第14回 視聴覚教育総合全国大会
第61回 放送教育研究会全国大会
合同大会（東京大会）報告

去る８月９日（月）・10日（火）の両日、第14回視聴覚教育総合全国大会並びに第61回放送教育研究会全
国大会合同大会（東京大会）が、「ネットワーク社会におけるメディアとヒューマンコミュニケーション」を
テーマに、国立オリンピック記念青少年総合センターにおいて開催された。平成19年度より視聴覚教育と放送
教育が一体となり合同大会を毎年10月末に３度開催してきたが、今年度は夏休みの８月開催とし、学校の先生
方が参加しやすいよう配慮した日程となった。
参加者は、２日間で延べ1,264名にのぼ
り、１日目のテーマ別分科会（10）
、２日
目の団体別研究（6）において、全国から
先進的かつ意欲的な実践の発表があり、熱
心な研究・討議がなされた。
来年度（平成23年度）の全国大会は、
第62回放送教育研究会全国大会が平成23
年8月2日（火）
、3日（水）の両日、国立
オリンピック記念青少年センターで、第
15回視聴覚教育総合全国大会が同年11月
11日（金）
、宮城県仙台市にて開催される
こととなった。
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１日目（８月９日 月 ）
：テーマ別分科会
大会１日目は午後からの開始とし10のテーマ別分科会を実施した。今回特徴的なのは分科会を各団体で区
分けするのではなく、豊かな心・ICT・外国語活動・電子黒板・情報モラル・放送番組・校内放送・映像教
材など、10のテーマに分け、学校教育、放送教育、社会教育の各参加者がよりきめの細かいテーマに沿った
分科会に参加できるよう設定した。
第１分科会

「豊かな心」を育む放送学習

第10分科会

よりよい教材提供や利用と
映像教材の制作

第６分科会

ICTを活用した授業作り入門

■テーマ別分科会
❶「豊かな心」を育む放送学習
❷ 教科指導におけるIＣT活用
❸「人間力」を育む放送番組活用
❹ ICTを活用した外国語活動
❺ 情報モラル教育について考える
❻ ICTを活用した授業作り入門
❼ 放送番組を活用した授業作り入門
❽ 校内放送によるメディア活用能力の育成
❾ 番組制作者と語ろう
❿ よりよい教材提供や利用と映像教材の制作

２日目（８月10日 火 ）
：団体別研究（功労者表彰）
、開会行事、記念講演
２日目は、午前中に６会場において団体別研究が行われ、各団体がそれぞれに抱える課題、また地域
の実践についての発表や協議が行われ、講師からの助言指導を受け成果を上げることができた。また各
団体の功労者表彰式は、この研究の中で執り行われた。

■団体別研究
◇学視連…………………………… 「教育の情報化を推進するための課題解決」
◇全視連…………………………… 「メディアによる新しい生涯学習と視聴覚ライブラリーの役割」
◇全視連／公立視聴覚センター

「地域メディアとの連携による地域活性化と学習活動」

◇全高メディア協………………… 「授業で使える動画ファイルの簡単な作成法
−ipod、PSPをメディアプレーヤーとして利用しよう−」
「教材研究 NHK『映像の世紀』」
◇全放連…………………………… 「学校放送番組・NHKデジタル教材を活用した授業づくり−模擬授業を通して−」
◇一般・ＯＢ……………………… 「易しいデジタル講座−電子黒板の利用からハイビジョンテレビまで−」
「高野山からのメッセージ−曼荼羅の世界からの贈りもの−」
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◉団体別研究
学視連

「教育の情報化を推進するための
課題解決」

全放連

「学校放送番組・NHKデジタル教材を
活用した授業づくり−模擬授業を通して−」

全視連

一般・ＯＢ

「メディアによる新しい生涯学習と
視聴覚ライブラリーの役割」

「高野山からのメッセージ

−曼荼羅の世界からの贈りもの−」

◉開会式
午後の合同全体会は、カルチャー棟小ホールにおいて開会式が行われ、主催者として三角哲生全国放
送教育研究会連盟理事長、新山賢治ＮＨＫ制作局長が挨拶し、その後、齋藤晴加文部科学省生涯学習政
策局参事官代読により文部科学大臣祝辞をいただいた。

三角哲生全放連理事長
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◉記念講演
記念講演は、
「ことばおじさん」の愛称で「みんなでニホンGO」や「ことばおじさんの気になることば」
等に出演中のＮＨＫエグゼクティブアナウンサー梅津正樹氏により「ことばとコミュニケーション」を
テーマに行われた。普段何気なく使っていることばの解説やコミュニケーションのあり方等のお話を通
して、同じことばでも、イントネーションや言い方により、相手に違う意味として伝わってしまうなど、
「こ
とば」を考え直すきっかけを与えてくれた。

「ことばとコミュニケーション」をテーマとした梅津正樹氏による記念講演

◉視聴覚教材・機材等展示
視聴覚教材・機材等展示研究会として「第46回教育の近代化展」が18社の出展およびＮＨＫの特別展
示によって大会開催期間中の２日間にわたって開催された。休憩時間には、話題の「電子黒板」を中心
とした新しいメディアに参会者の関心が集まっていた。大会２日目の終了間際に毎年恒例となっている
抽選会が実施され、豪華商品の当選者が発表されるたびに歓声があがり、会の最後にふさわしい盛り上
がりをみせた。
視聴覚教材・機材等展示研究会

豪華視聴覚教材・機材が当たる抽選会
視聴覚教育
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テーマ別分科会①

テーマ

「豊かな心」を育む放送学習

■

●

活用番組 「つくってあそぼ」「できた

講 師
発表者
司会者
記 録

１

堀田
長尾
松川
大野

博史（園田学園女子大学）
充希（坂出市立松山幼稚園）
厚雄（杉並区立荻窪小学校）
紀子（台東区立金竜幼稚園）

テーマ設定の趣旨
はどういうものであるかを探る。
の番組について意見交流を行う。

※研究発表の前に番組を視聴し、ＮＨＫ番組制作
者より制作の意図について話をする。

年齢・家庭・地域とつなげる遊びとして、放送番
４

発表概要

─放送番組「できた


いくための放送教育を進めよう
考えて

つながる力をはぐ

くむための放送利用の在り方を考える─


香川県坂出市立松山幼稚園

長尾

できた

できた」を

みた子どもの様子─

Ⅰ

感じて

Ⅱ

「豊かな心」を育む放送学習

豊かな感性を培い、生き生きと生活を広げて
─みて

靖規（枚方市立藤阪小学校）

組が活用されていた。

②校種を越えて交流できる場として、学齢期前半

発表概要

藤原

できた」

環境構成や教師の援助の在り方が大切であり、異

①放送教育番組を通して、幼・保・小に育つ力と

２

できた

充希

大阪府枚方市立藤阪小学校

藤原

靖規

児童が基本的な生活習慣とコミュニケーション
の基礎的なルールを身に付けているか、児童の様
子と成長を考えるために、放送番組「できた
きた
５

で

できた」を活用した実践事例が発表された。
研究協議内容

指導・講評

多様な感情体験や直接体験を通して豊かな感性

○番組をどの教科で実践し、関連づけたのか。

をはぐくみ、生きる力の基礎となる心情・意欲・

○振り返りシートの活用の仕方・配慮は何か。

態度を育てることが重要と考える。そのための、

○スキルを定着させる日常的な工夫について。

「つくってあそぼ〈かざぐるま〉」の番組を取り上

○番組を視聴していない学校との比較について。

げた実践事例が発表された。

○年間指導計画の中での位置づけについて。

３

○評価はどのようにしていくのか。

研究協議内容

指導・講評

○研究テーマの４視点は系統性があるのか。

基本的な生活習慣とコミュニケーションのルー

○制作するときの素材の準備の仕方について。

ル、スキルの基礎を身に付けることがねらいであ

○番組の見せ方は、どのようにしているか。

り、定着させるための工夫が見られた。そのため

○毎回継続して視聴をしているのか。

に、①継続視聴、②番組の振り返り、③ワークシ

○保護者や地域との連携はどうなっているか。

ートの活用が活かされていた。

○年間指導計画の中での位置づけについて。

６

自ら判断して行動する力を育てるための一つと
して、放送番組を活用している。育つ力を支える

まとめ

「番組視聴を通して育つ力」「育つ力に必要な教
師の援助」
「番組利用で幼・小の連携はできるのか」
について全体協議された。その後、講師から、
「番
組のスキルを考え、教師が活用法を考えていくこ
とが必要であり、日常の遊び・学びとの結びつき
を意識していくことが大切である。また、変容の
過程を記録として残すことで、新たな活用法のモ
デルができ、さらに活用の質を上げていくことが
大切である。」との指導を受けた。

14

視聴覚教育

2010.10

視聴覚教育
放 送 教 育

全国大会報告

テーマ別分科会②

テーマ

■

教科指導におけるICT活用
助言者
発表者
司会者
記 録

１

中橋
松本
菊地
川島
曽木

雄（武蔵大学）
典之（足立区立花畑第一小学校）
秀文（目黒区立東根小学校）
隆宏（調布市立石原小学校）
誠（杉並区立松庵小学校）

清水

義雄（大阪市立東都島小学校）

発表者概要

自分のノートが映し出されることにより、考え

⑴松本典之先生

の過程を色や矢印を使って書いたり、意識して分

平成19年よりICT活用推進校の指定を受け、授
業のモデル作りの実践を紹介。

かりやすく書いたりするようになった。ペア学習
において互いの考え方の関連性を持たせることで、

効果的にICT機器を活用するためには、電子黒

発表方法も算数的になっている。今後はデジタル

板機能搭載のディスプレイ、パソコン、実物投影機、

ペンの活用のほか、パソコンへの保存、電子黒板

デジタルカメラ、スキャナーの用意をし、授業で

との連携等が課題となる。

の活用場面を想定した授業モデルを作る。たとえば、

２

「前時の復習・興味関心・課題把握・調べる・発表・
まとめ」のような場面で活用を進めることにより、

指導・講評
ICTへの期待は、教師が「教材研究・説明しや

すい・授業準備の効率化・子どもに向き合う」、

「知識理解の定着・資料活用能力の向上・興味・関

子どもが「知識の定着ができる・視野を広げられ

心度のアップ・教師の負担軽減」といった成果が

る・発見を促される」ことにある。新しい学習指

見られた。その一方、さらに活用を進めるためには、

導要領の中では、思考力・判断力・表現力という

「従来の教具との効果的な併用・より手軽に・他教

ことが重視されているが、そこにICTをどのよう

科への活用・教員のリテラシーの向上」を進めて

に授業に組み入れていくか、なぜ、どうICTを活

いくことが課題としてあげられた。そのためには、

用したのかを考えておく必要がある。

ICTを使うから、ではなく、意図をもって教師が

書き込みができると説明しやすく、わかりやす

ICTを吟味し、どこで使うかを検討する必要がある。

いので、電子黒板をどう使うかが重要である。教

⑵清水義雄先生

師が対話のための場を整え、画像を見せながら説

ICTありきという発想では、効果的な活用につ
ながらない。学習効果を高めるために、「いかに」
「なぜ」使うのかを意識し、教育目標を達成する
ためにICTを活用するという考えのもと、「大和

明し、教師が受け答え、思考を促す問いかけをし、
児童の説明を補いながら自らモデルを示すという
活用をしていくとよい。
ICTを活用した授業研究では、役立つ教材の蓄

川のつけかえ」というデジタルコンテンツを用い、

積を含めた機器活用、思考させる場面を作る授業

電子黒板を活用した実践を行った。学習の導入で

デザイン、子どもの意欲を引き出す指導方略など

電子黒板等のICTを活用することで、児童の様子

について、どのような効果があったかを記録し、

や反応を見ながら授業ができ、十分な理解につな

さらなる情報共有と実践を進める必要がある。

げることができた。
⑶菊地秀文先生
一番の学習コンテンツは児童のノートであると
いう考えのもと、実物投影機を活用し、ノートそ
のものを課題解決学習の学び合いに活用した。
ICT機器活用の日常化には、「早い・簡単・便利」
が必要であり、普段の授業で使えるようにしてお
くことが大事である。
視聴覚教育
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テーマ別分科会③

テーマ

「人間力」を育む放送番組活用

■

●

活用番組 「伝える極意」「コミ☆トレ」

講 師
発表者
司会者
記 録

１

木原 俊行（大阪教育大学）
片岡 義順（川崎市立岡上小学校）
桜井
落合誠一郎（板橋区立北前野小学校）
吉田 圭一（横浜市立吉原小学校）

発表概要

淳宏（守口市立寺方小学校）

分析した。計画的に視聴するだけでなく、時数が

初めに全放連から「人間力」についての概要や

限られた特別活動の時間を工夫し、スキルの習得

育てたい力についての説明が行われた。知的能力

と振り返りという授業プランを試みた。子どもた

的要素など大きな枠組みから構成され、それらを

ちの振り返りを集約し、学級通信として家庭に発

育むためにさらに細かい要素を関連させ、物事を

信していた。

感性的に受け止める力が「生きる力」の育成に結

ワークショップでは「これからの情報社会」の

び付くと考える。この「人間力」の要素を意識し

回から情報活用力や問題解決力など具体的な力を

ながら放送番組の活用を図った二人の実践が、番

つけるための手立てが討議されていた。限られた

組紹介を交えて報告された。

時間であったが、いろいろな立場からの活発な意

休憩をはさみ後半は５年社会科の「日本とこと
ん見聞録」の番組を視聴し、グループに分かれて

見交流が図られた。
３

「人間力」を意識した学校放送を活用した授業プ

指導・講評
木原教授からは、「人間力には幅広い要素があ

ランを作るワークショップが行われた。

るので、子どもたちに身に着けたい力として何が

２

必要かを選ぶことが大切である。『伝える極意』

研究協議内容
片岡教諭は子どもたちが苦手とする読書感想文

のような教科番組では人間力の複数の要素を高め

を書くことについて積極的にアプローチするため

る効果がある。継続視聴することや、複数の番組

に、「伝える極意」を活用。番組では同じ悩みを

を視聴することで、人間力の育成への多様なアプ

抱えた児童を取り上げ、プロが感想文を書くため

ローチが可能となるのではないか。」という話を

の極意を対話的に支援していく。やがて自信をつ

いただいた。

け変容する主人公を目の当たりにし、視聴した児

４

まとめ

童も共感し、苦手なことにも挑戦してみようとす

放送番組は、対話のスタイルを多様化させるこ

る姿勢が見られた。番組には、文章の構成や表現

とができるよさがある。対話を促すことで人間力

を工夫するスキルを身に付けさせるという制作者

を育むことができる。つまり、学びのアドバンテ

側の意図があった。授業プランを工夫することで、

ージとして「人間力」の観点を意識した番組活用

子どもたちが互いに作品を交流し、番組から受け

を図っていくことは、大きな意義を持つといえる。

取った感動から多様な考えを受け入れる受容力を
育み、意欲や心情面での高まりが見られる等の成
果が得られた。
桜井教諭からは、自身のクラス経営での苦い体
験を振り返り、子どもたちにコミュニケーション
能力をつける大切さを痛感し、特別支援教育とし
て活用されている「コミ☆トレ」を普通学級で継
続視聴した実践が報告された。アンケートからク
ラスに必要なソーシャルスキルは何かを絞り込み、
番組全シリーズの中でどの番組と関連が深いかを
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テーマ別分科会④

テーマ

■

ICTを活用した外国語活動

電子黒板を活用した外国語活動の実践 ICTを活用した「わかる・楽
しい」学習活動づくり─外国語活動の実践をとおして─
助言者
発表者
司会者

１

小泉
一場
原

仁（東京家政大学）
俊輔（江東区立小名木川小学校）
香織（文京区立関口台町小学校）

福山

創（川崎市立平小学校）

発表者概要

意図したものである。番組中のコーナー「えんけ

⑴一場俊輔先生

れせ」の手法を参考にして、ネイティブの発音を

①発表：外国語活動の時間は主としてコミュニケ

聞 き、 聞 い た ま ま の 言 葉 を カ タ カ ナ で 表 し、

ーションをする時間であるととらえている。子ども

ALTに質問した。うまく通じた体験から、児童

たちに「できない」
「わからない」と言わせないよ

は正確に聞き取ろうとするようになり、聞き取る

う楽しい時間にしたいと考えている。英語ノートに

ことができる英語の量が増えてきた。

付属しているCD-ROMの内容を電子黒板に大きく

②指導・講評：塾に通い、英語に自信を持ってい

投影することによって、児童が書き込んだり操作

る子どもとそうでない子どもとの差をカバーする

したりすることができる。授業では英語ノートの

ために、この番組を活用したのはよい視点である。

CD-ROMに自作教材を加え、電子黒板を使用して

「えんけれせ」を取り上げたところが興味深い。

子どもも操作に参加できるようにした。子どもたち

小学生は音声中心の英語である。子どもには英語

は学習の成果を確かめることができたため、意欲

の聞こえのイメージをとらえさせるとよい。

をもって友だちとの会話に取り組む姿が見られた。

２

会場では電子黒板を使用して模擬授業を実演した。

講演
コミュニケーションの基本は情報、意図、思想

②指導・講評：指導者は電子黒板を使いこなして

を伝えることなので、人や場面といった条件が必

限界を知っているので、よく見極めて子どもたち

要である。内容が適切であれば発音は重要ではな

とのやりとりを重視している。外国語活動では反

い。外国語教育におけるICTの役割は、言語使用

応することや、言葉をキャッチボールするコミュ

モデルの提示、非言語的コミュニケーションの提

ニケーションが大切である。そのためには間違っ

示、場面・状況の提示、情報の提供、疑似体験の

てもよいので担任が英語を使えるとよい。

提供である。ICTにできないことは、刻々と変化

⑵福山創先生

する学習者の状況を把握すること、学習者がイン

①発表：英語に楽しく触れながら学ぶ機会を増や

タラクションをすること、内容を瞬時に調節する

すこと等をねらいとして、大画面のデジタルテレ

ことである。コミュニケーションを行うことは複

ビを用いてＮＨＫの学校放送番組「英語でしゃべ

雑な過程がある。外国語活動では話したいという

らないとJr.」を継続視聴した。これは児童の実

意欲を高めることが大切であるため、ICTを活用

態を踏まえて、英語に触れる機会を増やすことを

する可能性はまだある。

視聴覚教育
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テーマ別分科会⑤

テーマ

■

情報モラル教育について考える
講 師
発表者
司会者

１

原
克彦（目白大学）
土屋亜矢子（江戸川区立東小松川小学校）
笹川
敏（日の出町立平井中学校）

発表者概要

大山

圭湖（大田区立大森第三中学校）

体へと広げていきたい。

⑴土屋亜矢子先生
発表は、第４学年の総合的な学習の時間に行っ
た「著作権って

３

指導・講評

何だろう」の模擬授業で始まっ

情報活用能力は、全教科の中で育てていくべき

た。２編の詩をもとにして真似された人、真似し

ものである。小学校４年生に「権利」を教えるの

た人の気持ちを考えるところから、著作権につい

は難しいが、どうすればよかったのか考える場面

て興味関心を持たせ知識を定着させることで、今

を与えることは大変良い。

後の調べ学習や身近な著作物について著作権を守

危険なことばかりが氾濫し、「○○してはダメ」

ろうとする態度を育てる実践報告であった。

になりかねない。引用したら出典等を記入するマ

⑵大山圭湖先生

ナーの強調が必要である。「まねされるほどいい

中学校１年生で、50％の生徒が携帯電話を持

作品」として相手を肯定し認めていくことを情報

って入学し、中学校２年生では、ブログやチャッ

教育で取り上げてほしい。まねることがダメでな

ト、インターネットゲームへ依存し、登校する気

く、そのときにはどうすればよいかを子ども同士

力がないといった姿も見受けられた。

で「考え、判断し、行動する」ことの時間を確保

そこで、中学生のケータイ・ネットとの付き合

してほしい。

い方について無記名でアンケート調査を行い、そ

中学校の事例は少なく、しかも生徒にいろいろ

の結果から見えてきたことや、解決方法を探って

な体験をさせている前向きで貴重な実践事例であ

いった実践事例である。教師にも、親にも見えに

る。アンケートの結果を図式化するともっとわか

くい世界を持つようになってきた中で、「一緒に

りやすくなるだろう。

考え、携帯・ネットを賢く使おう」という学習の
取り組みが語られた。

メディアをどう活用したらコミュニケーション
が取れ、必要な情報が入手できるのかなどのこと
を前提として教育活動を進めていかなくてはなら

２

協議内容

ない。また、携帯電話については、企業の責任が

参加者からは、それぞれの発表について質問や

法律で決められており、保護者の義務としては生

意見が出された。「著作権」を伝えなければなら

徒に貸し与えるという意識をもたせ、セキュリテ

ないと思ったのはインターネットの文章等を写し

ィーをかける等、守っていかなければならない。

書きしているのは危ないと感じたときからで、総
合の時間に情報の指導計画を立てて、週に２時間
で取り上げている。
携帯・ネットとの付き合い方については、国語
の授業で討論や発表、作文などによって賢く使う
ことについて考える機会をつくっている。リアル
な世界とバーチャルな世界の境がなくなり、PC
や携帯電話上で人とつながっている実感をもって
いる生徒がいる。アンケート結果をもとに、保護
者と連携し、生徒主体の取り組みを学年、学校全
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全国大会報告

テーマ別分科会⑥

テーマ

■

ICTを活用した授業作り入門
コーディネーター
司会者
記 録

寺嶋
丸山
吉成

浩介（長崎大学）
昌哉（足立区立寺地小学校）
豊（町田市立南成瀬中学校）

本分科会は、「電子黒板などでのICT機器・教
材活用の基礎的な知識や操作、授業での生かし方
を研修する」をテーマに参加者によるワークショ

書などのデジタルコンテンツも利用しやすい。
③個人実習
授業デザインシートを用い、使用事例（場面）

ップ形式により、情報交換しながら操作実習を行

を考える。

った。指導助言をはさんでのコーディネーターは、

④グループ実習

長崎大学の寺嶋浩介准教授である。
参加者には、グループごとに校種の偏りが出な
いよう、あらかじめ受付時に均等に分かれていた
だき、次のようなプログラムで研修が始まった。
①基本操作

各自の使用事例をグループ内でデザインシート
を元に発表、全体への紹介のために３件を選出。
⑤全体実習
４グループそれぞれから３件ずつ、小学校国語・
社会・理科・図工・総合、中学校社会・理科、高

（以下の７つのミッション［課題］について各グ

校英語の分野での全12例が発表された。この中

ループの参加者全員交代で取り組む）

には電子黒板の基本機能を利用したものもあれば、

Ｍ１

ペン機能

業者提供のデジタルコンテンツやWebコンテンツ

アンダーライン（マーキング、ハイライト）

を取り入れたものもあった。

消しゴム機能、指・マウスモードの選択
Ｍ２

研修の最後に、本分科会に出席されていた文部

マスキング（覆い隠し）機能

科学省生涯学習政策局参事官付情報教育推進係長

特定箇所の塗りつぶし

牧雅英氏より、ICTを活用した教育に対する文科

Ｍ３

点と点を結ぶ

省施策の進捗状況などについて、「個々の学習者

Ｍ４

マウス機能

が学んだことを参加者全体で共有することができ

漢
 字をドラッグしてパズルを完成・拡大機能

る電子黒板は全国の多くの学校に導入されてきて

動画再生画面の停止・拡大

おり、教員のICT指導能力も高まってきている」

補助線の書き入れ

とコメントをいただいた。

Ｍ５

線種、色の変更

Ｍ６

サーチライト機能（部分表示）

Ｍ７

書画カメラモード

次世代電子黒板に対する要求として、「インター

通常ペン、マーカーペンの使い分け

フェースの改善」「デジタルコンテンツ画面の整

グループ内でお互いに教え合いながら35分の

進行・助言をしていただいた寺島先生からは、

理」の必要性があげられていた。

ミッションを終了する頃には、電子黒板の基本操
作については、もうどの参加者にも理解されてい
たようだった。
②活用事例の紹介（助言者・教材メーカー）
電子黒板の利用方法としての基本は「単純表示」
である。Webカメラなどを併用することもある。
授業などでは、学習内容のイメージ作りのため導
入に利用されることも多い。
ＮＨＫデジタル教材・理科ねっとわーく・フラ
ッシュ（型）教材・デジタル掛図・デジタル教科
視聴覚教育
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テーマ別分科会⑦

テーマ

■

放送番組を活用した授業作り入門
●

活用番組 「時々迷々」「見える歴史」ほか

講 師
発表者
司会者
記 録

１

稲垣
福士
小堂
塩原

忠（東北学院大学）
晶知（岩見沢市立美園小学校）
十（杉並区立久我山小学校）
慧子（目黒区立緑ケ丘小学校）

発表概要

松浦

智史（守口市立橋波小学校）

かった。また、１回の放送を８時間の単元の中に

●番組「時々迷々」等を活用した実践報告
「自分さえよければよい」という子どもの姿が

散りばめて利用する案など、さまざまな活用の方
法が提案された。

少なからず見られたことから、「友だちとのかか
わりをよりよくしたい」というねらいをもった。

３

指導・講評

そのために思うようにならない気持ちや苦い気持

今回の研修を通して学んだり考えたりした授業

ちを考えられる（疑似体験できる）教材がないか

モデルを、ぜひ自分の技として取り入れ、実践し

ということで、「時々迷々」を選択した。

てみる。さまざまな番組があり、その番組のもつ

番組視聴後は、登場人物の変容のきっかけは何

活用効果（ストーリー性・豊富な情報量など）と

だったのか、なぜそのように変わったのかなど、

見せ方（継続して見せる・個別に見せる・止めて

課題を絞り込み、考える。登場人物の思いや考え

見せるなど）の組み合わせを工夫し、より効果的

を表現することを通して、よりよい行動について

に放送番組が活用できるようにしていくことが大

考えながら自分の生活を振り返るという、番組を

切である。

継続的に利用した授業を行ってきた。その結果、
自分から進んで行動することが多くなるなどの変
化が見られた。
●番組「見える歴史」等を使った実践報告

４

まとめ
２名の先生の授業実践やワークショップを通し

て、放送番組の効果的な活用方法を考えることが

放送番組の「よさ」を生かし、さまざまな活用

できた。授業の際には、まず、明確なねらいをも

パターンが紹介された。番組を中心とした展開や、

ち、そのために効果的に利用できる教材を選択す

利用ガイドを生かした展開、オリジナルのワーク

ることが大切であると分かった。放送番組を利用

シート、またはWeb図を中心とした展開など、使

することは大変効果的だと感じた。

い方や組み合わせ方はさまざまであった。
番組「見える歴史」を使った授業では、オリジ

番組だけでなく、デジタル教材は、動画クリッ
プやワークシートなど、教材が豊富なことも知る

ナルワークシートと合わせて利用した授業展開。

ことができ、「実際の授業に取り入れてみたい！」

利用ガイドも生かし、ねらいに近付くための効果

という意欲がわき、充実した研修になった。

的な活用がされている。
２

研究協議会
放送番組の活用アイデアの提案・発表をグルー

プに分かれて行った。
単元の中や授業展開の、どのタイミングで番組
の視聴を取り入れるのがもっとも効果的かという
点が、どのグループでも話し合いのポイントにな
った。15分の番組だけではなく、動画クリップ
も活用しやすく、効果が得られるという意見が多
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全国大会報告

テーマ別分科会⑧

テーマ

■

校内放送によるメディア活用能力の育成
講 師
発表者
記 録

１

市谷
三宅
徳原

壮（ＮＨＫ青少年・教育番組部）
律子（福岡市立香椎第３中学校）
菊地
正枝（練馬区立豊玉中学校）

岩谷堂高等学校の実践発表
岩谷堂高校の放送は希望者で構成された委員会

達哉（岩手県立岩谷堂高等学校）

活動内容は①日常放送②行事の司会や撮影③番
組作り。日常放送では、
“朝の放送”“お昼の放送”

で、40人近くの希望者の中から採用された１年

“清掃時間の放送”“帰りの放送”があり、“帰り

生６人、２年生６人の合計12人で活動している。

の放送”では“給食の準備片付けベスト３”や“学

活動内容は①校内放送、②学校行事、③コンテ

年ごとの遅刻者”“連絡事項”を各クラス黙想し

スト。メインの活動は昼の放送を毎日行うことで、

ながら聞く。行事の司会と撮影では、入学式から

その中で部活の試合で活躍した生徒を取り扱い、

卒業式まで、１年間の主な行事を撮影する。卒業

褒める内容中心のニュースを放送する。

式では、待ち時間に、生徒が入学した当時の映像

ただ、このお昼の放送で一番大事な物は、
“連絡”

を映し出したり、式の間は舞台上にカメラをセッ

で、この連絡が正確に伝わるように、お昼の放送

ティングし、卒業証書を受け取る生徒の顔の表情

は構成されている。構成の流れは、最初にこの“連

を撮影して保護者席のスクリーンに映し出すなど、

絡”原稿が読まれ、次にその日の“ニュース”原

いろいろな工夫がみなさんに喜ばれている。

稿、そして最後に再度“連絡”原稿、というよう

番組作りについては、１年間にたくさんの番組

になっている。そして大事なのは、読んで終わり

を作るが、なかでも大会用の番組は、生徒の声を

ではなく、放送が正確に伝わっているかどうか確

大事にし、生徒の中から取材先がたくさん出てく

認しにいくこと。岩谷堂高校では、実際にその会

るものをテーマとして採用している。心がけてい

議や委員会の会場に行ってみて、放送が正確に伝

ることとしては、取材段階では数多く取材をする

わっていたかを確認しにいっている。

こと。日頃から周囲への協力を求めておくことで、

こうしたお昼の放送により、得られる効果はま

取材先の情報も入りやすい。また、完成間近には

ず、“お昼の放送をやっている学校は風通しが良

卒業生にも協力を求め、作品に意見をもらう。そ

くなる”こと。ニュースを通して、誰が何をやっ

して完成後には、必ず“鑑賞会を全員で行う”“取

ているか分かる。次に“褒めて終わる放送をする

材先に完成作品とお礼状を送る”“作品と台本を

ことでみんなが幸せになる”こと。
“呼び出し放送”

部室に保管”ということを行っている。

など呼ばれた生徒が不幸になる放送はしない。こ

香椎第３中学校放送部の一番の魅力は「生徒が

れはほとんどの生徒は関係がないため、放送を聞

番組作りを楽しんでいること」で、何かあったら

き流すようになる。

撮りたい、伝えたいという気持ちが番組作りにつ

そして、“放送に携わる生徒は、放送を聞いて

ながっている。

もらうことで全員から覚えられ、取材を通して全
員を覚えることができる”という良さを挙げるこ
とができる。
２

香椎第３中学校の実践発表
番組作りを楽しむ放送部の活動。
香椎第３中学校は、毎年30名以上の部員を有し、

部活動として活動している。全員が一通りのこと
ができたうえで、ミキサーとアナウンスに分かれ
て活動している。
視聴覚教育

2010.10

21

テーマ別分科会⑨

テーマ

■

番組制作者と語ろう
●

活用番組 「カラフル！」「道徳ドキュメント」
「大科学実験」
〈番組アーカイブス〉 ＮＨＫティーチャーズ・ライブラリー
ＮＨＫ戦争証言アーカイブス

講 師
発表者

司会者
記 録

１

藤村 裕一（鳴門教育大学）
福井
徹（ＮＨＫ青少年・教育番組部チーフプロデューサー）……発表⑴
森
美樹（ＮＨＫエデュケーショナルシニアプロデューサー）……発表⑵
今福 一朗（ＮＨＫライツ・アーカイブスセンターチーフディレクター）……発表⑶
宮本 聖二（ＮＨＫライツ・アーカイブスセンター副部長）………発表⑷
宇治橋祐之（ＮＨＫ青少年・教育番組部デスク）
石井 彩香（横浜市立根岸小学校）

発表概要

度から実施され、現在「生き方」
「情報」
「環境」
「平

発表⑴では道徳、総合的な学習の時間、特別活
動等向けに制作されている2番組について視聴と
意見交換が行われた。
「カラフル！」は小学校３～６年を主な対象と

和」の４分野46本が貸出可能である。利用ガイ
ドブックには授業案も掲載している。
「ＮＨＫ戦争証言アーカイブス」は今年８月か
ら実施、「証言記録

兵士たちの戦争」「市民たち

して、総合的な学習の時間などで利用されている

の戦争」で収集した証言を未放送の部分も含めて

番組。世界のいろいろな場所でさまざまな暮らし

視聴できるだけでなく、ＮＨＫのドキュメンタリ

をしている10歳前後の子どもたちが、自分のこ

ー番組44本、1940年から1945年まで映画館で公

とばで語るドキュメンタリー形式である。「弱い

開された「日本ニュース」、玉音放送などの戦時

自分に勝ってみたい」の回では泣き虫で引っ込み

録音資料を公開している。

思案だった男の子が、ボクシングで自分を変えて
いこうという姿を描いた。
「道徳ドキュメント」は小学校５、６年生を対

各発表の後と全体総括として講師の藤村先生か
ら番組やアーカイブスの活用についてのお話をい
ただいた。

象とする道徳番組。実際にあった出来事や人生経
験をとりあげる。「なにを優先するの？優先席」

２

研究協議内容

の回では、全席を優先席にした地下鉄の例をもと

⑴-１「カラフル！」

に、ルールを厳しくするべきか？人々の良心を信

○かなのふり方はどうしているのか。→小学校

じるべきか？という課題を投げかけた。
発表⑵では、小学生から大人まで、幅広い世代

三年生の視聴を想定している。聞えにくいと
ころを中心に字幕を入れている。

に科学の楽しさと奥深さを伝えるのがねらいの

○人選はどうしているのか。→ディレクターが

「大科学実験」の制作意図が紹介され視聴と意見

制作イメージに合う子どもを探しに行く。

交換が行われた。視聴した番組は1.7kmの一直線

○番組制作者の意図は何か。→がんばることの

の道に86人が並んで、音が聞こえた人は旗をあ
げるという実験を描いた「音の速さを見てみよう」

大切さ。
○どれくらいの時間で制作しているのか。→二

と、およそ10m四方の巨大テーブクロス引きに、

ヶ月くらい。基本NGはなく、撮影した分は

時速140kmで走るレーシングカーを使って挑戦す

放送する。

る「りんごは動きたくない⁉」の２本である。
発表⑶と⑷ではＮＨＫアーカイブスの取り組み
が紹介された。
「ＮＨＫティーチャーズ・ライブラリー」はＮ
ＨＫアーカイブスの映像資産を教育活動に役立て
てもらう目的でDVDを貸し出すサービス。昨年
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○子どもに見せるには、前置きを話すと視点が
もてる。保護者にも見せたい。
○番組を見ると、子どもの内面が揺り動かされ
る。子どもの言葉で語るのがよい。継続視聴
が必要。
⑴-２「道徳ドキュメント」

視聴覚教育
放 送 教 育

○自分の県では、電車の利用が少ないので、実

全国大会報告

○戦争相手の話もあるとよい。→相手国との話

態とは合致しない。番組を区切って使うとい

で、日本側の話のみ載せている。

いかもしれない。→番組内容と学級の実態が
かみ合わないこともある。選んで使ってほしい。

３

指導・講評

○若者が席を譲らないイメージを与えかねない

「カラフル！」は、等身大の子どものドキュメ

導入。人により、譲るのも難しい。→結論が

ント。カメラがその場の空気のような状態になる

でないテーマを設定している。子どもの活発

まで子どもは心の内を話さない。じっくりと待ち、

な議論を期待している。

関係を築くことが求められる。感性に働きかける
内容だが、どの教科で使っていくかが、課題であ

⑵「大科学実験」

る。「道徳ドキュメント」で、道徳は子どもの心

高校でも対応しうる内容。反応の個人差が難し

を揺らし、ともに悩むものであることがよく表さ

い。→科学の不思議に気づき、結果を番組から出

れている。道徳の授業観そのもの。読み物教材で

さずに自分で確かめるきっかけにしたい。

は学べない、現実がある。一単位時間で終わるこ

○キャッチフレーズ「やってみなくちゃわから

とのない授業にしてほしい。「大科学実験」は、

ない」がいい。理科の根本をうたっている。

理系だけでなく文系の子も楽しめる番組である。

○速さの出し方・風速表示があまり強調されて

映像の中には、子どもの気づきを促すためわざと

いない。毎秒340Mの比較をするなど、子ど

見せず解説もせずにおくものもある。教師側が適

もが確かにわかるようにしてほしい。

切に発問したり、知識として押さえるべき部分は、

○この場合の、面積とスピードの関係が曖昧。

ホームページ上に制作の意図・解説・使い方とし

なぜ速くなると摩擦が少なくなるのかがよく

て入れてほしい。放映が日曜日にもあると、親子

わからない。

でも学ぶことができる。
「ＮＨＫティーチャーズ・

○小学校で見せておくと、中学・高校で専門的

ライブラリー」
「ＮＨＫ戦争証言アーカイブス」は、

な学びにつながる。理科のおもしろさを感じ

よい映像を高画質でぜひ見てほしいので、多く利

ることができる。

用してほしい。

⑶「ＮＨＫティーチャーズ・ライブラリー」
○ニュース番組もアーカイブに入れてほしい。

４

まとめ
ＮＨＫ教育番組やＮＨＫデジタル教材がよくで

きていても、子どもに豊かな学力を身につけさせ
⑷「ＮＨＫ戦争証言アーカイブス」

るには、教師が効果的な活用をしなければならな

○教師が先に見て、活用を考えることができる。

い。どのタイミングで、何を見せるか・どう使わ

他の先生にもすすめたい。

せるかが重要である。

視聴覚教育
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テーマ別分科会⑩

テーマ

■

よりよい教材提供や利用と映像教材の制作
講 師
コメンテーター
司会者
記 録

１

市川
昌（江戸川大学名誉教授）
木之下研悟（ＮＨＫエンタープライズ）
原田 成夫（北村山視聴覚教育センター）
村上 長彦（足立区教育委員会青少年センター）
丸山 裕輔（五泉市立大蒲原小学校）
早乙女陽一（栃木県総合教育センター）

発表概要

の質問があった。映像を使用する講習会が有償な

この分科会では、「映像の制作者・供給者」「映

のか、無償なのか、使う素材によっても著作権は

像教材提供機関」「学習機会提供機関」のそれぞ

変わってくるという回答があった。また、教材の

れの立場から意見を聞き、映像教材の現状と今後

取り扱いに対して、ＮＨＫ学校放送オンラインか

の展望を検討する話し合いを進めた。

ら必要なクリップを使用することが可能であると

はじめに「高齢者と共に生きる─最期までの

いうアドバイスがあった。図書館で毎月上映会の

日々─」の教材を視聴後、
「映像の制作者・供給者」

後、フイルムフォーラムを開催しているなどの情

として、木之下氏からこの作品がパッケージ化さ

報もあり、たくさんの意見が出て、非常に盛り上

れるまでの話を伺った。内容は認知症の症状、高

がった。

齢者介護の大変さについて考えさせられるもので

２

あった。

指導・講評
まとめとして市川氏より、生涯学習と映像教育

今後の教材制作の方向性として、⑴学習を深め

という観点から、映像を使った生涯学習の実践例

るために「生の声」を取り入れ、学習者への課題

を何通りか紹介していただいた。例として、それ

を投げかけるような教材を制作していく。⑵「着

ぞれが自宅で同じ番組を見て、感想や疑問などを

目させる点と、考えさせるポイントはどこになる

メモを取り､後日、視聴後の内容について集団討

か」ということに関し、指導の参考資料やワーク

議する方法もあるという提示があったが、大変参

シートを用意しているとのことであった。

考になった。映像には、古い歴史を掘り起こして

「映像教材提供機関」の、原田氏より説明があっ

現代に伝えるアーカイブ的な意味があり、
「昔懐か

た。視聴覚教材に関する貸し出しは年々減少して

しい」から時代を学び、
「現在を考える」への態

いるが、今後貸し出しを増やすためには、タイトル

度変容を期待するという話があった。個人情報や

のみの目録でなく、どんな時にどのように使用でき

著作権の問題もあるが、その通りであると思った。

るか今年度から紙ベースで紹介しているという。

   現在は、インターネット検索、動画サイトの普

「学習機会提供機関」として、村上氏からは、

及により学習者が情報を得やすくなっているが、

映像教育教材の利用が減っているとの報告があっ

今回のように、「映像の制作者・供給者」「映像教

た。30年前であれば家庭教育学級で16ミリの家

材提供機関」「学習機会提供機関」のそれぞれの

庭教育教材を見ていたが、今は講座が中心になっ

立場で話し合う機会があると、視聴覚教材ならで

ており、テーマを決める際にも講師に依頼するこ

はの良さがあるものが、より幅広く提供していけ

とが多くなり、視聴覚教材を使用することが減少

るのではなかろうかと感じた。

しているという話があった（原田氏からも同様の
話があったので、多くのところでの課題であると
思われた）。今回のように、教材制作者と現場と
のつながりは重要だろう。そして、教材制作がト
ップダウンでなく、ボトムアップで作ってほしい
という提案があった。
参加者も交えた意見交換では、著作権について
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団体別研究

テーマ

■

日本学校視聴覚教育連盟

教育の情報化を推進するための課題解決
1
2

デジタル授業プランの活用
校務情報化推進地区からの実践レポート

助言者
発表者

司会者

１

全国大会報告

堀田 博史（園田女子学園大学）
鈴木 圭太（岡崎市立甲山中学校）
江戸川区小学校情報教育研究部
日下 清正（江戸川区立春江小学校）
竹部 俊三（江戸川区立臨海小学校）
後藤 泰博（目黒区立五本木小学校）

柴崎大一郞（名古屋市立森孝東小学校）

発表内容

柴田
高橋

⑴鈴木圭太先生
中学校理科の授業モデルと学習効果についての

敏朗（江戸川区立二之江第三小学校）
飛秀（江戸川区立一之江第二小学校）

また、今後の課題として、情報化すべき校務を
処理すること、教職員のICTやネットの知識・能
力の向上などが挙げられた。

実践が発表された。ICT機器を活用することで生

将来の校務の情報化に非常に参考になる発表で

徒のコミュニケーション能力、学習意欲の向上が

あった。

見られた。授業の「導入」
「展開」
「かかわり合い」

２

研究協議内容

「まとめ」の各場面に応じたICT機器の活用も紹

校務の情報化について鳥取の先生から自宅への

介され、今後の授業展開に参考になる発表であっ

持ち帰り仕事についての質問があった。
「PUPPY」

た。

と呼ばれるセキュリティー USBのアプリケーシ

⑵柴橋大一郎先生

ョンを個人の記録媒体にインストールすることで、

複数のICT環境を使った授業の効果を計るため
の評価について発表された。道徳の授業において

自宅への持ち帰りが可能であることが回答され
た。

ICT活用が単数の場合と複数の場合で、同一授業

また、世田谷区の先生からも実情が紹介され、

者が同一内容の授業を行い、その効果の違いを検

全校導入されていることや、一覧表は使わなくな

証した結果が発表された。

ったことなどが紹介された。

検証は授業のビデオ録画から、発話量、挙手数
などの違いを数量的に比較するという方法とった。

３

指導・講評
講師の堀田博史先生からは、鈴木先生と柴橋先

「情意へのアプローチ（感じる心が動く）」「認知

生の発表に対し、ICT活用をすることで、興味関

へのアプローチ（読み取る・考える）」「行動への

心を持たせ、課題を把握し自己解決へと導くこと

アプローチ（振り返る・あてはめる）」の３つの

が大切であり、「日常的なICT活用」においては、

観点から検証し、単数活用より複数活用の方がよ

授業モデルを作りそれをもとに行った学習効果の

り子どもたちへの授業効果が出やすい傾向が発表

検証が必要であるとのお話があった。

された。
⑶江戸川区小学校情報教育研究部
校務処理の情報化が、全国各学校の職員室の中
で進み始めている現状において、情報セキュリテ
ィーや校務処理について小中学校全校で取り組ん
でいる東京・江戸川区の事例が発表された。
システムの概要、校内でのセキュリティー、校
務処理推進のための組織についての説明があり、
それにより出席簿処理や週案作成、通知表作成な
どが情報化され教師の授業準備などの時間が増え
たことが挙げられた。
視聴覚教育
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団体別研究

テーマ

■

全国視聴覚教育連盟

メディアによる新しい生涯学習と視聴覚ライブラリーの役割
助言者
司会者
発表者
記

１

録

照井
白井
渋川
市川
沼澤

始（全国視聴覚教育連盟）
浩（仙台市教育局生涯学習課）
敏朗（宇都宮市立視聴覚ライブラリー）
俊雄（春日部市教育委員会視聴覚センター）
豊起（青森県総合社会教育センター）

発表概要

２

⑴栃木県宇都宮市立視聴覚ライブラリー

研究協議
出席者から多くの質問や意見があり、大変活発

宇都宮市立視聴覚ライブラリーは、映像資料や

な研究協議となった。宇都宮市立視聴覚ライブラ

視聴覚機器の貸出件数が大変多く、これらの利用

リーに対し、発表中にもあった教育効果やフィル

は年々増加している。この状況を支えているのは、

ム･映写機などの管理に質問が集まった。これに

リース契約を利用して常に最新の機器をそろえる、

対し、上映会を通じて、暗闇に恐怖を覚える子ど

貸出の際に操作指導を行うなど利用者の立場に立

もがそれを克服したり、時間を経て残る名作を親

った運営方針である。このようなライブラリーの

子で見るということ自体に意味があるなど、多く

存在を背景にして、16ミリフィルムを使用した

の経験から得られた意見が報告された。

上映会を開催するボランティアグループ「うつの

どちらの発表にも共通して、ボランティアとの

みや映写ボランティアの会」が活発に活動してい

関わりについて質問があった。これに対しては、

る。主催する上映会は年間400回以上を数え、上

どちらも、「もちつもたれつ」の関係であり、常

映会を実施する中で、映写機の扱いを覚え、映画

日頃から情報交換をして研鑽を積み、各事業の際

を見た子どもたちの喜ぶ姿に励まされ、生きがい

にはどちらか一方にお任せするのではなく、共同

を感じている。また、上映会に参加する子どもた

で進めていくとのことであった。

ちは、公共の場でのマナーやルールを覚え、集中

３

指導助言

力が高まるなど上映会自体の教育効果も高い。こ

助言者の照井先生から、次の２点についてお話

のように、16ミリフィルムを用いた映画会は生

しを頂いた。一つめは、映像資料のアーカイブ化

涯学習の優れた形態であり、地域の人々を結びつ

についてで、各地域、施設などに残る貴重な映像

けている。

資料をデジタル化して保存し、今後も活用できる

⑵埼玉県春日部市教育委員会視聴覚センター

ようにしていくことが必要であり、この大きな役

春日部市教育委員会視聴覚センターでは、市の

割をライブラリー･センターが担っていかなけれ

社会教育の基本方針でもある「学んだ力を活かす」

ばならないということであった。二つめは、こう

支援に力を入れている。年間に40コースを越え

いった役割を果たしていくためにも、ボランティ

る研修を実施しており、そこで学んだ力の実践を

ア団体との連携をはじめとし、最新の機器を導入

支援するため、数多くの視聴覚機器や教材を貸し

する、既存の設備を有効に活用するなど「機能を

出している。特に、ビデオ撮影、ビデオ編集の受

生かした」運営をしていかなくてはいけないとい

講生は、さらに中･上級の内容を学ぶため、ビデ

うことであった。

オ制作サークルを組織し活動している。彼らは、
センターの講座運営や自作視聴覚教材の制作等に
も協力してくれている。センター主催のビデオコ
ンテストには幅広い年齢層から多くの応募があり、
春日部市教育委員会との共催で開かれる映像コン
テストと合わせて、学んだ力を生かす場を提供す
る優れた取り組みとなっている。
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団体別研究

テーマ

■

全視連／全国公立視聴覚センター連絡協議会

地域メディアとの連携による地域活性化と学習活動
助言者
発表者
司会者

１

全国大会報告

吉田
川本
出頭

広毅（常葉学園大学）
和之（福井市映像文化センター）
信二（潮来市立潮来小学校）

発表者概要

２

高見 晴彦（篠山市視聴覚ライブラリー）
記 録 吹野 恭一（千葉県総合教育センター）

⑴川本和之氏

研究協議内容
福井市や篠山市では地域のケーブルテレビやイ

川本氏からは、福井市映像文化センターの活動

ンターネットテレビによって映像で地域の情報を

として、福井市の映像記録の制作、福井市景観記

放送しており、茨城県ではコミュニティ FM局で

録デジタルアーカイブ、夏休み子どもＩＴ教室（将

地域の情報を放送している。関東地方の他の県で

来の映像作家の育成）、地域の文化財である神事

も、だいたいテレビで地域の情報を放送している。

の映像記録（デジタルアーカイブ化）、福井ふる

これに対し、東京の会員から、東京ではＮＨＫ

さとCM大賞の開催などの紹介があった。

や民放があるが、全国版はあるものの東京版はな

福井ふるさとCM大賞は、今年度が９回目の募集

く、地域情報の放送がない。子どもたちも映像の

となり、回を追うごとに応募数、質とも高まって

受け手ではあるが、発信者としては考えられない

来ている。しかし、新聞・テレビなどのメディア

という話があって、地域の情報も揃っていると思

で１回取り上げられる他は映像文化センターのホ

われた東京なのに意外であった。

ームページから一部の人が視聴するだけであった。

大きなマスメディアでは受け身にならざるを得

そこで、地域メディアとの連携に取り組み、福

ないが、地域の身近なところから情報を受けると

井ケーブルテレビのコミュニティチャンネルを利

自分も発信してみようかということになるという

用し、全応募作品を一ヶ月間映像ライブラリーと

話もあった。

して放送してもらって作品の発表を図っていると

３

のことであった。
⑵高見晴彦氏
高見氏からは、篠山市視聴覚ライブラリーの活
動として、地域映像作品の制作、ホームページで
の地域映像配信（丹波篠山インターネットテレビ）、

指導・講評
助言者の吉田先生からはケーブルテレビによる

地域活性化の形態として、各地の例をもとに地域
メディアは地域の活性化に有効であるとのお話が
あった。
さらに、地域メディアによる地域活性化の可能

ケーブルテレビの地域番組作り、全国アマチュア

性として、市民への生涯学習の場の提供／市民の

ビデオ大賞である丹波篠山ビデオ大賞の開催、ビ

表現の場の提供／市民のネットワーキング（結び

デオサークルの活動支援・指導、ICTサロンの運

つき）の促進／市民、団体、機関活動の紹介と広

営などの紹介があった。
地域メディアとの連携としては、ケーブルテレ
ビを地域コミュニティチャンネルとして利用し、

報／地域の歴史・文化の開発、普及、継承／市民
を対象とした調査の実施が大事であり、今後、地
域メディアの重要性が増していくとの指導があった。

市内で開催されたイベントなどの模様を番組とし
て制作し放送している。しかし、来年のアナログ
放送終了に伴い、ケーブルテレビも終了してしま
うため、今後は、インターネットテレビで地域の
情報発信をしていくとの発表があった。
双方とも地域の映像を駆使した発表で、地域映
像を大事にして地域の活性化を図ろうとする熱意
が伝わってくる発表であった。
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全国放送教育研究会連盟

学校放送番組・ＮＨＫデジタル教材を活用した授業づくり
─模擬授業を通して─
●

活用番組 「日本とことん見聞録」『かわる農業のすがた』

講 師
発表者
記 録

１

木原
竹下
金子

俊行（大阪教育大学）
浅井 和行（京都教育大学）
佳余（千代田区立九段小学校）
パネラー 水野 宗市（都城市立高城小学校）
実（横浜市立茅ケ崎東小学校）

模擬授業のねらい

⑤ＮＨＫデジタル教材を見て、日本の食料問題に

放送教育の基本的な学習過程や放送番組・デジ

関心を持たせる。

タル教材の生かし方について、授業のスタイルを

・日本産とアメリカ産が競争して、日本の農家

具体的に紹介するために企画した。

は違うものを作るようになっている。儲からな

２

くなったからか。でも負けずによりよいものを

授業概要

⑴番組活用の意図
本時で活用する『かわる農家のすがた』には、

作ろうとしている農家もいるのではないか。
⇒作る人が頑張ろう工夫しようとする理由につい

こだわりをもって野菜作りに取り組む農家の方が

て次の時間に学習することにする。

登場する。二人の笑顔に日本が抱える食料問題を

３

忘れそうになる。しかし、二人がこれほど真剣に

⑴模擬授業について（授業の展開と番組）

パネルディスカッション

挑戦し続ける背景には、厳しい現実がある。それ

・継続視聴により視聴能力が向上すると０分ス

を子どもたちにとらえさせるために、ＮＨＫデジ

タートが可能。でも子どもの実態や番組の特

タル教材を有効に活用して、授業の展開を工夫し

徴に合わせたさまざまなスタイルがあってよい。

ていきたい。

・同じ番組を全員で見て一人ひとりの子どもが

⑵模擬授業の本時のねらい
・わが国の食料生産の現状や問題点について関
心を持つ。【関心・意欲・態度】
・農家が変わろうとする背景（理由）について
自分の考えをもつことができる。
【思考・判断】
⑶展開
②二人の野菜作りを見た感想を発表
・農薬を使っていない。
・自分で情報を発信する工夫をしていた。
・直売所に持って行っていた。
③二人の共通点を探る
・手間がかかると言っていた。
・お客さんと直接話していた。
⇒お客さんが求める「安心・安全」に答えている。
④手間・ひまを掛けて作る理由を探る。
・市場より高く売れる。よく売れる。
・自信を持って売っている。
・安いからよいとは限らない。
⇒高くても、よいものが買えるのがよい。
視聴覚教育

る。番組がそういう要素を持っているか、授
業者がそれを生かした授業を作れるかが大切。
⑵番組活用の今日的意義
・番組利用は知識・理解や思考・判断と、関心・
意欲・態度を統合的に育むことができる。

①番組視聴（15分）
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持っている多様な考えを引き出すことができ

2010.10

・さまざまな背景を有する子どもたちが学びに
魅力を感じることができる。
⑶ＮＨＫデジタル教材
・ちょうどよい情報量で良質であり、学習の効
率化を図れる。
⇒これからの利用促進への研究や組織を
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一般・OB

１、易しいデジタル講座─電子黒板の利用からハイビジョンテレビまで─
２、高野山からのメッセージ─曼荼羅の世界からの贈りもの─
講 師
聞き手
記 録

１

全国大会報告

太田
野村
栗田

泉（日本視聴覚教具連合会）
清（放友会）
瑞子（放友会）

易しいデジタル講座

⑴道具としての電子黒板
電子黒板を「思いを伝える力を支援する」とい

東山 泰清（高野山蓮花院大僧正）
統括者 神山 充晴

２

高野山からのメッセージ
この会場に参りまして、電子黒板に映し出され

た美しい曼荼羅を見た時、その意味がわかました。

うテーマで作っている。電子黒板の４つの特徴と

これからは私たちも講話の一つの方法として電子

して、

黒板を取り入れていきたいと思います。

①拡大して提示することができる

○曼荼羅について

②ワンタッチできる

⑴言葉･行動を超えた境地を目指す密教には、言葉

③板書ができる

によらない「経典」があり、それが曼荼羅でありま

④保存・再生ができる

す。仏法の真理をイメージとして表現したものです。

電子黒板はキーボードもマウスも触らないので、

⑵マンダラと言う梵語の音写で「本質を有するも

下を向いていなくてすみ、全体の子どもたちの様

の」という意味であり、宇宙観の図像化で、仏や

子がわかり、パソコンが苦手だが指導力のある年

菩薩が組織的に配置され描かれています。曼荼羅

配の先生方にも気軽に使うことができる。

には金剛界曼荼羅と胎蔵界曼荼羅があります。

⑵今後の展開
電子黒板が導入された全国の学校の１年後には、

曼荼羅が日本に渡り壁に掛けられるようになりま
したが、チベットでは砂や粘土で描かれ儀式が終

①子どもたちの発表能力の向上②課題を話し合う

わるとその場で消してしまいます。曼荼羅の中心

回数の向上③問題に向き合う熱意の向上④学び合

に赤い色で大日如来が描かれていますが宗教的な

いのスタイルの定着等の変化が考えられる。

ものには必ず赤い色が入っています。高野山根本

文科省では新しい指導要領の中で、生きる力の
習得のために活用型、探求型、習得型と３つを出

大塔の赤、仏像の背後の炎（赤）
、本堂の赤い絨毯
など仏教において赤い色は一番大切な色なのです。

しているが、電子黒板は活用型の表現力、思考力、

また、五という数字は仏教の中ではすべての中

判断力というところにメリットがあると考えている。

心であり、自然界の５原則を表しています。地球

電子黒板が導入されてパソコン時代にはなかっ

上の人類が皮膚の色や目の色が異なっていても共

た変容が起こり、子どもたちが大きな画面の前に
集まって話し合うようになった。電子黒板は、生

通しているのは５本の手の指と５本の足の指です。
私も僧侶という立場で世の中を正しい方向へ導く

徒同士が考えるための「思考のプラットフォーム」

という使命があります。これからも真理を求め、明

になるのが目標である。

るい社会を作るために努力していきたいと思います。
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