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実践報告（1）

デジタル教材（放送番組・クリップ・ホームページ）
の活用による「確かな学力」の育成

川崎市立柿生小学校 井部 良一

はじめに

デジタル化の進展によりNHK学校放送番組の多くに番

組websiteが用意され、番組に関連したデジタルコンテン

ツが配信されるようになった。全放連デジプロではデジタ

ル教材（放送番組･クリップ･ホームページ）活用による、豊

かで深まりのある新たな放送教育の展開を研究している。

5年間の研究により、教育放送番組とデジタル教材を複

合利用することの学習効果が具体的に明らかになってき

た。メンバーが取り組む教科・領域も広がった。また、

電子掲示板を活用した共同学習の試みは、これからの遠

隔地共同学習の可能性を広げた。

さらに、デジタル教材の活用と評価とのかかわりに対

する視点も深まり、学習のねらいを明確にした実践が展

開されるようになった。

本年度は指定番組（5年社会科番組）を多様な授業プラ

ンにより実践し、それらを比較検討する事によって、「確

かな学力」の育成にデジタル教材が果たす役割や可能性

を見出そうとしている。本提案では研究の枠組みと中間

的な成果について報告する。

研究の概要

今年度は研究をさらに一歩深め、1本の番組とデジタル

教材を多様な授業プランで活用し、比較検討することに

より、学習の展開や学ぶ児童の能力などにいろいろな成

果が見えてくるだろうと考え、研究計画を立て、実践を

行ってみた。

（1）番組の指定

① 単元名　5年社会

「水産業の盛んな地域をたずねて」

② 活用番組『日本とことん見聞録』

第6回「めぐりゆく食べ物」

5人の委員が関わる5年の番組でデジタル教材が充実し

ていること、また学力という観点での成果を確かめるこ

とのできる教科番組、という条件から社会科番組「とこ

とん日本見聞録」を活用して研究を行うことにした。
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（2）多様な授業プラン

授業プランは社会科番組「日本とことん見聞録」の第6

回『めぐりゆく食べ物』の回を活用することを指定して

各自がプランを立てた。授業プランについては各実践者

が指導者としての思いや児童の実態を考慮して、番組と

デジタル教材をどのように組み合わせて活用するかを中

心に立案した。また同時に児童に期待する能力育成とい

うことも意識した。

（3）「確かな学力」の育成

私たちはデジタル教材の活用スタイルと社会科の4観点

の能力育成という視点で授業プランを作成し、授業実践

を行うことにした。そして、その取り組みが「確かな学

力」の支えとなる能力の育成に効果が見られることを目

指して研究をスタートさせた。

研究の方向性

1学期末に同番組・デジタル教材を5名の実践者がそれ

ぞれのプランを実践した。各自のプランは学校での状況

（担任か専科）、児童の実態、教材観、情報環境などを考

慮した上で、立案したものである。デジタル教材の利用

意図を見ると、社会科の評価の観点で分類することがで

きた。そこで、社会科の評価とデジタル教材の関連性に

も着目した。
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（1）「社会的な思考判断」に重点

＜東京都千代田区立九段小　竹下佳余教諭＞

番組をクラス一斉視聴し、立てた学習課題を追究する

場面で教師が動画クリップを提示し、焦点化する。その

後、児童ひとりひとりが個別にデジタル教材を活用して

調べ学習を進めていく。つかんだ学習課題をより深く、

思考し判断するために教師や児童がデジタル教材を活用

するプランである。

（2）「社会的事象についての知識・理解」に重点

＜横浜市立境木小　高野健一教諭＞

番組は一斉視聴し、本時の焦点である物流「宅配便」

「トラック輸送」の場面を視聴。視聴後物流について話し

合いを持ち、さらに深く詳しく知るためにデジタル教材

を児童が個別利用。焦点化した課題についての番組を視

聴し、話し合いで深め、さらにデジタル教材で知識理解

を深めていくプランである。

（3）「社会的事象についての知識・理解」に重点

＜東京都杉並区立浜田山小　小林亜希子教諭＞

「魚を新鮮なまま届ける工夫について考えよう」とい

う学習課題を教師が提示し、予想を立て、番組一斉視聴

を行う。視聴後視聴カードを元に課題について学級全体

で話し合いを行う。話し合いのなかで必要に応じて資料

的にデジタル教材を提示し、話し合いを深めていった。

課題に対する理解を深め知識を定着させるためにデジタ

ル教材を活用したプラン。

（4）「観察・資料活用の技能・表現」に重点

＜東京都杉並区立荻窪小　松川厚雄教諭＞

番組を一斉視聴し、児童が個別に学習課題を立てる。

その課題についてデジタル教材を活用して個別の調べ学

習を行い、調べたことをまとめ学級で発表しあう。さら

にデジタル教材の中の「掲示板」にまとめたことや調べ

た内容を書き込みして同じ学習を進める全国の5年生に発

信していく。デジタル教材を調べ学習の一つの手だてと

して利用し、そのまとめを掲示板を活用して発信すると

いう表現力育成も目指したプランである。

（5）「観察・資料活用の技能・表現」に重点

＜川崎市立柿生小　井部良一教諭＞

問題解決学習にデジタル教材を位置づけ課題を追究し

ていくとともに、資料活用能力や情報活用能力の育成を

目指したプランである。（詳細は次の実践報告参照）

実践報告

3-（5）「資料活用能力」に重点を置いた授業プランであ

る井部の実践について報告する。

（1）授業プランについて

食料生産に関する学習の中で、水産業については本校

では8時間扱いで指導している。5年社会科番組「日本と

ことん見聞録」では3本の漁業関連の番組が放映されてい

る。3本を一斉視聴で全体学習をしていくには時間数が足

りず深まりが望めない。また、できるだけ課題解決学習
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学習の流れ

番組一斉視聴後、課題を教師提示の動画クリ

ップで焦点化。調べ学習で児童がデジタル教

材を個別に活用。

番組一部を一斉視聴。視聴内容について話し

合い、より詳細をデジタル教材で児童が調べ

理解を深める。

教師から課題提示後、番組一斉視聴。課題に

ついて話し合い、解決の資料としてデジタル

教材を教師が提示。

番組一斉視聴。各自課題を設定し個別にデジ

タル教材などを活用して調べ、掲示板を使っ

て発信していく活動。

番組3本をねらいに従って活用。指定番組はグ

ループ一斉視聴。デジタル教材は児童個別に

課題解決場面に活用。

デジタル教材活用の意図

＊課題の焦点化（教師）

＊調べ学習（児童個別）

＊理解の深化、知識定着

（児童個別利用）

＊理解を深める資料

（教師提示）

＊調べ学習（児童個別）

＊学習成果の発信

（児童掲示板利用）

＊課題の焦点化（児童）

＊調べ学習（児童個別）

情報環境

インターネット○

動画○

インターネット○

動画○

インターネット○

動画×

インターネット○

動画×

インターネット○

動画○

＜5実践比較一覧表＞

実践者 立場 時 能力

竹下 専科 2 思考

判断

高野 専科 2 知識

理解

小林 担任 5 知識

理解

松川 担任 11 技能

表現

井部 担任 8 技能

表現



018 Digi-pro'04

の形を取ることにより幅広い学力を児童に身につけて欲

しいという教師の思いから、8時間のなかに3本の放送番

組、デジタル教材を位置づけて指導計画を立案した。こ

の授業プランでは課題解決学習の興味・関心を大切にす

る、課題を立て自ら解決していくという課題発見・解決

能力、情報活用能力、学び方を学ぶなど、多様な能力育

成が期待できる。社会科としては資料活用能力の育成が

重点となる。

（2）学習の流れ

導　　入　身近なスーパーや魚屋さん、すし店などで

魚、水産業への関心を持つ。

課題設定　番組「海に生きる人々」一斉視聴

視聴後、学級全体で「イメージマップ」を

作成し3つのテーマを設ける。

蠢．漁師の仕事について

蠡．海の環境や養殖について

蠱．魚の運輸について

課題の焦点化　学習テーマからさらに自分の学習課題

に焦点化するためにテーマ別に番組と

デジタル教材を活用。

蠢　デジタル教材個別利用

蠡　番組「海よよみがえれ」視聴

蠱　番組「めぐりゆく食べ物」視聴

課題解決　各自の学習課題の解決に向けて多様なメデ

ィアを活用する。

①デジタル教材（番組再視聴・動画クリップ、

ホームページ）

②コンピュータでホームページ検索（リンク集）

③映像教材の視聴

④図書館の利用（学校図書館、川崎市公立図書

館検索システムを利用して図書館分館の利用）

まとめ・発表　学習時間に余裕がないので一番良い資

料を提示しながら、自分の調べたこと

を学級全員に発表する。

・ホームページを開き解説しながら

・動画クリップを視聴しながら

・図書資料を提示しながら

単元のまとめ　学級全体で学んだことを整理し、補足

すべきことを教師が指導し、学習のま

とめをする。

（3）番組とデジタル教材の活用について

番組「海に生きる人々」は漁業全体に関する内容が織

り込まれていたので、学級全員で一斉視聴し、話し合い、

課題設定に利用した。他の2番組は漁業の環境と物流に絞

り込まれた内容だったので、関連したテーマを持った児

童だけのグループ視聴という形で活用した。

デジタル教材についてはテーマ蠢の児童は課題の焦点

化のため、その後は全員が課題解決の手段として個別利

用を行った。

ただし、様々なメディアの中の一つとして児童が主体

的に利用するという形の学習形態だったので、児童一人

一人の利用頻度は異なる。

（4）授業後の考察

放送番組を利用した学習活動のなかにデジタル教材を

融合すると学習活動がどのように変わっていくのか考察

してみる。

①学習課題の焦点化

学習課題は中心となる番組を学級で一斉視聴した後、

話し合いを持ち、イメージマップ（左図）などの方法を

使いながら作り上げていく事が多い。今回はさらにデジ

タル教材を活用して学習課題の焦点化を行ってみた。課

題把握場面でのデジタル教材の活用は長短両面があると
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感じた。長所は課題をつかみきれない児童がデジタル教

材の視聴によって自分の課題を明確化できることである。

短所はデジタル教材（動画クリップ）は内容がかなり焦

点化された映像であるので、それを見た児童はかなり狭

く部分的な課題を作ってしまうことである。学習内容、

学習のねらい、児童の実態を考慮した上で課題把握の場

面でデジタル教材を活用していくことが重要であると感

じた。

②情報源の量的質的増加

調べ学習の手だてとしてデジタル教材が加わったこと

は情報の量、質ともに今までと比較にならないほど豊か

な学習活動が可能になったと感じる。番組再視聴、動画

クリップ、リンク集など児童が自分に必要な情報をより

多く手に入れることができるようになった。以前に比べ、

短時間で課題解決に迫る情報を児童は得ることができた。

より良い環境、豊かなコンテンツで学習することは児童

の学習への満足感、達成感につながっていく。

③児童の資料活用能力の向上

デジタル教材はいろいろな活用方法があるが、問題解

決的な学習形態の中に多様なメディアのひとつとして位

置づけ、児童が主体的に活用していくという設定によっ

て、資料活用能力の向上を目指した。デジタル教材を活

用することによって、児童の学習の流れがスムーズにな

った。それは今までホームページ、図書など文字中心だ

った調べ学習に映像情報（動画クリップ）が加わった効

果であると考える。動画の意味的まとまりが資料の読み

取り、理解をより促し、資料活用能力の向上をもたらし

ていると考える。

④学習意欲の向上

デジタル教材について児童に尋ねると、多くの児童が

課題設定後、まず利用し、活用している事がわかった。

そして何より、楽しく学べるという意見が多かった。そ

れは今までの調べ学習は文字情報中心であり、難解な部

分も多く、文章読解能力の少ない児童には学習の障壁と

なっていた。しかし、映像資料はだれにでもわかりやす

く、楽しいので、すべての児童が意欲的に取り組むこと

ができるのだと考える。

研究の成果と課題

5実践の細かな分析はなされていないが、簡単な比較検

討だけでも見えてくることがあるので、中間的な成果と

して報告する。

（1）多様な環境面での活用

実践者の勤務校の情報環境は様々である。校内LANが

整備され教室でもインターネットが活用できる学校から、

回線が細く複数機でインターネットを使うことのできな

い学校もある。しかし、デジタル教材は環境面の整備さ

れた学校だけ活用できるということではなく、教師のア

イデア次第でどんな環境でも有効に活用できるとうこと

がわかる。たとえば、番組視聴の後に学習の流れに合っ

た1本の動画クリップを教師が提示し、課題を深めたり、

解決したりする資料として一斉授業で活用できる。また、

番組の感想や調べた情報を掲示板を利用して他校との交

流を図るような取り組みも可能である。様々な環境下で

のデジタル教材の活用アイデアを集めていくことが大切

である。

（2）番組とデジタル教材の融合

放送番組とデジタル教材（動画クリップ）の活用パタ

ーンとしては次の5パターンが考えられる。

番組一斉視聴後、その感想や考えを話し合う事によっ

て学習を進める場合はあえてクリップなどを使わない場

合もありうる。番組視聴を中断して（分断視聴）間でク

リップを視聴しまた番組に戻ることも可能である。クリ

ップを導入に活用してから番組利用という方法もある。

教師の指導計画の中に活用できるクリップを使う視聴覚

的な活用法も可能である。これらのパターンがどのよう

な学習形態や場面に適しているか分析していくことが必

要だと考えている。

今回の5実践は全て番組視聴をまず行い、その内容を受

けて関連のクリップを活用していくという2のパターンの

5

NHKデジタル教材について 

児童数（28名） 

0 5 10 15 20

とても役立つ 

役立つ 

あまり使えない 

使えない 
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流れになっている。実践者全員が放送教育に熱心に取組

んでいるので、番組視聴を学習の中心に位置付けている。

放送番組の良さを大切にし、学習に役立てる流れとして

は②のパターンが有効であると考える。また、クリップ

は児童の思考の流れ、学習の方向性を考慮して作られて

いる。学習が自然な流れになり、動画クリップの特性を

生かすことのできる利用方法だと考える。NHKデジタル

教材が他の資料的な動画コンテンツと大きく違う点は放

送番組との関連性にある。番組とクリップがうまく融合

して何倍もの学習効果を生み出すものであると考えてい

る。最近はweb上にたくさんの資料的な動画コンテンツが

配信されているが、それらとは番組との関連性という面

で大きな違いがあると考えている。番組とデジタル教材

の長所を大切にした授業プランを立てていきたいと考え

ている。

（3）確かな学力とデジタル教材

今回の実践でデジタル教材の活用方法がいろいろ試さ

れた。社会科評価観点と利用方法を関連づけてみる。

【思考・判断】

竹下実践では番組視聴の後、話し合いを深めるような

動画クリップを教師が提示し、見方を焦点化して思考判

断を深める課題を学級で作り上げた。その後児童がメデ

ィアを利用し調べ学習を行い、さらに深く思考判断を行

う。学習課題把握の場面で教師が思考を深めるような視

点を与えるデジタル教材の活用である。

【知識・理解】

学習内容を理解し定着させる取り組みは高野・小林の2

実践で取り組んだ。

同じ知識・理解に重点を置いているがデジタル教材の

活用という点では違いがある。高野実践では番組内容の

「物流」について焦点化し、そのしくみを知り、理解を深

めるためにデジタル教材の豊かな資料性を活用しながら

指導する取り組みである。反面、小林実践は学級全体で

課題について予想し、番組を視聴した後、話し合いなが

ら解決していく。教師の発問、児童の反応によって話し

合いを深める形で進め、結論を確認し、さらに発展的な

考えに導くための付加的資料としてデジタル教材を活用

するという展開である。

高野実践は豊かなデジタル教材の資料性を元に、小林

実践は教師と児童の「話し合い」をもとにデジタル教材

は付加的存在として扱った点が異なる。

【技能・表現】

児童が主体的にデジタル教材を活用していく学習では

主に技能・表現の能力育成が図れると考える。井部実践

はデジタル教材を児童が個別に活用する環境を整え、課

題設定や調べ学習で役立てた。主体的に資料にふれ、関

わることによって資料活用能力の育成を進めることがで

きる。また、松川実践はデジタル教材で資料活用するだ

けでなく内容をまとめ、デジタル教材の「けいじばん」

を利用して、学習内容を他校に発信するなど表現にも視

点を置いた実践に取組んだ。
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（4）５実践の比較分析

前頁の表「多様な授業プランと社会科評価観点」では5

実践の学習の流れと番組視聴、デジタル教材の活用を一

覧にしてみた。わずか5実践、しかも活用パターンは番組

からクリップというものだけであるが、一覧にして比較

してみると見えてくることがある。

①一斉学習と個別学習

クリップの活用形態は一斉指導の中で教師がねらいを持

って提示する形と、児童が個別に利用する形態とがある。

一斉型は学習課題を把握する、深化するために教師が

吟味したクリップを提示する。ねらいとしては番組に関

連したクリップを見ることで、興味･関心をいっそう喚起

したり、思考・判断を深めたりすることである。

また、個別利用型は課題を設定した後に、クリップで

調べたり、情報を活用したりする。ねらいとしては、知

識･理解を深めること、資料を活用する能力を育てること

が中心になる。

②学習課題の深化と広がり

学習内容から分析してみると、学習を深化させたい、

焦点化させたいというねらいの時は、教師が選んだクリ

ップを一斉提示する。たくさんの情報に触れ、多くの知

識を得る、資料を活用するなどの拡散的な学習場面では

児童の個別利用により広がりのある学習を計画するとい

う方向性が見られる。

学習内容、学習場面、評価の重点などによりクリップ

は一斉提示、個別利用をうまく使い分け、より効果的な

利用方法を求めて学習計画を立てていくことが大切だと

感じる。

今後の課題

今回の研究は5実践という少ない中での考察であるが、

デジタル教材が一台の教師用コンピュータから提示する、

児童一人一人が個別に活用するなどさまざまな環境でも

活用が可能で有効なものであることが確認できた。

また、活用方法のモデルや能力育成との関連性がほんの

少しだけれど見えてきたような気がする。今後、さらに

多くの実践を行い、実践例を集め、デジタル教材の有効

性を確認し、活用のアイデアや能力との関連性などを検

証していく必要を感じている。

また、よりよいデジタル教材作成のため制作者と情報

を交換しながら進めて行き、児童の学習がより充実した

ものになるよう努力していきたい。
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