校放送番組
利用の多様化

2. 進まない学校のメディア環境整備
3. 多彩な教育サービスの利用
4. メディア・リテラシー育成の広がり
5. NHK 教育サービスへの期待と課題

の観点から分析を行い，新学習指導要領をふ
まえたこれからの学校教育を視野に入れつつ，
学校放送が何を提供しどのような役割を果たす
ことができるのか，考察を試みる。

なお，調査は表1の通り，5つの校種を対象に実施
した。今回は小学校・中学校・高等学校を取り上げ，
幼稚園と保育所については次号で報告する。

 はじめに

2009年1月，NHK教育テレビは，放送を開
始して50年を迎えた。学校放送番組は，テレ
ビ本放送が始まった時点で毎日15分間の放送
が行われていたが，1959年に世界初の教育専
門局である教育テレビが開局したことによって，
教科数の増加や学年別の編成，放送時間の拡
大が行われ，学校での利用も急増した。

教育テレビの学校放送番組を始め，学校教
育におけるメディア利用はこの50年間に大きく
進んだ。放送利用をみても，当初は放送時間
にあわせて番組を利用する「ナマ利用」だけ
だったが，事前に番組を録画して利用する「録
画利用」が，録画機器の普及とともに広がった。
また，国の「e-Japan戦略」や「IT新改革戦略」
のもと，学校のパソコン環境の整備が進み，イ
ンターネットを取り入れた授業が行われるように
なった。2011年7月に予定されているデジタル
放送への完全移行を見据えて，地上デジタル
放送の教育活用の研究も急速に進んでいる1）。

一方，2008年に告示された新しい学習指導
要領は，小学校と中学校では2009年度から移
行措置に入る。これまでの「ゆとり」路線から
学習内容や授業時間数が増加することになる。
学校を取り巻くメディア環境が変わる中で，授
業の中身も大きく変わろうとしている。

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～

メディア研究部（番組研究）  渡辺誓司

校 種 総学校数 抽 出 比 標本数 有効回答 有効回答率
幼稚園 13,283 校 1/16  830 校 552 校  66.5%

保育所 22,996 1/28  821 473 57.6  

小学校 22,323 1/21 1,063 620 58.3

中学校 10,843 1/15  723 475 65.7

高等学校 5,118 1/7  731 474 64.8

調査期間： 2008 年 9 月 1 日（月）〜 11 月 28 日（金）
調査方法： 郵送法 督促 2 回
調査対象： 『全国学校総覧 2008年版』（原書房刊） 
 から系統抽出
 保育所については，各都道府県から入手
 した名簿から抽出

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. 放送とインターネット：学校放送  
    番組利用の多様化

（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とらえるひとつの指標とし
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，当該
校種に占めるその比率を「NHK学校放送利用
率」として経年的に調べてきた。

一方，NHKでは，放送だけでなくパソコンや
インターネットが授業で活用されることをふまえ，
2001年度から，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」（写真1 http://www.nhk.or.jp/
school）のサービスを開始した。2008年度は，
小学校向け番組から中学校・高等学校向け番

組まで，すべての学校放送番組において，NHK
デジタル教材が利用できるようになった（小学校

向け番組は35ページの表3を，中学校・高等学校向け

番組は38ページの表5･表6を参照）。この教材には，
「ばんぐみ」「クリップ」「きょうざい」「せんせい」
の4種類のコンテンツがあり（写真2），いずれも
無料で利用できる2）。

①「ばんぐみ」では，放送された番組
と同じものを，動画または静止画でい
つでも見ることができる。

②「クリップ」では，資料映像を１〜
３分に編集した短い映像として見るこ
とができる。子どもの調べ学習，ある
いは教師の教材提示にも利用できる。

③「きょうざい」では，各番組に対応
する教材を利用できる。番組内容に関
連づけたクイズやゲームなどの双方向
教材，調べ学習に役立つ用語集などが
含まれている。

④「せんせい」には，番組内容のあら
すじや授業アイデアを載せた利用案，
印刷して利用できるワークシート，発
展的な授業に役立つリンク集など，教
師向けの情報が集められている。

写真 2　NHK デジタル教材の内容

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

写真１　NHK デジタル教材



34 　JUNE 2009

そもそも「NHK学校放送利用率」は，放送番
組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，
たとえば NHKデジタル教材の「ばんぐみ」を
使ってパソコン上で視聴できるものもあれば，番
組利用と組み合わせて，動画クリップ
や用語・リンク集，ワークシートの利用
もできるようになった。そこで，現在で
は学校放送利用の全体をとらえるにあ
たり，学校放送番組に連動した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（表2）。

（2）小学校
◆学校放送利用の内訳の変化：

「NHK デジタル教材」利用の増加

2008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

「学校放送利用率」と表記）は73.7％
で，2006年度（73.4％）と比べて変化
はみられなかった。しかし，利用の内
訳をみると，前回の結果と比べて大き
な変化が認められた。「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，前回の14.9％から
27.4％に大きく増加したのである（図1）。学校
放送番組の利用においてNHKデジタル教材
の占める比重が次第に大きくなっていることが
わかる。放送時間にしばられず，利用したい
時に利用できる便利な教材として，NHKデジ
タル教材が学校現場に定着しつつあることが
みてとれる。

このうち，NHKデジタル教材を単独で利用
している学校は2.2％から5.5％に，NHKデジ
タル教材とテレビ学校放送番組の両方を利用し
ている学校も12.7％から21.9％に，それぞれ有

NHKデジタル
教材のみ利用
5.5％

2008年度 テレビ学校放送番組のみ利用
46.3％

テレビ学校放送番組の利用 68.2％

両方の利用
21.9％

NHKデジタル教材の利用 27.4％

学校放送利用率 73.7％

NHKデジタル
教材のみ利用
2.2％

2006年度 テレビ学校放送番組のみ利用
58.5％

テレビ学校放送番組の利用 71.2％

両方の
利用
12.7％

NHKデジタル教材の利用 14.9％

学校放送利用率 73.4％

NHKデジタル教材とテレビ学校放送番組の両方の利用

※2004年度は「NHKデジタル教材のみ利用」校は存在しなかった。

2004年度 14.3％テレビ学校放送番組のみ利用
65.2％

テレビ学校放送番組の利用 79.5％

学校放送利用率 79.5％

2006 年度 テレビ学校放送番組のみ利用
58.5％

テレビ学校放送番組の利用 71.2％

両方の
利用
12.7％

NHKデジタル
教材の利用

NHKデジタル
教材の利用
14.9％

2004 年度 テレビ学校放送番組のみ利用
65.2％

学校放送利用率 73.4％

テレビ学校放送番組の利用 79.5％

学校放送利用率 79.5％

表 2　NHK 学校放送利用率と推定利用校

校種
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 ▼ 26.1
（33.3）

3,467
± 476

▼ 1.8
（3.9）

239
± 144

保育所 40.4
（45.5）

9,290
± 1,006

1.1
（1.8）

253
± 214

小学校 73.7
（73.4）

16,454
± 763

1.6
（0.8）

360
± 218

中学校 24.4
（19.9）

2,646
± 410

高等学校  30.4
（26.6）

1,556
± 202

3.6
（2.0）

184
± 82

注1：（ ）内は，2006年度の数値である。
注2： △▼マークの数値は信頼率95%で2006年度に比べ有意差がある。

（100%= 全園所，全学校）

図 1　学校放送利用率の内訳〈小学校〉
（100%= 全学校）
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意に増加した。これは，学校放送番組が，放
送とNHKデジタル教材とを連動させて利用した
り，それぞれを単独で利用したり，さまざまな方
法で利用されていることを示している。NHKデ
ジタル教材の利用によって，学校放送番組の利
用形態は多様化している。

学校の多メディア化が進んだ1990年代以降，
学校放送利用率は，徐々に減少が進んだ（図

2）。テレビ以外にも多様な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こと
によるものと考えられる。しかし，今回の調査
では，その減少傾向が落ち着く結果となった。
NHKデジタル教材の公開から7年が過ぎ，よう
やく学校現場の利用に実を結び始めたことが利
用率に反映したものといえよう。

◆個別番組：理科番組の健闘

学校放送利用率を個々の番組についてみる
と，番組の利用率が前回調査と比べて有意
に上昇したのは，『理科 6 年 ふしぎ情報局』と

『みてハッスル きいてハッスル』の2 番組（前回

調査では1番組）だった（表3）。また，利用率が
有意に減少した番組は4 番組（前回調査では5

番組）だった。
小学校の理科番組は，4番組すべての利用率

が30％を超え，小学校向け番組の上位を占め
た。理科番組では，授業におけるNHKデジタ
ル教材の利用が有意に増加したことが，この結
果に結びついたものと考えられる（詳細は後述）。

図 2　学校放送利用率の推移（1990 〜 2008 年度）〈テレビ〉
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表 3　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

こどもにんぎょう劇場（1年） 16.0 （16.6） 0.5 （0.2）
ざわざわ森のがんこちゃん

（1年） ▼ 36.1 （42.3） △ 1.3 （0.2）

バケルノ小学校ヒュードロ組
（2年） ▼ 26.0 （34.0） 0.5 （－）

中
学
年

おはなしのくに（2・3年） 13.5 （14.1） 0.5 （－）
わかる国語 読み書きのツボ 
3・４年（3・4年） 6.3 （5.6） 0.5 （0.2）

⑲マテマティカ２
（4・5・6年） 3.5

（4.9）
0.2

（0.5）
（4.1） （0.6）
（3.3） （0.6）

しらべてゴー！（3・4年） 13.1 （13.3） △ 2.7 （0.6）
理科３年　ふしぎだいすき

（3年） 34.8 （30.7） △ 8.4 （3.0）

理科４年　ふしぎ大調査
（4年） 32.9 （30.3） △ 9.7 （4.4）

さわやか３組（3・4年） ▼ 22.4 （28.1） 0.6 （－）
えいごリアン 3（3年） 8.2 （10.0） 0.6 （0.6）

高
学
年

わかる国語 読み書きのツボ 
5・６年（5・6年） 4.7 （3.9） 0.8 （0.5）

日本とことん見聞録（5年） 16.0 （18.0） 4.5 （3.0）
⑳見える歴史（6年） 26.3 （28.8） 6.3 （4.9）
理科５年　ふしぎワールド

（5年） 35.3 （33.9） △ 13.5 （7.4）

理科６年　ふしぎ情報局
（6年） △ 32.9 （26.0） △ 11.5 （4.1）

道徳ドキュメント（5・6年） ▼ 17.3 （24.8） 1.3 （0.5）
スーパーえいごリアン

（5・6年） 6.6 （7.7） 1.1 （1.4）

⑲えいごでしゃべらないとJr.
（5・6年） 2.9 0.3

⑳伝える極意（5・6年） 8.7 1.1

３
～
６
年

みんな生きている
（3 〜 6年） 7.1 （6.4） 0.5 （0.5）

おこめ（3 〜 6年） 9.2 （12.2） 3.1 （3.8）
⑲ど〜する？地球のあした

（4 〜 6年） 6.8 （6.9） 1.0 （0.6）

学校デジタルライブラリー
（3 〜 6年） 7.9 4.7

養
護
・
支
援

ストレッチマン2 3.5 （4.1） 0.3 （－）

みてハッスル　きいて
ハッスル △ 6.8 （3.6） 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2：⑲は2007年度の新番組，⑳は2008年度の新番組である。
注3：（ ）内は2006年度の数値である。
 ただし，「見える歴史」は，「にんげん日本史」の後継番組である。

また，「マテマティカ2」は4年算数・5年算数・6年算数が統合さ
れた番組である。2006年度利用率は，上段に4年算数，中段に5
年算数，下段に6年算数の利用率をそれぞれ記している。

注4： △▼マークの数値は信頼率95％で，2006年度に比べ有意差がある。
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◆個別番組：放送利用と
　　　　 NHK デジタル教材利用との関係

個別番組において，NHKデジタル教材の利
用が有意に増加した番組は，前回調査の3番
組から6番組に倍増した。ここで，番組の利用
率を，放送の利用と，番組と連動したNHKデ
ジタル教材の利用との関係からとらえてみる。

番組の利用率が26.0％から32.9％に有意に
増加した『理科6年 ふしぎ情報局』は，授業に
おけるNHKデジタル教材の利用（NHKデジタル

教材の単独利用，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場合を含む）が4.1％
から11.5％に上昇した（図3）。その他の理科番
組についても，NHKデジタル教材の利用はす
べて有意に増加した。NHKデジタル教材の利
用率の伸び幅が最も大きかった『理科6年 ふし

ぎ情報局』の番組利用率が増加したのは，デジ
タル教材の利用が番組利用全体を押し上げた
結果だといえるだろう。

また，2008年度の新番組である6年生の『見

える歴史』の利用率は，2年前の前番組『にん

げん日本史』と同程度であった。これまで新
番組は利用率の面で苦戦する傾向にあったが，

『見える歴史』のNHKデジタル教材の利用率
は理科の4番組に次いで高く，やはりデジタル
教材の利用が番組利用率に寄与しているものと
考えられる。

◆個別番組：小学校 6 年生担任教師の
　　　　　　　  NHK デジタル教材の利用

「学校放送利用状況調査」では，学校単位の
状況を調べているが，それだけでは実態の把
握が難しい内容については，あわせて教師個人
を対象とする「教師調査」を実施し，分析を行っ
ている。2008年度調査では，小学校6年生の
担任教師を対象として，メディア利用のリーダー
ではない，一般の教師に回答を依頼した3）。

この小学校6年生担任教師調査において，
授業におけるNHKデジタル教材の利用が最も
多かった『理科6年 ふしぎ情報局』の利用の詳
細を調べてみた。NHKデジタル教材がインター
ネット上で提供されていることを知っている教師
はほぼ4人にひとり（24.8％）で，そのうちおよ
そ半数（11.8％）の教師が授業における利用経
験があった。

また，デジタル教材の4つのコンテンツは，
それぞれ表4のように利用されていた。中でも

（100%= 全学校）　　（％）

図 3　NHK デジタル教材の利用が多い番組〈小学校〉

表 4　『理科 6 年 ふしぎ情報局』：　　　
　　　　　　　NHK デジタル教材の利用内容

（100%=『理科６年 ふしぎ情報局』のＮＨＫデジタル教材を
授業で利用した小学校６年生担任教師　n=72）

ばんぐみ
15 分のテレビ番組をパソコン上で見る 73.6

静止画付きの番組のあらすじを見る 30.6

クリップ 数分の映像クリップ集 59.7

きょうざい 用語・リンク集やゲーム等の双方向教材 31.9

せんせい 授業案やワークシートなど 19.4

（%）

35.3

28.4
33.9

13.5
7.4
4.0

理科5年
ふしぎワールド

2008年度
2006年度
2004年度

32.9

24.4
26.0

11.5
4.1
3.7

理科6年
ふしぎ情報局

2008年度
2006年度
2004年度

32.9

28.3
30.3

9.7
4.4
4.4

理科4年
ふしぎ大調査

2008年度
2006年度
2004年度

34.8

27.0
30.7

8.4
3.0
2.6

理科3年
ふしぎだいすき

2008年度
2006年度
2004年度

26.3

29.0
28.8

6.3
4.9
2.6

社会6年
見える歴史

2008年度
2006年度
2004年度

NHKデジタル教材利用率
番組利用率

ふしぎワールド
　　（理科 5年）

にんげん日本史
　　（社会 6年）

ふしぎ大調査
　　（理科 4年）

ふしぎ情報局
　　（理科 6年）

おこめ
（総合3・4・5・6年）

2006

2004

2006

2004

2006

2004

2006

2004

2006

2004

33.9

28.4

28.8

29.0

NHKデジタル教材利用
番組利用率

30.3

28.3

26.0

24.4

12.2

14.5

7.4

4.0

4.9

2.6

4.4

4.4

4.1

3.7

3.8

2.8

注：「見える歴史」は，「にんげん日本史」の後継番組である。

注
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利用が多いのは，15分のテレビ番組や「クリッ
プ」のような動画映像の利用である。理科にお
いては，かねてから，実験や自然現象など，教
室では再現が難しい内容について映像が利用
されてきたという学校放送番組利用の経緯があ
り，それが NHKデジタル教材の利用にもつな
がっているといえる。

教師調査の自由回答には，教師がどのよう
にNHKデジタル教材を利用しているのか，具
体的な記述がみられる。その多くは『理科6年 
ふしぎ情報局』に関するものだが，社会や国語，
算数などで利用されている事例も少なくない。
必ずしもメディア利用のリーダーではない一般
の教師にとっても，NHKデジタル教材が，さま
ざまな教科で授業に役立つ効果的な教材として
受け止められている様子がうかがえる。

◆ NHK デジタル教材の利用の広まり

NHKデジタル教材は，個々の学校放送番組
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る。
NHKデジタル教材を授業で利用している学

校は27.4％だが，授業以外のポータルサイトと
しての利用を含めた「NHKデジタル教材」総
体としての利用を行っている学校は40.6％で，
2006年度の27.0％から大きく増加した。その存
在を知っていた学校も47.3％から69.4％に伸び
ている。まず認知が広がり，それが利用の増
加に結びついたといえるだろう（図4）。利用内
容では，「番組を視聴する」（20.3％），「動画ク
リップを利用する」（22.7％）といった映像の利
用が多かった（図5）。

学校放送番組利用の有無別にみると，認知・
利用ともに，学校放送利用校の方が高い（図4）。
また，学校放送・非利用校においても，授業
以外の部分でNHKデジタル教材を利用してい
る学校が一定数存在している。授業で利用し
なくても，教育情報やワークシートの取得など，
授業以外の部分で教師を補助するサイトとして
利用されているということであろう。

自由回答から（小学校6年生担任教師）

　「地層のでき方は，実際に提示するのが困
難だが，『理科 6 年 ふしぎ情報局』の映像は
わかりやすく，子どもたちの理解も深まった。」
　「『見える歴史』のクリップは，教科書には
ない歴史映像を見せるのに活用している。」
　「『見える歴史』は，クリップやワークシー
ト，調べ学習に活用。『わかる国語 読み書き
のツボ 5・6 年』は，授業でゲームをしたり
授業の準備に利用。番組や教科によって NHK
デジタル教材を使い分けている。」
　「NHK デジタル教材は，ひとつの単元の学
習が終了してから，復習やまとめに活用する
と効果的。学習が活性化して身につきやすい。」

図 4　NHK デジタル教材の認知と利用〈小学校〉

調査年度の
NHKデジタル教材
利用率

■小学校全体

調査年度に
ポータルサイトとしての
利用も含めた利用

NHKデジタル教材
を知っている

（％）

2008年度(n=620)

　利用校

非利用校

69.427.4 40.6

2006年度(n=638) 47.314.9 27.0

■学校放送利用の有無別

2008年度(n=457) 74.837.2 50.5

2006年度(n=468) 53.220.3 33.8

2008年度(n=163) 54.0
0
12.9

2006年度(n=170) 31.2
0
8.2
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今後「利用したい」と回答した学校は86.9％
を占めた。利用したい教科は，前回調査と同じ
く，理科，社会，総合的な学習の時間が多い。
中でも理科（69.9％→76.3％）と総合的な学習
の時間（49.5％→56.5％）は有意に増加しており，
映像教材に対する期待の高さがうかがえる。

（3）中学校・高等学校
◆教科以外の学校放送番組への期待

2008年度の中学校・高等学校の学校放送
利用率は，中学校（24.4％），高等学校（30.4％）
ともに2006年度と同程度であった。

個別番組では，中学校・高等学校ともに理
科番組が多く利用されてきたが，「情報・メディ
ア」や「生活指導」のような新しい分野を取り
上げた番組も利用されている（表5）。職業ガイ
ダンス番組として支持されている『あしたをつ

かめ～平成若者仕事図鑑～』とともに，メディ
ア・リテラシーの育成（44ページ）や生徒の基本

的なモラルの向上など，教科以外の学校放送
番組にも利用が広まっている。

2008年度から，『NHK高校講座（テレビ・ラ

ジオ）』は，すべての番組が，NHKデジタル教
材の番組ホームページ上で，ストリーミング形式
で視聴・聴取できるようになった（無料）。この
ようなサービスを「知っている」高等学校の割
合は39.9％，「利用した教師がいる」高等学校
の割合は10.5％だった。新たなサービスとして
今後の認知・利用の広まりが注目される。

図 5　ＮＨＫデジタル教材の利用内容〈小学校〉
（100%= 全学校）

表 6　高等学校向けテレビ番組（テレビＮＨＫ高校講座）の利用率

番 組 名 番組利用率（％） デジタル教材利用率（％）
英語Ⅰ 1.9 0.4
数学基礎 0.2 ―
数学Ⅰ 0.2 ―
世界史 4.0 0.4
日本史 4.0 ―
地理 3.4 ―
理科総合Ａ・Ｂ 5.3 0.6
地学 3.6 0.4
生物 9.5 0.6
物理 4.6 0.6
化学 6.1 1.1
家庭総合 3.2 0.2
情報Ａ 3.0 1.3

（100%= 全学校）

（100％＝全学校）

中学校（％） 高等学校（％）

番　組　名 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

⑲理科 1 9.7 3.8 8.2 1.3
⑳理科 2 8.0 3.2 6.1 1.3
⑲古文・漢文 1.5 1.3 1.3 ―
⑲現代文 1.3 0.4 0.4 ―
⑲生活指導 2.3 1.1 0.8 0.8
⑲就職ガイダンス 3.8 0.8 2.1 1.1
⑲情報・メディア 7.9 3.8 5.3 5.5

⑱ティーンズＴＶ
　地球データマップ 3.2 0.8 3.2 0.8

ミクロワールド 3.6 1.3 2.3 0.6
あしたをつかめ 
～平成若者仕事図鑑～ 7.2 2.7 8.4 1.9

表 5　個別番組の利用率〈中学校・高等学校〉

注2：⑱〜⑳はそれぞれ2006〜2008年度の新番組である。

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： 「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1 ＊注1

＊注 ＊注

1.「ばんぐみ」を使って，ウェブサイト上で
　番組を視聴する

2.「クリップ」を使って，教材として
　動画クリップを利用する

22.7

（%）
20.3

11.0

9.7

4.4

8.5

1.3

2.1

13.9

13.3

6.4

7.4

4.4

6.9

0.2

1.7

3.「きょうざい」で，番組内容，学習テーマに
　関連したリンク集を利用する

授業・授業準備で利用（1～5のいずれかで利用）
　36.1％（2008年度）
　22.4％（2006年度）

教育情報を得るために利用（6～8のいずれかで利用）
　  6.1％（2008年度）
　  5.6％（2006年度）

4.「せんせい」で，授業案や実践事例を
   調べたり，教材集やワークシートを利用する

5.児童が，学校放送番組のホームページ上で
　調べ学習する

6.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

7. NHKの学校教育向けサービスについて
　情報を得る

8. 教育界の最新動向について情報を得る 2008 年度（n=620）
2006 年度（n=638）
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◆学校放送番組以外の一般番組の利用

中学校・高等学校では，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（小学校17.3％，中学校46.9％，高等学
校53.6％）。表7のとおり，『NHKスペシャル』の
各番組のほか，『プロジェクトＸ』『その時歴史

が動いた』など，過去の調査でもよく利用され
ていた番組は今回も継続して利用が多かった。
すでに放送が終了した番組も含まれているが，
市販ビデオ・DVD等を活用して，繰り返し利
用されているものと考えられる。  2. 進まない学校のメディア環境整備

「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
器の普及状況を調べてきたが，学校におけるメ
ディア利用の多様化をふまえ，現在ではその範
囲をデジタル機器に広げて調査を行っている。
ここでは，学校のデジタル化の状況をふまえた
上で，特にNHKデジタル教材の利用との関係
をとらえることにする。

（1）概況
学校のパソコン環境の整備は，国の推進する

「教育の情報化」計画の中で，2000年度から急
速な進展をみせてきた。しかし，2006年度調
査では全体としてそのスピードが鈍化し，2008
年度調査においても前回調査とほぼ同じ水準に
とどまった。その進捗状況は校種によって濃淡
がみられ，整備が比較的進んでいる高等学校
に対して，小学校は遅れている（表8・表9・

表10）。
小学校では，動画活用が可能なブロードバ

ンド回線のある学校は有意に増加したが，普
通教室にインターネット接続パソコンを設置し
ている小学校の割合は36.0％で，前回調査

自由回答から

　「『その時歴史が動いた』の明治以降の映像
は歴史教育にとって大切。案外このような教
材は，ほかにない。」　　　　　　　（中学校）

　「『NHK高校講座』はとても参考になる。ウェ
ブ上でも視聴できるようになったのが便利
で，教材研究に，授業中の生徒の視聴に活用
している。」　　　　　　　　　　（高等学校）
　「不況時に就職に困らないためには，資格
を取得しておくこともひとつの方法だろう。
危険物取扱者や基本情報管理者などのよう
な資格試験対策の番組も考えて欲しい。」

（高等学校）

表 7　よく利用されている一般番組

小学校 
(%)

中学校 
(%)

高等学校 
(%)

N
H
K
一
般
番
組

プロジェクトＸ 2.6 23.2 21.7

その時歴史が動いた 3.4 12.4 20.0

ＮＨＫスペシャル　
ｼﾘｰｽﾞ“驚異の小宇宙　人体” 5.5 16.2 23.0

ＮＨＫスペシャル
ｼﾘｰｽﾞ“地球大進化〜 46 億年・人類への旅” 2.6 7.6 16.7

ＮＨＫスペシャル
ｼﾘｰｽﾞ“映像の世紀” 0.6 7.8 12.9

プロフェッショナル 仕事の流儀 0.6 7.8 11.8

ＮＨＫスペシャル　 
ｼﾘｰｽﾞ“プラネットアース”　 1.5 4.8 11.0

クローズアップ現代 4.2 11.2

サイエンスＺＥＲＯ 5.1 10.1

ＥＴＶ特集 2.9 8.6

トップランナー 2.9 4.2

民
放
番
組

世界遺産 0.8 3.2 6.3

世界・ふしぎ発見！ 0.5 2.1 4.6

世界一受けたい授業 1.3 1.9 4.2

（100%= 全学校）
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から変化がない（図6）。授業で利用したい時
に利用できるという点では，インターネット接
続パソコンは普通教室にこそ設置されている
ことが望ましいが，当初の国の計画であった，
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」の実現には程
遠い状況である。

一方，地上デジタル放送を視聴できるテレビ4）

がある学校は，全体として2年前に比べて増加
したものの，いずれの校種においても10％台に
とどまっている（表11）。デジタル放送への完全
移行が予定されている2011年を控えて，大きな
課題といえるだろう。今後，パソコン・インター
ネット環境の整備とともに，地上デジタル放送
の受信環境の整備についての要請も一層高まる
ことになるのではないだろうか。

パ ソコ ン パソコン画面提示
プロジェクター デジタルカメラ

保有率
（%）

平均
保有台数
（台）

保有率
（%）

平均
保有台数
（台）

保有率
（%）

平均
保有台数
（台）

小学校 97.9
（98.7）

39.9
（35.8）

83.5
（75.5）

2.9
（2.3）

95.3
（96.9）

8.7
（7.9）

中学校 99.6
（100.0）

53.6
（53.1）

86.3
（77.8）

3.3
（2.9）

98.3
（99.4）

7.9
（7.2）

高等学校 98.7
（99.8）

130.9
（125.5）

82.1
（82.0）

5.7
（4.8）

95.6
（95.5）

6.9
（6.1）

表 10　ICT 機器保有状況
（100%= 全学校）

注1：（ ）内は，2006年度の数値である。
注2： 平均台数については保有校あたりの平均値である。

校内 LAN
整備あり
（%）

校内 LAN 整備場所（%）

普通教室 コンピュー
ター教室 職 員 室

小 学 校 81.8（78.4） 42.7（39.5） 65.6（66.0） 75.0（70.7）

中 学 校 87.4（87.0） 40.2（37.0） 72.2（70.3） 82.3（79.5）

高等学校 93.9（93.8） 47.9（50.5） 78.1（78.9） 89.0（88.8）

普通の
電話回線

ISDN
回 線

ADSL
回 線

ケーブル
テレビ回線

光
ファイバー

小学校 0.8
（4.2）

7.1
（13.0）

26.5
（23.4）

13.7
（15.4）

38.7
（34.0）

中学校 2.3
（2.8）

6.9
（10.5）

25.1
（27.4）

13.5
（14.1）

41.9
（38.0）

高等学校 1.5
（2.0）

4.2
（4.1）

16.9
（23.2）

3.6
（6.4）

63.9
（54.6）

表 9　校内 LAN の整備
（100%= 全学校）

注：（ ）内は，2006年度の数値である。

ブロード
バンド

78.7
（72.4）

79.6
（79.3）

82.9
（83.4）

表 8　学校で利用されているインターネット回線
（100%= 全学校）

＊ 一部複数回答校が含まれる注：（ ）内は，2006年度の数値である。

（%）

図 6　インターネット接続パソコンの普及の推移〈小学校〉

注1：「普通教室」とは，「普通教室にネット接続PCを設置している学校の
比率」という意味であり，全普通教室あたりのネット接続PC普及率で
はない。「コンピューター教室」についても同様である。

注2：（　）内は，各「設置場所にネット接続PCを所有している学校」1校
あたりの平均台数である。

（％）

48.5

85.8
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0

（26.7台）

（11.3台）
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コンピューター教室
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（％）

48.5

85.8100
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0
2000 2002 2004 2006

91.8 91.5

5.6 16.5

32.4 35.3

コンピューター教室

普通教室

（100％＝全学校）

表 11　地上デジタル放送・受信可能テレビの設置状況

保有率
（%）

平均台数
（台）

設置場所
すべての
普通教室
（%）

一部の
普通教室
（%）

特別教室・
準備室
（%）

小学校 10.6（3.1） 4.0（3.3） 1.8（1.1） 2.7（0.3） 3.7（0.6）

中学校 12.8（5.8） 3.4（6.2） 1.9（0.6） 1.1（0.6） 4.6（1.7）

高等学校 16.7（7.1） 3.3（2.4） 0.4（0.2） ―（―） 11.0（5.2）

注1：（　）内は，2006年度の数値である。
注2：  「地上デジタル放送・受信可能テレビ」には，地上デジタルチューナー

内蔵のテレビ，地上デジタルチューナーを接続しているテレビ，ケー
ブルテレビによる受信テレビを含む。

注3：平均台数については，保有校あたりの平均値である。

（100％＝全学校）
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通教室でインターネット接続パソコンが利用で
きない・パソコンの画面提示プロジェクターの
台数が不十分であるなどといった，NHKデジ
タル教材が，その利用に最適とはいえないよう
なメディア環境の学校においても，利用が進ん
でいるということである。限られたメディア環
境の中で，教師の知恵や工夫のもとに利用が
行われていると考えられるが，メディア環境の
整備・未整備を問わず，NHKデジタル教材の
利用が増加した背景には，インターネットを介
したこのような教材に対する高いニーズがある
といえるだろう。

 3. 多彩な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が提供し，学校現場が利用している教

育サービスには，学校放送番組やNHKデジタル
教材以外に，児童・生徒を対象とする教育イベン
トがある（表12）。これらは，授業だけでは培え
ない，幅広い教育の一環として利用されている。

高等学校では「NHK杯全国高校放送コンテ

ストへの参加」（20.9％），中学校では「NHK

全国学校音楽コンクールへの参加」（9.7％），

（2）学校のメディア環境と
　　　　　　NHKデジタル教材の利用

前項では，学校のデジタル化が進んでいな
い状況を紹介したが，小学校ではNHKデジタ
ル教材の利用が大きく伸びている（34ページ）。
これはどういうことなのだろうか。

注目されるのは，パソコン・インターネット
環境が整備されている学校だけでなく，未整
備の学校においても，NHKデジタル教材の利
用が増加していることである（図7）。これは，
ブロードバンド環境が整備されていない・普

図 7　NHK デジタル教材の利用とパソコン環境の関係
   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈小学校〉

自由回答から

　「NHK デジタル教材は，授業中に一部を見
せ，休み時間や，作業が早く終わった児童が
見たい部分を見るようにしている。」　（普通教

室でネット接続パソコンなし・パソコン画面提示プ

ロジェクターなしの小学校）

　「NHK デジタル教材は充実した教材が多く，
もっと活用したいが，限られたメディア環境
の中で十分には活用しきれずにいる」　（普通

教室でネット接続パソコンなし・校内 LAN なしの

小学校）

■小学校全体

2008年度(n=620) 73.727.4
2006年度(n=638) 73.414.9

有　2008年度(n=488) 76.829.7
2006年度(n=462) 74.917.1

無　2008年度(n=  49) 59.214.3
2006年度(n=110) 68.27.3

有　2008年度(n=223) 75.333.2
2006年度(n=225) 72.920.4

無　2008年度(n=397) 70.524.2
2006年度(n=413) 73.611.9

2台以上 　2008年度(n=339) 79.634.1
2006年度(n=247) 76.521.9

1台 　2008年度(n=174) 69.021.3
2006年度(n=234) 70.110.3

なし　2008年度(n=  88) 65.917.0
2006年度(n=141) 73.811.3

■ブロードバンド環境

■普通教室へのネット接続パソコン

■普通教室で利用可能なパソコン画面提示プロジェクター

NHKデジタル教材利用率
学校放送利用率

学校放送利用率

　(n=638)

有　(n=462)
無　(n=110)

　(n=116)
　(n=261)

10 人に１台未満　(n=231)

3 人に１台以上
10人に１台以上 3人に１台未満

有　(n=225)
無　(n=413)

２台以上　(n=247)
１台　(n=234)
なし　(n=141)

ブロードバンド環境

普通教室へのネット接続PC

普通教室で利用可能なパソコン画面
提示プロジェクター

NHKデジタル教材利用

ネット接続PC
１台あたりの児童数

73.4

74.9
68.2

66.4
72.4

73.6

78.8

72.9

73.8

76.5
70.1

全小学校

（％）

14.9

17.1
7.3

18.1
13.0

11.9

15.2

20.4

11.3

21.9
10.3
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小学校では「最寄りの放送局の見学・訪問」
（5.0％）が，2006年度調査と同じく，それぞ
れ最も利用が多い教育イベントであった。

NHKの放送コンテストはテレビ放送開始の
翌年（1954年），合唱コンクールの音楽コンクー
ルは1932年以来の歴史を持つ学校向けのイベ
ントである。全国大会に出場する学校は，い
ずれも各地で行われるコンクール・コンテスト
から選ばれる。これらはNHKの各放送局が
開催しており，「最寄りの放送局の見学・訪問」
が多い小学校を含め，地域における学校と
NHKとの結びつきがみてとれる。

また，自由回答で好評の記述が多かったの
は，2000年度からNHKの各放送局で小学校

高学年を対象に実施されている「キミが主役

だ！NHK 放送体験クラブ」である。模擬ニュー
スの制作体験など，放送局の仕事と役割を体
験する機会を提供するもので，2008年度まで
に，全国で延べ約9,000校の参加があった。
子どもたちが放送現場の仕事を直接体験でき
る点が評価されている。

（2）教師向けサービスの利用：
　　　「NHK ティーチャーズネット」
「NHKティーチャーズネット」（写 真3　

http://www.nhk.or.jp/school/net） は，2006
年度に開設された。教師や保護者など，子ど
もの教育に関心のある人を対象とするインター
ネット・サービスである。事前に登録を行って
会員になると，高画質のクリップ映像や授業
のアイデア，NHKデジタル教材の利用法，教
育情報などを利用したり，番組やイベントの最
新情報を掲載したメールマガジンを購読できる

（いずれも無料）。また，学習指導要領や教科書
の単元に対応したNHKの番組や映像クリップ
の検索システムが備えられ，教師の映像利用

自由回答から

　「『放送体験クラブ』は，子どもたちが実
際に指導を受けながら放送体験ができ，同
時に放送の仕組みについて学べる貴重な活動
である。この企画はできるだけ長く続いて欲
しい。」（小学校）
　「小学生だけでなく，中学生版の『放送体験
クラブ』も実施してほしい。中学生のメディア
･リテラシーの育成にも十分役立つ。」（中学校）
　「『全国放送コンテスト』は，番組作りを通
して部活動が活性化する。NHK の地元放送
局ではコンテストに向けた丁寧な講習会もあ
り，生徒ともども感謝している」（高等学校）

表 12　児童・生徒向け教育イベントの利用

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 4.0 9.7 6.1

NHK 全国俳句・短歌大会への参加 0.8

NHK 杯全国放送コンテストへの参加 4.4 20.9

「キミが主役だ！ NHK 放送体験クラブ」
への参加 3.1

社会科副教材用冊子「NHK Jr.book
（ジュニア ･ ブック）」の入手 1.9

ビデオ「みんなの放送局～番組ができる
まで」の借り出し 3.1

東京の NHK 放送センターの「スタジオ
パーク」見学 3.1 3.4 2.5

東京の NHK 放送博物館の見学 0.3 0.2 0.2

最寄りの NHK の放送局の見学・訪問 5.0 1.5 2.1

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

1.3 ─ 1.3

埼玉県川口市の NHK アーカイブスの見学 ─ 0.2 0.4 

「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 ─ ─

「あしたをつかめミーティング
～平成若者仕事図鑑」への参加 0.6 1.9

（100%= 全学校）
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もサポートしている。2009年3月末時点で，教
師を中心に会員数は15,000人を超えた。
「NHKティーチャーズネット」の認知や登録

した教師の有無について尋ねた結果が表13で
ある。登録した教師がいる学校の割合は，最
も多い小学校においても6.6％であるが，「知っ
ている教師がいる」学校は，小学校と高等学
校で4割を超えた。

また，今後の利用意向については，「利用し
たい」学校がいずれの校種も6割を超えてい
る（小学校67.6％，中学校68.2％，高等学校
62.4％）。中でも，「授業で利用できる高画質
映像資料の配信」「NHKの番組や映像クリッ
プの検索」「番組関連の学習で利用できるワー
クシートの提供」など，学校放送番組やNHK
デジタル教材を授業に生かすためのサービス
への関心が高い（表14）。

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

デジタル教材，一般番組，各種教育イベントな
ど，それぞれ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た（図8）。

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・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88.4％，中
学校は66.7％，高等学校は73.2％が該当する。
どの校種でも，放送番組・デジタル教材の利用
が最大の比重を占めているが，3つの教育サー
ビス利用の重なり具合をみると，市販ビデオ・
DVD，あるいは教育イベントを利用している学

（100%= 全学校）
表 13　NHK ティーチャーズネットの認知・登録

小学校
（%）

中学校
（%）

高等学校
（%）

ＮＨＫティーチャーズネット
を知っている教師がいる △ 43.2（30.3）△ 38.1（33.8）△ 43.2（35.5）

ＮＨＫティーチャーズネット
に登録した教師がいる △ 6.6 （2.8） 4.2 （2.1） 3.0 （2.0）

表 14　NHK ティーチャーズネットの利用したい内容

小学校 
（%）

中学校 
（%）

高等学校 
（%）

授業で利用できる高画質の映像資料の配信 52.4 55.8 51.7

指導要領や教科書の単元に対応した，
NHK の番組や映像クリップの検索 41.5 44.8 37.1

授業における「NHKデジタル教材」
の使い方の解説 19.5 16.8 15.2

番組に関連した学習で利用できる
ワークシートの提供 30.3 32.0 25.1

身近で最新の教育問題の解説 9.4 11.8 15.0

「NHK デジタル教材」や番組，教育問
題について意見交換ができる掲示板 3.4 2.1 3.6

最新の番組情報や教育情報が掲載
されたメールマガジン 2.9 5.1 5.5

番組制作者に番組に対する意見や
要望を発信できるページ 1.5 2.3 3.4

（100%= 全学校）
写真３　NHK ティーチャーズネット

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

注1：（ ）内は，2006年度の数値である。
注2： △▼マークの数値は，信頼率95％で2006年度に比べ有意差がある。
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校は，その多くが放送番組・デジタル教材も利
用していることがわかる。NHKの教育サービ
スの利用は放送番組・デジタル教材を基本に，
そこからそれ以外のサービスへと利用が広がっ
ているといえよう。

 4. メディア・リテラシー育成の広がり

（1）学校の取り組みの進展
教育現場でも日常生活でも多メディア化が進

む中，1990年代末から，「子どもたちがメディ

アについて学び，主体的に関わる力（メディア・

リテラシー）を養うこと」が，社会的に広く注目
されるようになっている。その育成について尋
ねると，カリキュラムが定まっていないことなど，
学校教育になじまないと考える学校が存在する
一方で，小学校，中学校，　高等学校のすべ
ての校種においてほぼ6割前後の学校が「学校
教育の場で取り組んでいく必要がある」と回答

図 9　メディア・リテラシーの育成の取り組み状況の推移
（100%= 全学校）

表 15　メディア・リテラシー育成に対する考え方

小学校 
（％）

中学校 
（％）

高等学校 
（％）

学校教育の場で取り組んでい
く必要がある

68.2 
（61.8）

58.1 
（55.1）

58.9 
（53.8）

カリキュラムの定まってない現
段階では，学校教育の場で
の取り組みは難しい

12.3 
（18.2）

15.4 
（17.1）

13.3 
（13.0）

時間的制約の多い学校教育の
場で取り組むことは，難しい

13.5 
（14.6）

19.4 
（21.6）

19.4 
（23.2）

家庭など学校教育以外の場で
進めていくことがふさわしい

2.1 
（1.4）

1.7 
（2.8）

2.7 
（2.0）

その他 2.1 
（2.5）

3.2 
（1.5）

2.5 
（3.0）

注：（ ）内は，2006年度の数値である。

（100%= 全学校）

図 8　NHK 教育サービス利用の全体像

小学校
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88.4％
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84.4％
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教育イベント利用

54.9％

(n=620) (n=475) (n=474)

20.2％
37.1％

61.8％

35.9％ 26.2％

 

小学校
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82.6％
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60.3％
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しており（表15），また実際に取り組んでいる
学校も6割を超えている（図9）。

（2）高まる携帯電話への関心
メディア・リテラシー育成の対象としているメ

ディアは，「パソコン・インターネット」が最も多
いが，2006年度調査に引き続き，「携帯電話」
を取り上げている学校が，いずれの校種でも有
意に増加している点が注目される（表16）。

携帯電話は，児童・生徒自身の利用が急増す
る一方で，ネット上のいじめや有害サイトを通じ
てトラブルに巻き込まれる危険性も大きくなって
いる5）。そのため，学校での携帯電話の取り扱
いについて，文部科学省が，小・中学校では原
則持ち込み禁止，高等学校では校内での使用
を制限するように通知を行う（2009年1月）など，
子どもの使用に一定の規制を加える動きもある。

今回の調査結果は，携帯電話を介したトラブ

ルへの対応など，「子ども自身が携帯電話の利用
マナーやルールを身につける必要がある」という，
学校現場の認識の高まりの表れと考えられる。
それは，メディア・リテラシー育成で重要だと考え
る能力を尋ねた結果からもみてとれよう（表17）。

（3）メディア・リテラシー育成方法の工夫
メディアに関する学習を進めるにあたっては，

さまざまな方法が用いられているが，どの校種
でも，パソコン・インターネット教材の利用経
験校が2割を超えている（表18）。自由回答を
みると，『体験！メディアのABC』（2001 〜 2004年

度放送），高校講座『情報A』（2003年度〜）など，
NHKの学校放送番組の回答が目立つ。なお，
2007年度からは，中学校・高等学校向けに

『10min.ボックス 情報・メディア』も放送されて
いる。番組の利用率は中学校7.9％，高等学校
5.3％（表5，38ページ）だが，中学校の68.6％，
高等学校の58.9％の学校が「今後利用したい」
と回答している。

メディアの利用以外にも，メディアの関係者
や研究者，各種組織など部外の専門家や担当
者を学校に招く例や，保護者に説明して家庭で

表 16　メディア・リテラシー育成対象メディア

表 17　メディア・リテラシー育成で重要な能力

小学校 
（％）

中学校 
（％）

高等学校 
（％）

テレビ
△24.0 ▼9.5 ▼12.4
（19.3） （18.8） （17.0）

ビデオ，映画
14.4 ▼11.4 17.5

（11.1） （20.9） （21.6）

新聞などの活字メディア
20.0 ▼10.1 ▼15.2

（16.0） （23.7） （23.8）

パソコン・インターネット
△74.0 56.6 60.3
（54.7） （62.0） （57.9）

携帯電話・ＰＨＳ＊注３ △34.5 △32.8 △28.9
（10.2） （20.7） （17.7）

テレビゲーム＊注 4 △7.4 1.9 1.7
（2.7） （2.6） （2.5）

メディア環境全般について
7.5 6.9 △12.7

（4.9） （6.4） （8.2）

その他
0.5 0.4 0.2

（0.5） （0.2） （0.5）

（100%= 全学校）

注1：（ ）内は，2006年度の数値である。
注2：△▼マークの数値は信頼率95％で2006年度に比べ有意差がある。
注3：2008年度は「携帯電話（インターネットの利用を含む）」として尋ねた。
注4： 2008年度は「テレビゲーム（ニンテンドーDSやゲームボーイアドバンス

などの携帯ゲームを含む）」として尋ねた。

小学校
（％）

中学校
（％）

高等学校 
（％）

児童・生徒がさまざまなメディ
ア機器を正しく使うことができ
るようになること

46.6 38.7 40.1

児童・生徒がたくさんある情報
の中から正しい情報を選択でき
るようになること

83.4 75.8 82.3

児童・生徒がメディア機器を使
用するときのマナーやモラルを
身につけること

85.0 83.4 82.1

携帯電話やゲームなどで利用
する時間を自分で調整すること
ができるようになること

38.9 40.8 34.0

出会い系サイトや学校裏サイト
など，インターネットには危険な
側面もあることを理解すること

59.7 77.5 73.2

その他 1.0 0.6 1.3

（100%= 全学校）



46 　JUNE 2009

の指導を求める学校もみられた。一定のカリ
キュラムがない中で，学校以外にも協力を求め
るなど工夫をしながら，指導を進めていること
がうかがえる。

 5. NHK 教育サービスへの期待と課題

（1）映像を通した学習への期待
NHKの教育サービスの中で，学校放送番

組は，学校に向けて直接放送する番組として，表 18　メディア・リテラシー育成で利用経験がある方法
（100%= 全学校）

自由回答から

　「授業でメディア利用を進めたい半面，十分
な指導をしないまま，子どもたちにインター
ネットを使わせることには不安がある。」（小
学校）
　「携帯電話は，サイト情報など，教師よりも
生徒の方が詳しい活用方法を知っている現実
があり，指導に試行錯誤している。」（中学校）
　「携帯電話の使用では，生徒が加害者にな
る可能性もあるため，保護者の啓発も進めて
いる。保護者向けの番組も考えて欲しい。」（高
等学校）
　「メディア･リテラシーの育成は必要とは思
うが，『受験や教科の学習よりも』という前提
に立って，どこまで必要と言い切れるか…」（高
等学校）

表 19　今後，学校放送に期待する内容

小 学 校 
（％）

中学校 
（％）

高等学校 
（％）

実際に体験することの難しいこ
とがらを，映像を通して体験・
観察できる番組

87.9 72.4 71.1

教科書の内容に準拠した資料映
像を数多く提示する番組 54.5 48.6 36.3

教科書や資料集では得られな
い，児童・生徒の感性に訴えか
ける番組

44.8 52.2 46.2

学習内容を基本に絞り，児童の
理解により重点を置いた番組 18.5

発展的・応用的な学習内容を，
映像で展開する番組 28.2

身近な問題など，現在進行中の
ことがらを扱う，「今」と結び
ついた番組

24.7

生徒の社会常識を養うことがで
きる番組 32.6 41.8

時事性の高い番組 20.8 36.3

学習テーマへの「動機づけ」「た
しかめ」「まとめ」など，教師
が自分の授業の流れにあわせて
利用できる番組

23.5 30.3 24.5

先生の手助けなしに，子どもた
ちが自分から進んで学習を進め
ることができる番組

14.4

生徒の情報の収集・選択・活用
能力を育むことのできる番組 25.3 23.2

学習テーマについて，まとまっ
たストーリーの形で伝える番組 11.4 14.6

ウェブサイト上に，番組と連動
した教材があり，学習を展開し
たり深めたりできる番組

22.7 16.4 18.4

他校の取り組みを知ることがで
き，また，自分たちの取り組み
を発表したり，意見交換・交流
の起点となる番組

4.2 7.4 11.4

長期間利用できる資料型の番組 12.6 15.4 14.8

夕方の時間帯に子どもたちが家
で視聴できる番組 5.6

（100%= 全学校）
小学校 
（％）

中学校 
（％）

高等学校 
（％）

テレビ番組の利用 4.2 3.6 6.8

ビデオ・DVD 教材の利用 6.1 9.1 15.8

パソコン・インターネット
教材の利用 25.0 20.0 21.7

テキストの利用 16.6 16.2 25.5

放送局，新聞社などメディ
ア関係者の協力 2.7 6.7 3.0

大学の研究者，自治体，
NPO などの協力 1.6 4.4 5.1

他の学校での取り組みを 
参考にした 7.7 5.3 3.6

総務省のプログラム
『伸ばそう ICT メディア ･ リテ
ラシー』を利用した

1.8

保護者にメディア ･ リテラシー
の重要性を説明し，家庭での
指導を求めた

4.8 12.2 6.3

その他 4.5 5.9 7.0
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その中核を占めている。学校が期待する学校
放送番組の内容を調べた。

表19に挙げた項目を示して尋ねたところ，圧
倒的に多かったのは，小学校，中学校，高等
学校のすべての校種において，「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・
観察できる番組」である。「教科書の内容に準
拠した資料映像を数多く提示する番組」

「教科書や資料集では得られない児童・
生徒の感性に訴えかけるような番組」へ
の期待も多く，学校放送がこれまで培っ
てきた，映像を通してこそ可能な学習体
験に対する期待は今も大きいことがみて
とれる。

また，高等学校では，「生徒の社会常
識を養うことができる番組」（41.8％）へ
の期待が高いことも注目される。

（2）いつでも利用できる映像サービスと
　　きめの細かいサービス提供への期待

今後，学校放送の利用を進めるにあ
たって重要と考えられる内容について尋
ねたところ，小学校では，「必要な時に，
番組や映像ソフト，教材を取り出せるサー
ビス」をほとんどの学校（88.9％）が希望
している（図10）。そのようなサービスとし
ては，パソコン・インターネットのウェブサ
イトからダウンロードを希望する学校が多
い。これは，インターネット回線の利用で
は授業中に映像が途切れる場合があるた
め，事前のダウンロードで，映像再生中
のトラブルを防ぎたいということも関係して
いるものと思われる。

また，「番組関連情報（放送案内，番
組内容に関する情報）の充実」を希望す

る学校も並んで多かった（80.8％）。ウェブサイ
トによる入手希望がある一方で，テキストなど
の紙媒体による希望も相変わらず多い。

自由回答には，いずれの校種でも，イベン
トの開催など，都市部だけでなく地方の学校
に向けた各種サービスの充実を求める記述が
目立った。また，地方の学校や教師に直接届

（100%= 全学校）
図 10　今後の学校放送利用において重要と考える内容〈小学校〉

番組関連情報（放送案内，
番組内容に関する情報）
の充実

必要な時に，番組や映像ソフト，
教材を取り出せるサービス

年度はじめに番組を録画予約
して，ライブラリー化した中から
番組を選んで利用できるしくみ

放送番組や映像ソフト，教材と
使用教科書の該当部分が示された
カリキュラム対応表の存在

番組や関連教材利用の
教育効果に関する研究
成果の情報

授業実践事例や公開授業の
紹介

番組を利用している教師たちと
交流できる仕組み

通信環境やメディア機器の
設備の充実

番組や番組ホームページを
活用するための講習会や研修会

80.8

88.9

26.0

24.2

3.2

38.9

8.1

5.3

10.3

・ウェブサイトで ：6.1
・直接顔を合わせて ：1.9

（％）

・テレビ番組で ：15.6
・ウェブサイトで ：26.1
・紙媒体で ： 7.3

・テキストなど紙媒体で ：47.7
・パソコン・インターネット上の
ウェブサイトで ：56.5
・携帯電話・インターネット上の
ウェブサイトで ：1.8
・パソコンメールで ：4.7
・携帯メールで ：0.5

・ウェブサイトで見たい ：42.1
・パソコン・インターネット上の
ウェブサイトからダウンロードしたい ：63.7
・携帯電話・インターネット上の
ウェブサイトからダウンロードしたい ：1.1
・CD-ROMで利用したい ：27.4
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くような周知活動に対する要望も寄せられてい
る。学校現場のニーズの多様化とともに，その
ニーズに対応する形で，学校に向けたきめの細
かいサービスの提供が求められているといえる
だろう。

 おわりに

2008年度学校放送利用状況調査は，地上
デジタル放送への完全移行が近づく一方で新
しい学習指導要領が告示されるなど，学校を
取り巻くメディア環境と学校教育の内容とが，
ともに変化を迎えようとする過渡期の段階で行
われた。そのような中で，小学校における
NHKデジタル教材の利用が大きく伸びたこと
は，これまでの普及活動によって広まったその
存在の認知が利用に転じたということであり，
減少傾向が続いた学校放送利用率に落ち着き
がみられる結果にもつながった。メディアを利
用した学習の新たな展開の可能性を示すものと

して，デジタル教材の利用に関する効果研究も
進むものと思われ，その動向をフォローすると
ともに実践の広がりに注目していきたい6）。

しかし，ここで留意すべきなのは，NHKデ
ジタル教材を利用している多くの学校ではテレ
ビ放送による学校放送番組の利用もあわせて
行っており，NHKデジタル教材を単独で利用し
ている学校はまだそれほど多くはないというこ
とである。メディアの進展と普及に伴い，学校
放送番組の利用は，ラジオからテレビへと移行
し，そしてインターネットによる番組や教材の配
信が行われるようになったわけであるが，必ず
しもNHKデジタル教材の利用がテレビ放送の
利用に置き換わったというわけではない。むし
ろ，テレビの放送時間にあわせた番組視聴が
効果的な授業の場合には，放送利用が選択さ
れていることも考えられる。学校放送番組は，
学校が置かれているメディア環境や教科の特性
や学習課題に応じて，テレビ放送とデジタル教
材とが使い分けられながら併用されており，こ
のような利用形態の多様化が，NHKデジタル
教材の利用の増加の背景にあるといえよう。

もちろん，学校のメディア環境や地上デジタ
ル放送の視聴環境の整備が進めば，いずれは
放送番組やデジタル教材を利用したい時にいつ
でも利用できるようになり，その両者をデジタ
ルテレビというワン・スクリーンで利用できる状
況も訪れるであろう。すでに，デジタルテレビ
の高画質・高音質の映像は児童・生徒の興味
や関心を向上させ，パソコンやデジタルカメラ
などと連動させることで知識の定着や理解の
促進をもたらすなどの効果を上げることも実証
されている7）。

したがって，学校放送番組利用の多様化は，
学校のデジタル化への過渡期である現時点の特

自由回答から

　「地方の中でも県の中心から離れた学校で
は，NHK の放送局までが遠く，『体験クラブ』
ですら体験させることができない。」（小学校）
　「メディアを通した意見交換を子どもたちが
できるような，他の地域や他の国とのコミュ
ニケーションの場を設けて欲しい。」 （小学校）
　「学校放送番組を具体的にどう活用すべき
か，地方の学校だと近隣にも情報がない。
身近なところで実践例が欲しい。」（中学校）
　「都市部の学校に比べて，山間部の学校は
教育イベントにも参加しにくい。学校への出
前講座のような形で，直接体験しやすいサー
ビスが欲しい。」（中学校）
　「県庁所在地や大都市だけでなく，市町村
単位のＰＲを望みたい。」（高等学校）
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徴といえるかもしれない。また，放送サービス
とデジタルサービスの両方を視野に入れたサー
ビスの提供も求められるであろう。ただ，重要
なことは，テレビ放送であれデジタル教材であ
れ，学校放送番組が日々の授業の内容にふさ
わしいメディアで利用されることによって，子ど
もの学習体験が豊かなものになることだと考え
る。利用形態の多様化が，何よりも子どもの学
習体験の多様化につながることを期待したい。

新しい学習指導要領に基づいた教育は，小
学校では2011年度から完全実施される。5･6
年生では，週1時間の外国語活動として英語
の授業が必修化されるなど，約30 年ぶりに学
習内容が増えることが注目を集めているが，特
に内容が増加する理科や算数では2009 年度
から移行措置が始まっている。授業において
は，観察や実験，レポートなど，学んだこと
を活用する機会が多くなるであろう。今回の調
査では，理科教材としてのNHKデジタル教材
に，高い期待が寄せられたが，理科の授業が
増加する中で，その要請がさらに高まることも
予想される。NHKでは，新学習指導要領で
重点が置かれている外国語活動（英語），道
徳などを中心に，その内容を先取りする形で
新しい学校放送番組6 番組を2009 年 4月から
開始した8）。

学校のデジタル化と学習内容の増加という流
れの中で，今後，学校放送番組やNHKデジタ
ル教材はどのように受容され，活用されることに
なるのか。これらの変化が，子どもにより実り
ある学習体験をもたらし，学校教育におけるメ
ディア利用の可能性を押し開くひとつのきっかけ
になることを願いつつ，メディアと教育に関わる
者としてこの大きな転換点をみつめていきたい。

（わたなべ せいじ）

注：
1）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（全
国 6 地区 21 校）」を，2008 年度は「デジタル
テレビの効果的な活用に関する実践研究（全
国 5 地区 12 校）」を実施した。これまでの報
告書は http://www.chidigi.jp/index.html で
参照できる。

2）2008 年度，4 種類のコンテンツすべてが提
供されていた番組は，理科，社会，総合的な
学習の時間を中心とする12 番組であった。

3）「教師調査」では，学校単位の調査対象校と
なった小学校の 6 年生担任各 1 名に無記名で
回答を依頼した。調査対象者数は 1,063，有
効回答数は 609（有効回答率 57.3％）であった。
男性教師 401 名（65.8%），女性教師 208 名

（34.2%），年代別の比率は，20 代 9.4％，30
代 30.4％，40 代 43.3％，50 代 16.4％であった。
なお，学校単位の「学校放送利用状況調査」
とは調査対象が異なるため，両調査の結果を
単純に直接比較することはできない。

4）「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。

5）文部科学省の「子どもの携帯電話等の利用に関
する調査結果（速報）」（2009 年 2 月25日）によ
ると，携帯電話を所有している割合は，小学校
6 年生の 24.7％，中学 2 年生の 45.9％，高校 2
年生の 95.9％である。携帯電話を所有している
児童・生徒のうち，小 6 では，携帯電話の利用
で「特にトラブルになったことはない」が最も多い
が，中 2･高 2 では「チェーンメールが送られた」「迷
惑メールが送られてきた」が増加。また，中 2･高
2 では，「チェーンメールを他人に送った」が 2 割
を 超 える。http://www.mext.go.jp/b_menu/
houdou/21/02/1246177.htm

6）NHK デジタル教材をめぐる研究報告例：
・岡部昌樹（2008）「NHK デジタル教材を
活用したメディア教育の実践と評価」『第
15 回日本教育メディア学会年次大会発表論
文集』pp.50-53
・日本放送教育協会（2008）『テレビ番組と
ICT の連動による探求型学習の効果に関す
る調査・研究成果報告書』

7）文部科学省の研究報告による。前掲 http://
www.chidigi.jp/index.html を参照。

8）NHK 学校放送番組の新番組については，
NHK デジタル教 材のホームページ http://
www.nhk.or.jp/school　を参照。


