生きる力をはぐくみ 未来を拓く 放送教育

全国放送教育研究会連盟の活動
２０１７年（平成 29 年）６月

◆全放連とは◆
「全国放送教育研究会連盟」(略称

全放連：ぜんぽうれん)は、全国の教職員が、授業にお

ける教育放送番組の利用実践や研究を深めるために組織している団体です。
1950(昭和 25)年 11 月に、お茶の水女子大学と紅陵大学で開催された「第 1 回放送教育
研究会全国大会」をきっかけに設立されました。
幼稚園・保育所、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の園・校種で、北海道から
九州まで、全国 8 つのブロックにそれぞれの地方研究協議会があり、また、各都道府県・
地区単位の研究会があります。全国各地の約１７０の研究団体が参加しています。
参加している学校や地域では、それぞれが ＮＨＫ for School（学校向け教育番組およ
び関連するウエブサイト）などを活用した授業の実践と、そのより良い活用方法の研究を
行っています。

◆研究活動の指針◆
全国放送教育研究会連盟(全放連)は、連盟設立以来 67 年余にわたって、常に先進的な目
標をもって、放送番組の教材としての良さを生かした実践および研究に取り組み、放送教
育のあり方を追究してきました。
放送教育では、子どもたち（学習者）の感動や驚きを大事にし、その子なりの個性的な
とらえ方をスタートラインとします。そこでは、一人一人の多様な考え方が大切にされ、
子どもたち自身が、自分の意見や考え方を伝え合い、学び合いながら生き生きと学ぶ姿が
見られます。
放送教育が培ってきた「子どもたちを主体」にした教育理念は、変化の激しい現代社会
にあっても、子どもたちが学びを深め、よりよく生きていくために変わらずに大切にされ
なければならないと考えます。
映像・音声・文字を統合したメディアである放送番組を多様に活用し、子どもたちの感
性と知性にダイレクトに働きかける放送教育は、生きる力を育む教育にあって、中心的な
存在としての重要性を増しています。
全国放送教育研究会連盟は、その設立の主旨に基づき、今後とも学びの主人公である子
どもたちを中心に、教師と番組制作者、研究者が相互に協力し合うことにより、放送教育
の発展と充実に努めていきます。

◆主な活動◆
○放送教育研究会全国大会
放送教育に携わる全国の学校教育関係者や大学等の研究者、教育番組の制作者が毎年一堂に会
して放送教育のあり方をさぐる大会を開催しています。2016（平成 28）年度の 1 日目は、東京都
板橋・杉並区の１保育園、２小学校、２
中学校で、４４の公開保育・授業と各園
校での研究協議が行われました。２日目
は、7 つのワークショップと１つの研究
交流、８つの実践発表が行われ 1,606
名が参加しました。

2017（平成 29）年度
ホームページ

第 68 回

放送教育研究会全国大会

http://www.zenporen.jp/taikai/index.html

■１日目 10 月 27 日（金）：【公開授業と事後検討会・講演等】
仙台市立片平丁小学校、仙台市立錦ケ丘小学校、仙台市立広瀬中学校、
東北学院中学校・高等学校、宮城県教育大学附属特別支援学校
【研究交流：生涯学習】せんだいメディアテーク
■２日目

10 月 28 日（土）：東北学院大学土樋キャンパス・ホーイ記念館

【ワークショップ・セミナー】アクティブ・ラーニング」「情報活用」「次期学習指導要領」「NHK
for School」「プログラミング」等のテーマで参会者もアクティブに研究会を行います。
【実践発表】放送番組や関連動画クリップ、ICT 機器・教材を活用した実践発表をもとに、その
よさや課題について検討します。各分科会２名の発表と参会者を交えての質疑、講師講評を行い
ます。
【パネルディスカッション】
「深く学ぶ子供の姿と ICT の役割」～次期学習指導要領をめぐって～

○ＮＨＫ杯 全国放送コンテスト
全放連とＮＨＫが主催。アナウン
ス、朗読、番組制作などを通して、
現代に生きる中・高校生の豊かな人
間性の育成を目指すコンテストです。
2017 年度で、高校放送コン テスト
は第 64 回、中学校放送コンテストは
第 34 回を迎えます。
校種別の部門は次の通りです。
【高 校】ホームページ：http://www.nhk-sc.or.jp/kyoiku/ncon/ncon_h/index.html
アナウンス・朗読・ラジオドキュメント・テレビドキュメント・創作ラジオドラマ・
創作テレビドラマ。2016 年度は、都道府県大会に 1,664 校、全国大会に 541 校が参
加しました。
【中学校】ホームページ：http://www.nhk-sc.or.jp/kyoiku/ncon/ncon_j/index.html
アナウンス・朗読・ラジオ番組・テレビ番組。2016 年度は、都道府県大会に 649 校、
全国大会に 317 校が参加しました。

○「子どもが生き生きと学ぶ放送学習」研究プロジェクト
http://www.zenporen.jp/ikirutikara/index.html
全放連はこれまで、時代が求める諸課題について、研究プロジェクトを立ち上げて、社
会や教育界のニーズに合わせたテーマを設定し、実践研究を進めてきました。
2014（平成 26）年度から 3 年間、『「子どもが
生き生きと学ぶ放送学習」～学習者を主体とした放
送番組活用～』をテーマに、過去のプロジェクト研
究の成果を継承しつつ、実践研究を積み重ねてきま
した。教育の情報化、社会のデジタル化等、さまざ
まな時代の変化の中においても「子どもたちが生き
生きと学ぶには、どうすべきか」という問いに対し
て、全放連がこれまで大切にしてきた学習者主体の
学びを通して実証していきたいと考え、その 3 年間
の研究活動について、29 年 2 月 12 日のＮＨＫ放送
センターで「報告会」を開催し、全国各地から、プ
ロジェクトメンバーをはじめ 87 名が参加し、２１
の実践をもとにしたポスターセッションでその成
果を確かめるとともに、パネルディスカッションでは「アクティブ・ラーニングの実現に
向けた放送教育の可能性を考える～次期学習指導要領でもとめられているものとは～」に
ついて考えていきました。
成果報告会の概要→ http://www.zenporen.jp/ikirutikara/28_houkokukai.html

○ウェブサイト「放送教育ネットワーク」

http://www.nhk-sc.or.jp/kyoiku/
放送教育の関連情報を発信し
ているウェブサイトです。
・放送教育研究会の全国大会、ブ
ロック、都道府県・地区の研究大
会の開催案内、全国大会の実施結
果報告や活動の記録

・全放連の概要、役員、組織図
・中学校・高校放送コンテストの
参加規定、実施結果
・研究プロジェクトの活動計画や
実践紹介、Ｑ＆Ａ集、学校放送番
組活用の手引き
関連リンクの「ＮＨＫ for
School」は、幼稚園・保育所から
小学校・中学校・高等学校まで、子どもたちの学習に役立つ教育放送番組をはじめ、アー
カイブス、教育イベントなど、学校向けサービスの情報にアクセスできます。授業に役立
つ「ばんぐみ」
「クリップ」
「電子黒板」
「クイズ・プレイ」、先生向けの「授業プラン」
「ワ
ークシート」などを利用することができます。

◆ブロック別研究大会の開催◆
ブロック別と都道府県・地区別に「研究大会」を毎年開催し、それぞれの地域の先生たち
の「研究実践交流の場」となっています。
研究大会の開催案内や申し込み方法などの詳細は、ホームページでご確認ください。
・ブ ロ ッ ク 別：http://www.zenporen.jp/block/index.html
・都道府県・地区別：http://www.zenporen.jp/block/tiku.html

第 69 回北海道放送教育研究大会
第 63 回北海道視聴覚教育研究大会

合同大会(十勝・足寄大会)

平成 29 年 11 月 2 日（木）北海道足寄町
第 21 回

視聴覚教育総合全国大会

第 68 回

放送教育研究会全国大会

合同大会(宮城大会)

平成 29 年 10 月 27 日（金）
・28 日(土) 宮城県仙台市
第 55 回

東海北陸地方放送教育研究大会

第 49 回

愛知県放送教育特別研究会

平成 29 年８月 23 日(水) 愛知県名古屋市
第 52 回

中国地方放送教育研究大会(岡山大会)

平成 29 年 10 月 24 日（火）岡山県岡山市
平成 29 年度 関東甲信越放送・視
聴覚教育研究大会（長野大会）
平成 28 年 10 月 27 日（金）
長野県諏訪市
第 66 回

近畿放送教育研究大会

第 67 回

近畿学校視聴覚教育研究大会(京都大会)

平成 29 年 11 月 17 日（金）京都府京都市
第 50 回

放送教育研究会四国大会(香川大会)事前研修会

小学校：平成 29 年 8 月 21 日（月）香川県丸亀市
中学校：平成 29 年 8 月 18 日（金）香川県高松市
第 66 回九州地方放送教育研究大会(長崎大会)
平成 29 年 11 月 17 日（金）長崎県長崎市

全国放送教育研究会連盟

〒150-8001

TEL 03-5455-4310 FAX 03-3481-1372

東京都渋谷区神南 2-2-1

ＮＨＫ視聴者総局事業センター内

ホームページ http://www.zenporen.jp/index.html

