第13回 視聴覚教育総合全国大会
第60回 放送教育研究会全国大会
合同大会（愛知大会）
報告

平成21年10月27日
（火）
・28日
（水）の両日、
「ネットワーク社会における豊かな学びとメディア」を大会主
題とする第13回視聴覚教育総合全国大会及び第60回放送教育研究会全国大会の合同大会が、愛知県豊橋市、
岡崎市、豊田市の各会場で開催された。天候にも恵まれ、参加者は１日目、２日目あわせ、延べ3,688 名にの
ぼり、各会場・分科会で意欲的な発表と熱心な話し合いがされた。

本大会を愛知県で開催するに当たり、特に配慮したことは、次の点である。
・日々の実践の積み重ねの中で明らかとなった成果と課題を学び合う場とするため、１日目を保育・授業・
施設公開、研究発表と分科会を行い、３市８会場で実施する。
・全国組織からの基調提案と研究別分科会での発表をもとに、全国的な課題と経験を交流し合う場をつ
くる。
・研究組織である三河教育研究会を大会準備母体としつつ、県内の関係組織と協力体制を組み、県・全
国の幼稚園・保育園、小中高等学校、ライブラリー関係者が参加しやすい魅力的な大会運営をすすめる。
こうした大会のねらいの確かさは「自分の生き方を見つめ直す機会となった。成果の多い大会でした」
「初めてこのような大会に参加しましたが、とても刺激を受けました」といった参加者の感想や、予想を
大きく上回る参加者数等からもみることができよう。
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大会概要
❶ 第１日目（10月27日）
大会1日目は、幼・保、小、中、高等学校から社会教育まで７園校・１施設ごとのテーマに基づき、これま
で継続して実践してきたことが、各会場ごとに公開授業や研究発表で紹介され、研究協議や助言により深め
られた。
〈p.8〜15参照〉

■ 円通寺保育園（164名）
テーマ

ひとりひとりの夢・空想の発信

■ 豊田市立童子山小学校（528名）
テーマ

ICTを活用した説明力の育成

■ 豊橋市立羽田中学校（178名）
テーマ

知識基盤社会を担う生徒の育成

■ 光ヶ丘女子高等学校（193名）
テーマ

授業が変わる、学びが変わる

※（

）内は、参加者数

■ 岡崎市立羽根小学校（506名）
テーマ

伝え合い、練り上げる授業

■ 豊橋市立羽根井小学校（282名）
テーマ

考えを深める関わり合いの授業をめざして

■ 岡崎市立甲山中学校（302名）
テーマ

 いやりあふれるコミュニケーションを
思
創造する生徒の育成

■ 岡崎市図書館交流プラザ（104名）
テーマ

情報発信拠点としてのライブラリー運営
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❷ 第２日目（10月28日）
大会2日目は、岡崎市民会館にて午前中の全体会（開会行事・表彰式・基調提案・スペシャルトーク）、
に続き、午後から８つの研究分科会（岡崎市民会館及び甲山会館）が実施された。また、会場ロビーを
利用して視聴覚教材・教具の「展示研究会」も終日開かれた。
■ 全体会

視聴覚教育総合全国大会連絡協議会会長
井上孝美氏

愛知大会実行委員長

江村力氏

文部科学大臣祝辞を代読する生涯学習政策局
齋藤晴加参事官

1,431 名の参加者の見守る中、視聴覚教育総合全国大会連絡協議会会長井上孝美氏、愛知大会実行委
員長江村力氏、ＮＨＫ名古屋放送局長木田幸紀氏のあいさつに続き、文部科学大臣川端達夫氏（代読）、
愛知県教育長今井秀明氏、岡崎市長柴田紘一氏よりご祝辞をいただいた。
各団体功労者表彰をはさみ、全国大会を構成する４団体から、本大会への基調提案がなされた。

功労者表彰

■ 基調提案
全国放送教育研究会連盟（以下全放連）研究推進
部長の田端芳恵氏は、全放連の歴史にもふれながら、
地上デジタル放送の広がりによる高画質・高音質の
番組視聴、インターネットを利用したデジタル教材
利用、ＮＨＫ学校放送ネットワークの利用といった
中で、人間力育成プロジェクトの第２年次活動の課
題を提案された。日本学校視聴覚教育連盟常務理事
の古川和彦氏は、教育の情報化を進める上で、学習
指導におけるICT 活用の推進や情報モラルの指導
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基調提案

事例のいっそうの開発などを強調された。また、
全国高等学校メディア教育研究協議会事務局次
長の杉岡道夫氏は、わかる授業づくり、ICT
機器活用の系統化と教員研修の充実などを訴え
た。最後に全国視聴覚教育連盟副専門委員長の
村上長彦氏は、全視連を退会する加盟団体もあ
る中で、今後の全視連の組織のあり方、活動・
財政等の課題を検討する特別委員会を設置する
などしていることが報告された。

基調提案

■ 記念講演（スペシャルトーク）
本木雅弘氏、西村与志木氏によるスペシャル
トークの時間となり、ＮＨＫスペシャルドラマ
「坂の上の雲」制作にまつわる苦労話やドラマの
見どころなどが軽妙な二人の会話とともに紹介
された。会場からの質問にも答えていただき、
出演者・会場一体となって時を過ごすことがで
きた。

■ 研究分科会発表
午後より幼稚園・保育園（98名）、小学校（318
名）、中学校（128名）、高等学校（107名）、特
別支援教育（38名）、社会教育（60名）学視連
友の会（※第1日目実施）、一般・放送OBの各
研究分科会が行われ、各会場とも全国の発表者
から貴重な提案と質疑応答が続き、充実した学
び合いの場となった。
〈p.16〜22参照〉

■ 視聴覚教材・教具「展示研究会」
展示研究会には日本視聴覚教具連合会会員企
業を中心に25社が出展をし、各社とも新しく
開発された視聴覚機器や学習ソフトの情報提供
が行われた。また、展示研究会に参加された多
くの教育関係者と展示各社との間で活発な情報
交換がなされ、機器・ソフトの開発改良に大き
く役立つ機会となった。
〈p.23参照〉
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会場別分科会

テーマ

■

幼稚園・保育園

〈円通寺保育園（豊橋市）
〉

ひとりひとりの夢・空想の発信
─心の揺れを共感し合う放送教育─
助言者

１

松本勝信（大阪教育大学教授）

保育概要

２

研究協議内容

円通寺保育園では、これまで時間を「過ごす」た

全体会では今回参観した内容に至るまでの同園

めに使っていた放送番組から脱却するために、主題

の取り組みを聴くことができた。放送番組をもと

「ひとりひとりの夢・空想の発信─心の揺れを共感

に、お寿司や回転台を工夫する姿などに「まねか

し合う放送教育─」を設定し、
研究に取り組んできた。

ら工夫してつくる」場面を、また自分たちの劇を

「子どもの心の揺れを聞き、遊びに発展したつ

つくるため視聴した人形劇を参考にペープサート

もりが、保育士が選んだ中での遊びである『設定

や背景画を積極的につくる「独創的な創作」場面

保育』にしかなっていなかった」と職員が痛感し

など、放送番組をどこでどのように用いたらよい

たことが研究のスタートでもあった。視聴活動に

か試行錯誤した様子がよく分かる。それらは番組

おける「心の揺れ」を次の４つの場面で検証し、

視聴の「しつけ」から始まる同園の緻密な年間指

テレビ番組の効果的な利用を探究していた。

導計画の成果である。そして放送番組を「対象」

○視聴前･視聴中
二人以上の同一体験から生まれるさまざま
な思い
○イメージ交流：視聴直後の心の交流
○発展活動：心の揺れからの遊び作り
○見直し交流：自分の遊び作りと満足感の交流
年中児２クラスではＮＨＫ「つくってあそぼ」を

から「手段・方法」に用いた指導者の前向きな現
れでもある。視聴内容をもとにした感想や話し合
いが少しずつできるようになり、また番組から「発
展」し、相互に作品を見せ合ったり、説明しあう
子どもの姿も見られるようになったという報告に
もそれが表れている。
「一つの体験活動として放送番組を利用する」
そんな円通寺保育園の肩を張らない取り組みは、

使ったお寿司づくりを公開した。１クラスは番組を

今後の発展が期待できる。

視聴し「作ってみたい」と意欲づけを、もう１クラ

３

スは昨日作ったお寿司や回転台などをみんなで使い、

指導・講評
松本教授には、
「心を育てる」ための放送番組の

その使いごこちを話し合った。はさみや接着剤、油

視覚･聴覚の特性を分かりやすく講演していただい

性ペンなどは番組や先生の指示通り、きちんと使い

た。
「読み聞かせは先生が発信者で子どもは受信者

作成することができた。できあがったお寿司や回転

だが、放送番組は先生も子どもも受信者になれる」
。

台に対して満足げな子どもの様子が印象的であった。

放送番組をとおした子どもとの心の会話は、子ども

また年長児２クラスではＮＨＫ「こどもにんぎ

の欲求と併せて視聴することが大切であり、放送

ょう劇場」を使い、人形劇作りの初期の保育を公
開した。視聴した番組の内容をふり返るとき、保
育士と子どもが同じレベルで話すことができたの
は、番組を視聴した視線の高さが同じだからであ
ろう。また視聴後ペープサートをつくった子ども
は、机を横にした即席の舞台で早速話と動きを披
露するなど、積極的な取り組みが見られた。
全園あげての取り組みがとてもよく分かる公開
保育であった。
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のための教育であってはならないと強く訴えていた。

視聴覚教育
放 送 教 育

会場別分科会

テーマ

■

小学校①

全国大会報告

〈岡崎市立羽根小学校〉

伝え合い、練り上げる授業

─わくわくするメディアの利用を通して─
助言者

１

大谷

尚（名古屋大学大学院教授）

発表・授業概要

個を生かす部会、気軽に機器利用部会、どこでも

羽根小学校では、「伝え合い、練り上げる授業

ネットワーク部会、先導的教育情報化推進プログ

─メディアのわくわくする利用を通して─」を研

ラム調査研究部会の６部会が開催された。参加者

究テーマとして、この中で、どのようなメディア

からは、メディア利用のための知識習得やその準

を活用することが効果的かをねらい、各学年に応

備に費やす時間についての質問が出された。メデ

じた情報メディア利用のあり方をさぐっていた。

ィア利用の経験が少ない指導者でも、簡単に利用

メディアを利用することにより、児童は学習意欲

できるものが多々あるということを実際に大型デ

を高め、基礎的基本的な知識や技能を鍛え、それ

ィスプレイで表示しながら説明した。また今後ど

を基盤として自分の考えや思いを確かなものにす

のようにメディアを活用していくかとの質問には、

るであろうと仮定し、伝え合う力の育成、練り上

児童の実態を捉えながらさらに機器の拡充をはか

げる力の育成のために児童に自らメディアを利

り、メディアの有効な活用方法を探究していくと

用・活用させるといった手立てをとっていた。

の説明があった。

当日は、全校21学級（特別支援学級１を含む）
で公開授業が行われ、学年の発達段階、授業内容
にあわせた情報機器が取り入れられていた。

３

指導・講評
助言者の大谷先生からは、子どもの発言・疑問・

質問に一つ一つ答えていくと、子どもが安心し、

５年生の授業では、子どもたちが、流れる水の

確かな学力につながるとの指導があり、子どもの

はたらきについてモデル実験を行う際に、その結

考えや思いを子ども自身の中で温めさせることが

果をデジタルカメラで記録しながら行っていた。

重要であるとの提言があった。また、メディアを

さらに、その画像を電子情報ボードに映し、実際

利用することにより、学習意欲の高まりや基礎的

に画面に書き込みをしながら説明をしていた。こ

基本的な知識や技能の習得が期待でき、自分の考

のため、変化の生じる瞬間を逃さずとらえ、子ど

えや思いを確かなものにできるとの指導があっ

もたちはお互いの気付きを共有しながら、つなが

た。

りのある意見交流がなされていた。

実際に子どもたちは自信をもって自分の考えや

また、実験後ＮＨＫデジタル教材を視聴するこ

思いを伝えることができていたとの評もあり、メ

とにより、子どもたちが実験で得た自分たちの考

ディアの活用が子どもたち同士の深い関わり合い

えが確かなものであると実感することができてい

を促し、人間関係力を高めることにつながるとい

た。

う方向性が示された。

４年生の授業では、いろいろな三角形の作図の
仕方を具体的に伝え合うために、児童が作図して
いる様子をデジタルカメラで撮影し、その画像を
大型ディスプレイに提示していた。このことによ
り、それぞれの作図方法の良さや不都合な点が理
解でき、自分の作図方法に取り入れている姿が見
られた。
２

研究協議内容
分科会は、英語に親しむ部会、心を育む部会、
視聴覚教育

2010.1



会場別分科会

テーマ

■

小学校②

〈豊田市立童子山小学校〉

ICTを活用した説明力の育成

─国語科における言語活動の充実をめざして─
助言者

１

前田勝洋（愛知淑徳大学講師） 松山美重子（愛知教育大学講師）他

発表・授業概要

めざし、それにプラスしてICTでさらに意欲が

童子山小学校では、「ICTを活用した説明力の

増すことをねらってきた。

育成─国語科における言語活動の充実をめざして

③特別支援学級の児童とICT

─」を研究テーマとして、説明力を育成する手だ

→
「画面をさわりたい！」と奪い合いになること

てとしてICTを有効に活用していく方法をさぐっ

が予想されたため、最初にしっかりと約束をし

てきた。
「時と場に応じてICTを有効に活用すれば、

た。普段は６年生の児童が管理をし、他の子ど

子どもたちの思考力や説明力を一層高めることが

もたちは授業でさわるだけとした。

できるであろう」という仮説を立て、そのために、

３

指導・講評

「ICTを効果的に活用するために、教師と児童の

分科会では、豊田市教育委員会指導主事の中原

両面から、活用場面や活用方法を工夫する」とい

瑞樹先生から、ICT機器の４つの効果について助

う手だてを設定した。研究組織として、「授業研

言をいただいた。

究部」と「ICT活用部」の２本の柱を定め、ICT

①画面で大きく提示することで、どの子にも同じ

機器の効果的な活用方法を探ったり、機器の環境

ように感動や驚きが共有できたり、実物の迫力

整備を行ったりしていった。当日は、全校21学

を見せたりすることができる。

級（特別支援学級２をふくむ）で公開授業が行わ
れ、学年の発達段階、授業内容に対応した情報機
器が取り入れられていた。
３年生の授業では、自分の町を友達に紹介する
活動にICT機器を活用していた。グループ内で発
表をする場面では、デジタルカメラのムービー撮

②表示に動きをつけるなど見せ方を工夫すること
で、見るものを引きつけることができる。
③メリハリのある提示をすることで、ICT機器と
そうでないものとを併用しても混乱しないよう
にできる。
④ハード・ソフトの使い方を見せることで、次は

影モードを活用し、それぞれの児童の発表の様子

やってみようという意欲を高めることができる。

を撮影して、後の振り返りに利用していた。また、

全体会では、豊田市教育委員会学校教育課課長

全体発表の場面では、書画カメラを利用してガイ

の中島敬康先生から、ICT活用の可能性につい

ドマップを大きく写しだし、それを指しながら説

てご指導をいただいた。相手に納得してもらう

明することで、全体の理解につながっていた。

手段としてICTを活用していくことが今後主流

２

になっていくのではないだろうか。また、最後

研究協議内容

「低学年・特別支援部会」「中学年部会」「高学

に言われた「光の源はICT。でも光り続けるの

年部会」の３つの分科会で研究協議が行われた。

は子どもである」という言葉が印象的だった。

ICTに関する主な話題は次の通りである。
①ICT機器とワークシートの関連
→まず、どんな力をつけさせたいかということを
作成する。その後、ICT機器の画像を貼るなど
して活用していく。
②ICTと子どもたちの意欲について
→ICTの活用で意欲をつけるのではなく、まず教
科ありきである。学びそのものが面白い授業を

10
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テーマ

■

小学校③

全国大会報告

〈豊橋市立羽根井小学校〉

考えを深める関わり合いの授業をめざして
─子どもの学びとメディアの有効活用─
助言者

１

吉田広毅（常葉学園大学外国語学部准教授）

発表・授業概要

返し聴くことで、個々の能力に応じた聴き取りが

羽根井小学校では、「考えを深める関わり合い

できるようになった。また、小グループによる英

の授業」を研究テーマとして、この中で、メディ

会話活動、英語劇作りの活動を通してコミュニケ

アをどのような場面で、どのように使い、学習効

ーション力をつけたり、伝えることの喜びを味わ

果を高めていくのか工夫することが、子どもたち

うことができたという実践報告がされた。

の学びをより確かで豊かなものにすると考え、実

２

践を進めた。そのために、研究の方法として、め
ざす子ども像を、「ひと、もの、ことに積極的に

指導・講評
助言の吉田先生からは、以下のような指導・助

言があった。

関わることで、自分の考えをもち、追究し続ける

デジタルメディアを活用することで、「教材の

ことができる子ども」「自分の思いを伝えたり、

拡大提示、ズームによる焦点化」「複数の教材の

友だちの意見を聞いたりする中で、自分の考えを

提示による比較」「一斉提示による理解の共有、

深めることができる子ども」とした。研究の仮説

確認」など認知面（知識・理解）や「リアルな行

を「自分の考えを明確にし、互いに伝え合う中で、

動モデルの提示」「イメージ、想像力の刺激」に

効果的にメディアを活用していけば、よりいっそ

よる情意面（興味・関心・意欲）の効果が期待で

う学びや考えを深めることができるであろう」と

きる。そして、羽根井小学校の実践では、デジタ

設定し、「子どもの思いや願いを大切にした単元

ルメディアを利用している時間は短いが、要所に

構想の工夫」「学びを深めるためのメディアの有

使っていたので効果的であった。

効活用」を手だてとした。
当日は、全校19学級（特別支援学級３を含む）

また、跳び箱の授業では、技能面の効果として、
運動技能の「習得モデルの提示」「習得モデルの

で公開授業が行われ、学年の発達段階、授業内容

確認」「動的過程、手順の確認」や交互作用の促

に対応した情報機器が取り入れられていた。

進として「思い、考え、情報の伝達・交換」「討

３年体育「マットあそび」の授業実践ではデジ

論の題材の提示」などを跳び箱の映像で確認しな

タルカメラとプロジェクタを活用し、なかなか動

がら話し合うことでとても有効であった。デジタ

きを考えられない子に対して、新しい動き、楽し

ルメディアの効果的な活用については、本来の授

い動きをしている子の様子をデジタルカメラの動

業が重要で、デジタルメディアは補完的な活用が

画で撮り、プロジェクタで体育館の大きなスクリ

望ましい。教師の意図、デジタルメディアを活用

ーンに投映した。そして、グループに１台ずつデ

する場面、タイミングなど授業の設計力を含めた

ジタルカメラを渡し、お互いの様子を撮影し、自

教師の指導力がこれまで以上に要求される。

分の動きを自分で見られるようにした。デジタル
カメラとプロジェクタを組み合わせて活用するこ
とで、自分の動きを確認し、工夫した動きを作り
上げることができた。
また、豊橋市立小中学校学習情報研究部の小学
校実践として、飯村小学校春田先生による実践〜
ＮＨＫデジタル教材「えいごルーキーGABBY」
の利用を通して〜では、ネイティブな英語を繰り
視聴覚教育
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テーマ

■

中学校①

〈豊橋市立羽田中学校〉

知識基盤社会を担う生徒の育成

─学習情報メディアを活用した教育活動の改善─
助言者

１

玉置

崇（愛知県教育委員会義務教育課主査）

発表・授業概要

提起する場面や話し合いをする場面では、生徒を

羽田中学校では、「情報」という観点から教育

車座にさせ、お互いに顔を見ながら意見交流がで

活動の改善に取り組もうと考え、研究のテーマを

きるような工夫をしていた。また、２年生の情報

「知識基盤社会を担う生徒の育成─学習情報メデ

モラルの授業では、電子掲示板の特性をとらえ、

ィアを活用した教育活動の改善─」とした。
研究の方法としてまず取り組んだことは、施設

適切な利用の意識を高めることをねらいとして授
業が行われていた。

や設備の見直しで、コンピュータ室や図書室とい

各教科の授業では、全教室に配備された大型液

った既存の施設の有効活用、情報発信拠点として

晶テレビを活用した発表等の授業が多く見られた。

の学習情報室の設置などを進めた。

２年生の社会の授業では、ディベートを行ってい

次に、従来の教育課程に学習情報メディアの活

たが、肯定派、否定派それぞれに液晶テレビが１

用を盛り込んだ新しい教育課程づくりを行った。

台ずつ設置され、プレゼンテーションソフトを使

各教科・領域で、具体的にどのような場面で、学

って、視覚的にとらえさせ、話し合いに生かす工

習情報メディアが有効活用できるのかを想定して

夫がなされていた。保健体育や技術の授業では、

教育課程を作成した。そして、これに基づいて授

デジタルビデオカメラを利用して、自分たちの活

業実践を行い、生徒の学び方の向上と合わせて、

動している様子を画面で見て、客観的に判断させ、

教師の指導法の改善を進めてきた。この教育課程

次への活動へ生かす工夫をしていた。

づくりによって、生徒の情報活用能力を教師が把

２

握することが容易となり、単元展開の工夫や教科
横断的な指導法の改善に役立った。

指導・講評
助言の玉置先生からは、学習情報研究部の目標

達成のための３つの柱（確かな学力・コミュニケ

また、情報モラルを指導するにあたって、３か

ーション力・情報モラル）や羽田中学校の研究目

年を見通したカリキュラムを作成した。これによ

的については、情報化の光と影をきちんととらえ

り、担任や入学年度が違っても、学習内容に大き

ているとの評価がされた。

な差が出ることなく、前年度あるいは次年度の学

また、すべての公開授業にコメントを入れなが

習内容が把握でき、見通しをもって指導すること

ら、その活用方法への示唆をしていた。今後の期

ができるようになった。また、市販の教材を利用

待として、メディアとICT活用の日常化を支える

することで、情報教育に堪能な教員でなくても、

ものや考えさせる情報モラル授業の具体化などの

コンピュータ室を利用しなくても指導できるよう

話があった。

にした。特別な機器を必要とせず、誰にでもでき
る授業であるという認識のもと、これまでに全ク
ラスでさまざまな取り組みがなされた。
当日は、全校14学級（特別支援学級１を含む）
で公開授業が行われ、授業内容に対応した情報機
器が取り入れられていた。
１年生の情報モラルの授業では、「ケータイと
上手に付き合おう」をねらいとして授業が行われ
た。コンピュータ室での授業であったが、問題を
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テーマ

■

中学校②

全国大会報告

〈岡崎市立甲山中学校〉

思いやりあふれるコミュニケーションを創造する生徒の育成
─情報メディア機器を活用した、互いに学び合う学習を通して─
講師

１

柴田好章（名古屋大学大学院准教授）

発表・授業概要

デジタルペンを活用し、各グループの意見を集約

甲山中学校では、「思いやりあふれるコミュニ

したりしていた。個性的な意見は、大型ディスプ

ケーションを創造する生徒の育成─情報メディア

レイに拡大表示し、お互いの考えを共有化するた

機器を活用した、互いに学び合う学習を通して─」

めに用いられていた。生徒の考えが大型ディスプ

を研究テーマとした。学習意欲を高めるために、

レイに表示されるとすぐに、生徒たちから「どう

生徒の身近な学習課題の設定や情報機器を効果的

して？」や「やっぱり！」などの呟きが出され、

に使った導入の工夫などに取り組んだ。それによ

学び合うきっかけとなっていた。

り、自分とは異なる考え方や立場を互いに尊重し

また、理科の授業では、デジタルカメラから撮影

「思いやりあふれる」学習とする研究テーマにせ

される映像を人の視点に見立て、１か月後に見える

まろうとしていた。そのための以下の３点を研究

星空を考えていた。グループ内でかかわり合いな

仮説として設定し研究を行っていた。①生徒にと

がらデジタルカメラを操作し、月日が経過すると星

って身近な学習課題の設定や、興味を引き付ける

座がどのように動くか真剣に考える場面が見られた。

教材や教具の提示により、学ぶ意欲を引き出す展

２

研究協議

開をしていけば、自ら進んで学習に取り組んでい

まず、甲山中学校の研究の成果について発表が

こうとする姿勢を育てることができるであろう。

あった。情報機器を効果的に活用した教材、教具

②学習に対する個々の意欲を基にして、グループ

を工夫したことにより、生徒の笑顔や発言回数が

学習による学び合いを計画的に設定していけば、

増え、授業に集中できる生徒が増え、また問題場

個々の学びが深まるであろう。③学びあいの場を

面の焦点化にもつながった。また、生徒に電子情

通して、集団で深め合う学習を展開していけば、

報ボードを使って説明させたことにより、他の生徒

他者の立場や考え方を尊重する、思いやりの心を

との学び合いを深めることができたとの成果も出た。

育てていくことができるであろう。

３

指導・講評

それらを検証するための手立てとして以下の４

講師の柴田先生からはインターネット普及率を

点を実践していた。①生徒の自ら学んでいこうと

例に挙げ、ICTが透明な空気のような存在として当

する気持ちを高めるため、情報機器を効果的に活

たり前に存在する時代になってきたことにより、学

用して、導入の工夫をする、②生徒の学びを深め

校教育にも変化をもたらしたという指摘があった。

るため、小グループなど仲間と共に学びあう学習

学習環境の変化・学習内容の変化・学校の存在意

の場を設定する、③個々のコミュニケーション能

義の変化の３つがあり、それぞれの変化に対応し、社

力を育成するため、情報機器を活用した、生徒に

会のニーズに合わせていく必要性について話があった。

よるプレゼンテーションを積極的に行う、④思い
やりの心を育てるために、他の意見から学び、多
面的なものの見方や考え方と出会い、互いに認め
合える学習の場を設定する。
当日は、全校23学級（特別支援学級１を含む）
で公開授業が行われ、各学年の実情に対応した情
報機器の活用方法が示された。３年生社会科の授
業では、課題を大型ディスプレイに提示したり、
視聴覚教育
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テーマ

■

高等学校

〈聖カタリナ学園光ヶ丘女子高等学校（岡崎市）
〉

授業が変わる、学びが変わる
─ICTの効果的な活用を目指して─
講師

１

中橋

雄（武蔵大学社会学部准教授）

発表・授業概要
光ヶ丘女子高等学校では、「授業が変わる、学

びが変わる─ICTの効果的な活用を目指して─」

①パソコン・インターネット②特色ある教科③電
子黒板④放送番組・メディア利用⑤特別活動・総
合学習

を研究テーマとして、日常の授業の中で手軽に

会場校である光ヶ丘女子高校の取り組みは、第

ICTを活用できる環境整備とともに、ICTを活用

５部会（特別活動・総合学習）で発表された。生

したわかりやすい授業のあり方や、コミュニケー

徒によるプレゼンテーション技能を向上させる方

ション能力の育成を目指した学びのあり方につい

法について質問や意見があり、ＮＨＫ学校放送番

ての研究に取り組んできた。

組「伝える極意」の視聴や、２年生のグループに

プラズマディスプレイ、プロジェクター一体型
の電子黒板などを導入したほか、日常の一斉授業

経験のある３年生が協力者として参加したことが、
大変効果的であったとされた。

の中でICTを活用する必然性や、いつでも容易に

参加者が最も多い第３部会（電子黒板）では、

使えるという利便性を重視して、各フロアに可動

数学・理科（化学）
・国語の各教科で電子黒板を活

式プロジェクターワゴンと携帯用スクリーンを整

用した効果的な授業展開例が発表された。いずれ

備した。

も授業の必要とされる場面で比較的手軽に活用さ

教材では、学習への動機づけのほか、最新の情

れており、電子テキストを利用して教材を準備し

報や実際には体験不可能な情報を提供するため、

たり、アニメーション教材の内容ごとにボタンを

クリップ映像などの短い放送番組を授業中に活用

作成しておくと便利であることなどが紹介された。

することが効果的であった。番組で流れる専門家

３

による適切な解説も、生徒の思考を揺さぶり、知
識の定着につながっていることが発表された。

指導・講評
第３部会助言者の伊藤先生からは、ICTの活用

について、効果は実証済みといえるので、さらに

当日は、８学級で公開授業が行われ、プロジェ

積極的な活用を進めたいこと、今回発表された実

クターやプラズマディスプレイ、電子黒板などの

践のように、授業の最も効果的な場面で活用すべ

それぞれのICT機器が持つ特性を生かした活用が

きことが大切であるとの指導があった。また、教

されていた。古典・生物・保健では、ＮＨＫ学校

師個人によるICT活用は進んできているが、生徒

放送番組「10min.ボックス」のクリップ映像、総

自身の活用をさらに進めたいことや、自作した教

合的な学習では、ＮＨＫ学校放送番組の「伝える

材を他の教員と共有して、多くの教員が活用しや

極意」を視聴することで、学習内容への理解を深

すくしていきたいとの提言があった。

めたり、プレゼンテーションの技能習得に役立て
たりしていた。
生物では、腎臓内での物質の移動をアニメーシ
ョンでイメージとして提示したり、電子黒板の機
能を活用して図に物質の移動経路や説明を書き込
んだりして、腎臓の構造とはたらきについて理解
を深めさせる授業が行われた。
２

研究協議内容
研究協議会は下記の５つの部会で行われた。
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テーマ

■

社会教育

⑴

〈岡崎市図書館交流プラザ・Libra〉

情報発信拠点としてのライブラリー運営
助言者

１

全国大会報告

佐野治之（名古屋市教育委員会指導室指導主事）

発表者概要

ーネットによる「教材等予約システム」に変えた。

宮田典彦氏（岡崎市視聴覚ライブラリー）

そのため、教材をキーワード化し検索するソフトを

宮田氏は、「情報発信拠点としてのライブラリ

開発委託し、単独のサーバーで豊富な情報量を確

ー運営」のテーマで、①情報ネットワークセンタ

保している。今後は、あらゆる機会・方法を使って、

ーの施設・活動と、②情報化への取り組みについ

より能動的に活動をすることが大切である。

て提案された。

２

①情報ネットワークセンターの施設・活動

研究協議内容

岡崎市視聴覚ライブラリーは、昭和29年に発

参観者から多くの質問・意見があり活発な話し
合いがされた。

足し、学校教育及び社会教育のために能動的なラ

「ライブラリーの撮影・編集の実際」「自作教材

イブラリーとしての活動が進められてきた。平成

制作委員会の実際」「CATV などへのサーバー管

８年度に「情報ネットワークセンター」内２階に、

理の状況」について特に話題となった。この中で、

事務・編集・機材教材・配信各スペースをもって

撮影はライブラリーの機材を使って教育行事を学

移転している。主な講習会としては、市民・教員

校の先生とともに行い、編集はライブラリー職員

対象の「ノンリニア編集講習会」や「ビデオ講習

が30分〜１時間に編集していること、自作教材

会」、児童を対象にして休日の１日に学校を会場

は手作りで、教材性が重要なことから、教科の専

に台本作り・撮影・編集で作品を制作する「子ど

門の先生が作っていること、管理はリースで６年

もビデオ教室」、休日に各市民センターへの出前

間の長期保守をしていること、などが報告された。

講座をする「親子映画会」、児童生徒、教員、市

３

民が制作した地域教材メディアを募集する「ふる

指導・講評
助言の佐野先生からは、年齢の高い人が作品作

さと岡崎メディアコンクール」などを行っている。

りをしている例を挙げ、視聴覚のキーワードを、ボ

②情報化への取り組み

タンを押すだけで子どもに興味を与えたり、お年寄

岡崎市では、平成10年度から市内のCATV網を

りでもボタンなら使える「簡単」と言われた。また、

通じて教育番組の提供を担うことになり、そのた

アナログ→デジタル→ハイビジョンと変わり、人と

めに、視聴覚ライブラリーの施設整備として、自

お金が確保しにくい状況で、新しい機材・教材の

動配信のできる「デジタルライブラリーシステム

共有が今大会のテーマにつながる。視聴覚ライブラ

の構築」と、自作ビデオ教材の活用と制作・教育

リーの数や予算が全国的に衰退しているなかで、今

行事の撮影・配信番組の購入など著作権をクリア

後は予算をどう使うか、ライブラリー間で共有して

した「自由に使える番組の蓄積」をしている。

いくことが必要になってくる。そして、今後も生き

また、情報発信の拠点として、「デジタルハイ

残るために能動的な動きをしていきたいと結ばれた。

ビジョン配信システム」と「教材予約システムと
ホームページ」を活用している。デジタル化によ
る長期保存と配信による教材の活用を目的として、
市内のCATVに市教育番組の枠で毎日４時間の番
組提供をしている。身近な話題が学校や家庭に配
信され好評である。
平成18年度から、
台帳による予約受付管理方法を、
24時間、いつでも、どこからでも行える、インタ
視聴覚教育
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研究別分科会①

幼稚園・保育園

発表者

杉坂 伸（名古屋市高針北保育園） 磯 聖子・木浦和美（学校法人稲置学園星稜幼稚園）
加藤雄大（学校法人雀村学園鵜ノ木幼稚園） 斎記恭子（学校法人香川学園宇部フロンティア大学付属幼稚園）
助言者・講師 松本勝信（大阪教育大学教授） 司会者 中島美奈子（豊橋・明照保育園）

１

発表者概要

⑴

加藤雄大先生
加藤先生は、最初に、昔の街頭紙しばい師のよ

うに、拍子木や太鼓を使い迫力のある紙しばいを
演示した。題目は「西遊記」で、台本通りに読む
のではなくアドリブを入れたり、紙しばいをめく
るタイミングを変えたりと、多くの技を実演した。
加藤先生は幼稚園だけでなく、ボランティアとし
ても紙しばいをしており、地域の子どもとの心の

表現の広がりが見えた。

かけ橋にもなっている。紙しばいのもっている夢

他にも、聴取する姿勢や、ラジオの位置など工夫

の世界は年月に関係なく大きな力をもっている。

することで子どもの聞く姿勢も大きく変わってきた。

⑵

⑷

磯聖子先生・木浦和美先生

杉坂伸先生

磯先生、木浦先生は、近くにある自然園を利用

杉坂先生は、子どもの聴く力を伸ばすために、

し、五感を大切にした活動を中心に取り組んだ。

ラジオ番組「お話でてこい」聴取を取り入れた。

３歳児には「泥んこ遊び」を中心に、始めは泥遊

聴取後に感想を聞くことで聴く力や表現する力が

びの絵本を読み聞かせることで、泥遊びを取り入

少しずつ伸びてきた。ラジオ聴取は音だけなので、

れた。しかし、実際には、どう遊べばいいか戸惑

自分なりのイメージをふくらませることができ楽

う場面が見られ、そこで、４歳児がどのように遊

しめるが、個人差があるので、保育者は話しやす

んでいるのか見学をさせたり、実際に一緒に遊ん

い雰囲気をつくることが大切である。そのために

だりする中で年齢を超えるつながりもできた。

は、共感の言葉がけをしていくことが必要である。

４歳児には、「ドングリ拾い」を通して自然を

２

研究協議内容

感じ取り、自然を使った遊びへと発展させたいと

参観者からは、視聴覚教材を改めて大切という

考えた。そこで、はじめは親しみのあるトトロの

声があった。普段、何気なく使っていた紙しばい

本を読み聞かせたところ、ネコバスに乗りたいと

や絵本などの効果の大きさを痛感したという意見

言いだしたり、レインコートを作りたいと言った

があった。また、ＮＨＫの方から番組を作るにあ

りするようになった。そこで、ポリ袋からレイン

たって、とても参考になったという発言もあった。

コートを作り、雨の日に着て出たところ、雨の音

３

を表現するようになった。雨の中で仲間との感じ
方の違いや共感を体験することができた。
⑶

斎記恭子先生
斎記先生は、ラジオ番組「お話でてこい」の聴

指導・講評
助言の松本先生からは、前日の講演に引き続き、

「教材を使うことによって子どもがどう変わるの
か」について、保育者はねらいをはっきりさせる
ことの大切さの指摘があった。心を育てるために

取を取り入れることで子どもの遊びを広げていこ

は、同じ現象を２人以上で体感し表現することで、

うと考えた。ラジオ聴取する前に、絵本や指人形、

関わり合い、考えが同じ体験や、違う体験を通し

ペープサートを取り入れることで表現しやすくさ

て他を理解する力（思いやり・優しさ）が育つと

せた。そして、ラジオ聴取の後イメージしたもの

考える。子どもに、どんな教材を出合わせるか、

を絵に描き表現させた。一人ひとり違う表現をす

どんな働きかけをするかが重要になってくるとの

ることの楽しさを味わうことで、言葉の豊かさや、

指導があった。
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研究別分科会②

全国大会報告

小学校

発表者

戸田知宏（豊橋市立松山小学校）
角谷和久（岐阜市立本荘小学校）
南枝弘之（檜原村立檜原小学校）
滝 茂己（江南市立宮田中学校）
竹下佳余（千代田区立九段小学校） 草柳譲治（川崎市立夢見ヶ崎小学校）
助言者・講師 木原俊行（大阪教育大学教授） 司会者 名倉嘉章（岡崎市立井田小学校）

１

発表者概要

対しての望ましい関わり方ができるとまとめた。

⑴

戸田知宏先生

⑷

滝茂己先生

国語科の学習で、ＮＨＫ学校放送番組「おはな

ICTを活用できる児童の育成について発表され

しのくに」を利用し、物語を読解する力を高めた

た。ICT活用能力を４つの領域にまとめ、それに

実践が発表された。放送教材を活用することで、

関連付けたアンケートを児童に行い、その結果を

児童が興味をもち、主体的な取り組みが見られた。

もとに年間計画を見直し、ICTに関する指導を行

また、ワークシートを活用し物語の展開を言葉や

った。写真撮影やパワーポイントなどを学び、修

絵で表す経験を通して、場面を捉えられるように

学旅行のまとめや委員会での発表、またHPの作

なり、それを文字で表された教材でも、同様の追

成など幅広く活用していく様子が述べられた。

究ができる児童たちに変容したことが語られた。

⑸

⑵

角谷和久先生

竹下佳余先生・草柳譲治先生
全国放送教育研究会連盟研究プロジェクトとし

教科指導において、ICTを導入し授業展開を工

て、放送教育を通し人間力を育成する実践が発表

夫していく実践が発表された。特に、「心機融合」

された。ＮＨＫ学校放送番組「時々迷々」の「声

「学びの連続」という言葉をキーワードとし、人

なきメッセージ」を視聴し、メールから起こった

間のよさ、機械のよさ、そして、学校での学習と

トラブルを解決する方法を話し合わせ、道徳的な

家庭での学習を融合させることで児童に確かな学

価値観を深めさせた。その際、児童の反応で展開

力をつけようとした。教室には、プロジェクタや

が変えられるように、複数の案をもって実践する

マグネットスクリーンを配備し、デジタル教材が

必要があることが述べられた。

身近に活用できるよう整え、それを教師や児童が

２

共に生かしていくことが必要であると強調した。

研究協議内容

⑶

南枝弘之先生

参加者からは、それぞれの発表に対し、質問や
意見などが出された。大きく分けて、教科学習に

情報モラルについて、携帯メールなどによるト

関することと、ICTに関する内容についてであっ

ラブルに関した実践が発表された。児童へのアン

た。特に、学習とICTを結びつける中で、家庭学

ケートをもとに、ネットやメールの利用状況を把

習の重要性が取り上げられた。教科書を活用し、

握し、その実態に即した指導展開の必要性を述べ

児童に予習させることで授業でのつまずきも減り、

た。携帯を使ってない集団には、相手の気持ちを

学習内容も定着することが出された。

考えさせ、良心に訴える。また使っている集団に

３

指導・講評

ついては、模擬体験をさせることで不快感を共有

助言の木原俊行先生からは、分科会の発表に対

させる。このような学習から、ネットやメールに

し、学びの基礎力、情報教育の推進、確かな学力
の育成に役立つICT活用としてまとめられた。そ
こから、今後の学校教育がめざす情報化の方向性
を提示された。ICTを必要なときに活用できる環
境を整えることがめざす学校の姿であることを、
情報教育の３つの次元をもとに話された。今後の
授業の形態を、授業と家庭学習を連動させた指導
に変えていく必要性があることを、具体的な実践
を提示し、解説した。
視聴覚教育
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研究別分科会③

中学校

発表者

伊東利峯（津市立東観中学校）
坂下博行（越前市武生第三中学校）
川本祐二（岡崎市立美川中学校） 佐々木弘記（倉敷市立東中学校）
小川一夫（江戸川区立南葛西第二中学校）
助言者・講師 大谷 尚（名古屋大学大学院教授） 司会者 鈴木統久（蒲郡市立形原中学校）

１
⑴

発表者概要
伊東利峯先生

させ、思わせ、考えさせ、揺さぶることができる。
番組として多くのメッセージが込められており、

伊東先生は、技術科でのICT活用を発表した。

「放送の持つ人格性」が子どもの関心意欲を引き

第１学年「写真を入れたカレンダー作り」
、第２

出すことができる。放送教育のダイナミック性を

学年「キーホルダー作りの感想」でICTを取り入れ、

活用することが大切であると考えている。

ICTは日常生活に生かせる道具という意識化をは

２

研究協議内容

かった。特に、第２学年では、総合的な学習と連

多くの質問・意見があり活発な話し合いがされ

携し、
「職業調べ」
（４月）から「職場体験学習の

た。その中で、「時間の確保」について特に話題

まとめのプレゼン」(10月)まで長期間にわたって

となった。指導課程の中でICTを活用する時間を

計画的にICTを活用した。

確保するために、どのような工夫をしているかと

⑵

いう意見が多く出た。また、市販教材から自作教

坂下博行先生
坂下先生は、キャリア教育推進のため、
「あした

材までさまざまなものがあり、教師個々のICT活

をつかめ〜平成若者仕事図鑑〜」
（以下、
「あしたを

用能力を高めていく必要性も感じた。

つかめ」
）を活用した学校全体での取り組みを発表

３

した。
第１学年で
「さまざまな職業の概要を知るため」
に「あしたをつかめ」を活用して授業を構成していた。

指導・講評
大谷先生の助言は以下の通り。

①振り返るということに意義がある。

13時間の単元で、11時間を「あしたをつかめ」の視

後日訪問やインタビューなどで、子どもの振り

聴に費やしている。毎時間記入するワークシートは、

返りを伝えることができる。

生徒にとって職業を知る大切な資料となった。
⑶

川本祐二先生
川本先生は、ICTを積極的かつ効果的に利用し、

学習効果を高めるため、さまざまな実践を行って
いる。特に、自作ビデオ教材『心の扉を開く福祉』
を使った道徳の実践では、自身も身体障害者であ

②放送番組の意味や意義が生きている。
人の姿を見せることや情意的な内容を伝えるこ
とができる。コンピュータの画面には涙はない。
③デジタル教材は「変化」を表現するのに適して
いる。
④徳目は日本だけ…情報モラルの道徳性

りながら身体障害者支援活動をしている方の言葉

交通安全教育と同じように、情報安全教育とい

や姿から、あきらめない気持ちを強く持った生徒

う考え方が必要。

の姿が多く見られた。
⑷

佐々木弘記先生
モラルジレンマを用いて「情報モラルという道

徳性」を高める実践を発表した。「緊急メール」
を転送すべきかどうか考え、理由を付けて話し合
いをするなかで、生徒の変容を追った。コールバ
ーグの道徳性発達段階に照らし合わせて分類し、
価値分析表を作成し、道徳性の向上を評価した。
⑸

小川一夫先生
小川先生は、30年間にわたる放送教育の実践

を発表した。放送番組は子どもたちに何かを感じ
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⑤放送教材への期待
社会の中で子どもをどう育てていくかなどにつ
いて、発信できる専門職であるべき。
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研究別分科会④

全国大会報告

高等学校

発表者

吉田一成（愛知県立一宮西高等学校） 降籏一成（岐阜県立加茂高等学校）
宮代次郎（静岡県立御殿場高等学校）
助言者・講師 中橋 雄（武蔵大学准教授） 司会者 鬼頭典裕（愛知県立名古屋南高等学校）

１

発表者概要

した授業実践が宮代先生から報告された。Windows

⑴

吉田一成先生

パソコンがあれば、他にアプリケーションを買っ

「メディアリテラシー教育と放送番組」を研究

たりインストールしたりしなくてもよいので、比

テーマとして、視聴覚教材の授業への有効な活用

較的簡単に取り組めることができる実践として、

法や、生徒たちへの放送倫理教育の実践が吉田先

とても興味深いものであった。生徒自らプログラ

生から報告された。数多くある授業教材の中でも、

ミング言語を使用することになるので、パラパラ

吉田先生は生徒が興味関心を引いた放送番組に着

アニメーションが動く仕組みについて授業で扱う

目し、各局で放送されている授業に役立つ番組が

ことができる点も、この教材の良さであると言え

いくつか紹介された。

る。さまざまなアニメーション制作ソフトがある

実践報告では、学校の桜の開花情報をweb 上で

なか、あえてシンプルな自作教材を用いることで

公開した実践や、生徒が上空の様子を携帯電話の

生徒の発想を大事にした授業が展開できると報告

カメラで撮影し、ゲリラ雷雨を予報する番組へ参

がされた。

加した実践、先生自ら台風の様子をテレビ電話で

２

研究協議内容

実況中継を行った実践など、興味深いものが数多

発表者に対していろいろな質問があった。その

く紹介された。ただし、教材として素晴らしい番

中に、降籏先生の質疑応答では、「動画ソフトウ

組がある一方で、無責任な情報の垂れ流し番組も

ェアの使い方の指導について」の質問があり、
「基

多く存在しているため、良質の教材を入手するた

本的な使い方は教師が教えれば、その後は生徒が

めに、番組情報を収集することの必要性について

自らどんどん学んでいき、先輩から後輩へと技能

も報告がされた。

が伝達されていく」とされた。

⑵

３

降籏一成先生

指導・講評

降籏先生からは、「教科・特別活動におけるメ

助言者の中橋先生は、情報モラルの指導の必要

ディアの活用について」を研究テーマとして、ア

性や、著作権の考え方が変容してきていること、

ニメーション制作をした美術の授業実践や、学校

著作者の権利を侵害してはならないことなどの話

祭などの学校行事におけるムービー制作の実践が

があった。また、どんなタイミングでメディアを

報告された。

活用するのか、教師がどう振る舞うと、生徒は何

降籏先生は、生徒が授業で制作したアニメーシ

を学ぶのかをよく研究し、授業のデザイン・プロ

ョン作品やムービー作品をいくつか紹介しながら、

セスについて継続的に情報交換をすることが必要

一つ一つの作品に生徒の「願い」が込められるよ

であるという助言がなされた。

うに指導していると話をされた。生徒の表現力を
豊かにし、創造性を伸ばすためにメディアを有効
に活用した興味深い実践報告であった。また、長
年演劇部の顧問をしている経験から、演劇におけ
るメディアの活用とその可能性についての提案も
された。
⑶

宮代次郎先生

「HTML、JavaScriptを使ったパラパラアニメ」
を研究テーマとし、生徒がアニメーションを制作
視聴覚教育
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研究別分科会⑤

特別支援教育

発表者 田中敦夫（神戸市立青陽西養護学校） 河合りえ（大阪府立堺聴覚支援学校）
助言者・講師 坂田紀行（元全放連副理事長） 司会者 高橋 馨（都立田園調布特別支援学校）

１

発表者概要

⑴

田中敦夫先生

【ストレッチマン２の「遊びコーナー」の効能
を探る】をテーマとして特別支援教育での学校放
送番組の重要性について報告された。「ストレッ
チマン」は、10年以上も放送され、視聴者がい
っしょに体を動かすことができる番組である。運
動不足になりがちな障害児に体を鍛えるきっかけ
になればという願いから、１学期間番組を録画し、

ので、スピーカーに触れる工夫をすると良い。

各回の遊びコーナーを分析し教育的効果を探った。

映像だけなら50パーセントの理解しかできな

どの遊びも、自分の体をコントロールできる練

い。そのため音声、手話、字幕などトータルコミ

習になるすばらしいものである。また、番組では、

ュニケーションで教育することの大切さが話題に

道具を使ったり、息を吹く練習になったりする遊

あがり、字幕の重要性についても討論された。「ス

びも取り上げられていた。番組で使われていた道

トレッチマン」の番組も字幕があると良いという

具は、生活に欠かせない有用な道具である。これ

意見が出た。その意見に対して、ビデオ編集ソフ

らをうまく操作できることは、これからの生活を営

トを使うことで、簡単に字幕を入れることができ

んでいく上で大きな力になることができた。この

るという意見もあった。協議を進める中で、多く

ように、
「ストレッチマン２」を１年間番組録画をし、

の特別支援教育の視聴覚教材・機器の使い方の工

データベースDVDを制作をすることを呼びかけた。

夫を学ぶことができた。

⑵

３

河合りえ先生
聴覚障害教育における視聴覚教材の字幕の必要

性について発表された。聴覚障害教育の一番の特
徴は、視聴覚教材を多様に用いていることである。

指導・講評
２つの発表、研究協議会をうけて、坂田先生か

ら多くの助言があった。
実行する、実践する、授業をやってどうかと研

しかし、既存するテレビ等の映像を使った教材を

修し続ける者のみが子どもたちを教える資格がある。

使用することは、意外に少ない。なぜならば字幕

特別支援教育には３つの課題がある。１つ目は

がついてないことが多いからである。そこで、教

学習上の課題である。一人ひとり認知スタイルが

師が映像に字幕をつけるなどしている。字幕があ

違うので、それぞれにあわせた授業、提示方法、

るとないとでは映像を見る様子や理解度に大きな

指導が必要になる。そして、相手の顔を見て順序

違いがあった。

立ててゆっくり、じっくり話すことが大切である。

２

２つ目の課題は情緒、行動上の課題である。子ど

研究協議内容
特別支援教育における視聴覚教材・機器の使い

もたちは、今何が起こっているか分からないとき

方工夫について話し合いが進んだ。健常者にはあ

に、騒がしくなる。コミュニケーショントレーニ

たりまえに分かることが、聴覚障害の子には分か

ングや、ルールを教えることが重要になる。３つ

らない。情報を共有できる喜びが必要なので多く

目の課題は生活上の課題である。学校は家庭の次

の工夫が必要になる。普段のマイク音量は80dB

に長く過ごす場所である。安心して過ごす場所と

ぐらいである。しかし、これをそのまま聞くこと

思ってもらえるようにしてほしい。今日の研究分

ができる生徒は少ない、実際にスピーカーに触れ

科会で学んだことを明日から実践して欲しいと要

振動を感じて分かることができる生徒も多くいる

請された。
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社会教育

発表者

鶴 賢行（富山県民生涯学習カレッジ・富山県映像センター）
古賀厚士（大分市情報学習センター）
助言者・講師 吉田広毅（常葉学園大学准教授） 司会者 丸山裕輔（五泉市立大蒲原小学校）

１

発表者概要

両センターとも基本的にコンテンツの制作は職員

⑴

鶴賢行氏

のみで行われ、非常に少ない予算で行われている

鶴氏は、さまざまな視聴覚資料のデジタル化に

との回答であった。その後は、
「利用数の把握」
「学

センター・ライブラリーとして今後どう対応して

校教育との連携」についての内容が特に話題にな

いくのかを中心に話を展開され、発表が行われた。

った。

映像センターでは、サービスコンセプトを「つく

その中で、アクセスカウンターを単純に利用す

る」
「あつめる」
「いかす」
「まなぶ」と位置づけ事

るだけではなく「グーグル解析」を利用すること

業を展開している。事業のひとつとして行っている、

でどのようなキーワードでホームページに辿り着

動画コンテンツの配信では、コンテンツを利用する

いたのか、動画ページにどのくらいアクセスして

現場の環境が良好になりつつあり、コンテンツのハ

いるのかなど詳細なデータが得られることが報告

イビジョン化を視野に入れて活動している。しかし、

され、今後のセンター運営に役立つことを示唆さ

オンライン配信のフルハイビジョン化は難しいと述

れた。また、学校教育との連携では現場教員の力

べられた。そこで、手軽に利用できる動画コンテン

をどう生かしていくのかが大きな課題となってお

ツとセンターから借りることのできるブルーレイデ

り、各小中学校から人員を派遣してもらい教材を

ィスクを併用し、さまざまなニーズに応えている。

作成していくなど模索をしていると報告があった。

⑵

３

古賀厚士氏
古賀氏は、ICTリテラシーの普及や「ｉの手」

指導・講評
助言の吉田先生からは、広報という観点から話

と呼ばれるＩＴボランティアの活動についてを中

題を進められ、検索結果の一番上に表示されるホ

心に話を展開された。

ームページを見る人が全体の約４割であり２番目

大分市情報学習センターでは動画製作を年間に

のものと入れ替えても大きく変化することがない

20本製作することを目標に掲げ、身近な情報を

という調査結果や語句を変更しての再検索を８割

タイムリーに配信し、伝統文化の継承・発展に寄

の人が行わないとの調査を根拠としながら、チラ

与できるような動画、観光・行政の広報支援や学

シやリーフレットといった紙媒体での広報には

習支援のための豆知識を含んだコンテンツを配信

URLと共に「キーワード」も載せていく必要性

している。その際には、冗長な動画は視聴者がつ

について語られた。また、課題として使いやすい

らいという理由から３分から10分程度の動画に

サイトと使いにくいサイトの差が激しいことや多

なるよう心がけている。「ｉの手」も動画製作に

くの人々のニーズに合わせるためにサイト内検索

関与しており、さまざまな人たちが動画製作やＩ

をかけられるようにすることが必要であるなど、

Ｔ教育に携わっていくことで生まれる人々のつな

今後の展開に向けて多くの示唆がなされた。

がりを大切にしている。さらには、一人ひとりの
生き様を互いに認めあうことで、地域が活性化さ
れることを願っていると述べられた。
２

研究協議内容
参観者から多くの質問・意見があり活発な話し

合いがされた。
まず、センターでコンテンツを制作する際、支
援はどのくらいあるのかについて質問が集まった。
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■

一般・OB

講演「放送教育・古今物語─教育は愛なり─」
講師 市川 昌（江戸川大学名誉教授）
司会者 野村 清（全放連友の会）

１

講演内容の概要

統括

神山充晴（全放連事務局次長）

実施され、理科の番組利用授業が行われました。

現在の日本の教育に欠けているのは、高度の教

地方での大会も次々と開催され、当時の全国大会

育技術だけでなく、ペスタロッチ、コメニウスな

では、西本三十二氏と山下静雄氏の論争も行われ

どに代表される一人ひとりの子どもたちを大切に

ました。番組の利用方法に対して、「生・丸ごと

する最も基本的な教育愛であるように思える。Ｎ

利用」か「教科中心の選択利用」か、などの討論

ＨＫ教育テレビが昭和34年１月10日に放送開始

がなされました。

して、今年は50年。私（講師）は半世紀前の教
育テレビ開局開始の日に「教師の時間・理科実験

「山の分校の記録」（1959年）も放送教育では

のコツ」を担当して以来幼児番組、社会科、英語、

忘れられない番組で、地域教育開発の効果が認め

生涯教育番組など作ってきた。その後大学教員と

られ、辻功氏のへき地学校でのテレビ視聴効果で

なり視聴覚教育、マスコミ論、映像情報論などを

児童の成績がよくなりその効果も話されました。

教え、痛感するのは教育の歴史の重みをどう受け

「理科教室」とスモールステップ理論と蛯谷米司

止めて、未来を拓くのかである。放送教育の歴史

氏の関係づけ理論、マルチメデイア対応を唱える

をたどりながら、今何が必要なのかを考えたい。

水越敏行氏のVTRの利用による教育方法等々、
放送教育の質的転換について話されました。テレ

２

記録者のまとめ
今年はＮＨＫ教育TV開始50年になります。そ

ビ放送教材の特性と人間形成の長期的評価がなさ
れました。

の開局開始の日に「教師の時間」を担当したのは

最後に、これからの教育放送が教室の子どもた

市川講師です。現在の教育に欠けているのは、ペ

ちに愛されるよき友だちでありたいし、勉強嫌い

スタロッチやコメニウスなどに代表される一人ひ

や学校嫌いをなくす放送であることを期待してい

とりを大切にする最も基本的な教育愛であるとい

ます。また、デジタルの高精細度を生かした大画

うことから始められました。

面で感動させ、双方向性を生かした資料提供が重

なぜ、今ペスタロッチか、「一切の教育方法は

要な役割となります。時代を検証する教育番組の

人が生きる環境を直観的に認識できるものであり

ライブラリー化を望んでいますと話され、最終的

たいし、真なるものは善なる行為のなかで少しず

には教育愛がシステムを変えると結んで講演を終

つ成果を果たす」と視聴覚教育の歴史を話したか

えられました。

らです。コメニウスは、絵入り教科書をつくり視
聴覚教育の大切さを主張しました。次にＥ．デー
ルの視聴覚教育とＷシュラムのコミュニケーショ
ンの双方向モデルを話され、視聴覚教育による２
段階の流れの送り手と受け手の交流を話されまし
た。心理学者波多野完治氏が教育番組を制作する
には子どもの心理を大切にしたいと言われました。
その後、放送教育を推進するには組織と研究が
大切ということで1950年に放送教育研究会連盟
が結成されました。翌年にはテレビ教育研究会が
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視聴覚教材・教具「展示研究会」

テーマ

■

─第45回「教育の近代化展」─

大会２日目。受付と同時に、中央ホールやホワ

きる可能性が広がった。

イエでの機器展示研究会が始まった。協賛25社

○デジタル掛け図も同様に、今までのような静止

による目新しい機器・教材は、興味を引くものば

画だけでなく、動画も利用できるので、授業で

かりで、会場は、説明を聞いたり手に取って体験

の資料提示に新しい形態が加わりそうである。

する参加者であふれていた。

○デジタルコンテンツの利用は、各社からさまざ
まなものが提案されていた。コンテンツの種類

１

展示内容

も豊富なので、授業ではVTRよりもフレキシ

○電子黒板は、コンテンツの提示以外に、そこに

ブルな使い方が可能である。校内LAN対応型

コメントを書き込んだり、表示画面を画像とし

とインターネット配信型が主で、膨大なコンテ

て保存することもできる。また、用意された素

ンツの中から必要なものが効率よく検索できる

材を使ってホワイトボードに貼り付けたように

よう、システムも便利になってきている。

使うこともでき、アイデア次第でさまざまな授

○デジタルテレビとネットワークを融合させた、

業展開が考えられる。電子黒板には以下の３タ

デジタル共聴システムは、校内放送設備のハイ

イプがある。

ビジョン化を意識した次世代システムとして注

・センサーユニットをつけて、プロジェクターの

目された。

画面や大型テレビを電子黒板にできる「ユニッ

○そ の他、ゲーム機をLANにつないだ学習シス

ト型」は、最も安価ながら、セッティングも以

テムや情報リテラシーの育成に関わるソフト、

前に比べ簡単になっている。

簡単操作のセキュリティシステムなど内容豊富

・電子ボードにプロジェクターの画像を映して利

な展示会となった。

用する「ボード型」は、大画面ながらセッティ
ングが容易で、コンピュータとのマッチングも
良くなっている。
・テレビモニターにセンサーが組み込まれた「一
体型」は、高価だが、ポイントセッティング作

２

抽選会
分科会終了後にロビーで行われた。抽選会は大

盛況だった。豪華賞品をご提供いただいた協賛企
業のご厚意に感謝している。

業が要らないので、いつでも手軽に利用するこ
とができる。
○新型実物投影機（書画カメラ）は、コンパクト
に収納できて、USBでコンピュータに直接接
続できるタイプのものも登場した。また、接写
ができるので、普通の顕微鏡の接眼レンズに密
着させて、視野をそのまま映し出すこともでき
る。使い勝手が良くなり、いろいろなアイデア
に対応でき、電子黒板との相性も良い。
○デジタル教科書は、児童・生徒の使用する教科
書と同じものが画面に映し出されるので、注目
させたいところや読んでいるところを示すこと
が容易になる。文章とリンクして読み上げる音
声のデータも豊富で、新しい授業形態を構築で
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