第16回 視聴覚教育総合全国大会
第63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２日（木）・３日（金）の両日、第16回視聴覚教育総合全国大会並びに第63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。１日目のテーマ別研究交流会（11会場）
、
２日目の団体別研究（５会場）において、全国各地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、２日間で延べ1,096名の方々の参加により盛大に行われた。ここでは、両日の様子を写真で紹
介するとともに、テーマ別研究交流会、団体別研究、シンポジウムについて報告する。
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第１日目（８月２日 木 ）
：テーマ別研究交流会
大会第１日目は午後からの開始によりテーマ別研究交流会を実施した。今回の分科会は、ICT・電子黒板・
豊かな表現力・生きる力・メディアコミュニティ・校内放送・デジタル教科書など、11のテーマからなり、各
参加者が希望する課題・テーマとなる分科会を選んで参加することができた。

■テーマ別研究交流会

❻情報活用について考える

❶ICTを活用した授業づくり

❼ICTが生きる放送番組の活用

❷電子黒板等を活用した授業改善

❽校内放送を通した自己表現力の育成

❸豊かな表現力を育てる放送番組

❾特別支援教育を求めている子どもたちのために

❹生きる力を育む放送番組活用

デジタル教科書の活用

❺明日に活かすメディア・コミュニティを考える

「エリート」を育てるということ

第１分科会

ICTを活用した授業づくり

第２分科会

電子黒板等を活用した授業改善

第４分科会

生きる力を育む放送番組活用

第５分科会

明日に活かす
メディア・コミュニティを考える

第６分科会

情報活用について考える

第11分科会

「エリート」を育てるということ
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第２日目（８月３日 金 ）
：団体別研究（功労者表彰）
、開会行事、シンポジウム
第２日目は、午前中に５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
■団体別研究
◇学視連…………………………… 「校務の情報化の推進─校務LANの活用と課題─」
◇全視連／公立視聴覚センター… 「デジタル化への展望─視聴覚ライブラリーのネクストステージ─」
◇全視連／公立視聴覚センター… 「地域力を培う特色あるメディア活用」
◇全高メディア協………………… 「放送番組や視聴覚教材を活用した授業実践」
◇全放連…………………………… 「放送番組のよさを活かした保育・授業づくり」

学視連

全視連／センター

「校務の情報化の推進─校務LANの活用と課題─」

全高メディア協

全放連

「放送番組や視聴覚教材を活用した授業実践」
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◉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、主催者として井上孝美視聴覚
教育総合全国大会連絡協議会会長、掛川治男ＮＨＫ制作局長が挨拶を行い、その後、合田隆史文部科学
省生涯学習政策局長の代読による文部科学大臣祝辞をいただいた。

井上孝美視聴覚連絡協議会会長

掛川治男ＮＨＫ制作局長

合田隆史文部科学省生涯学習政策局長

◉功労者表彰・ＮＨＫプレゼンテーション・シンポジウム
その後、功労者表彰者の紹介、ＮＨＫプレゼンテーションに続き開催されたシンポジウムでは、大会テ
ーマを中心に今大会を振り返ることにより、これまでの合同大会の成果や課題、今後の研究のあり方につ
いて話し合った。東北学院大学の稲垣忠准教授をコーディネーターに、参加者からのアンケート「つぶや
きカード」やツイッターなどの新しい試みも交え、今後の視聴覚教育及び放送教育の可能性について探った。

開会式（主催者）

開会式（来賓）

ＮＨＫプレゼンテーション

シンポジウム
視聴覚教育
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◉視聴覚教材・機材等展示研究会「第48回教育の近代化展」
視聴覚教材・機材等展示研究会として「第48回教育の近代化展」が15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。大会２日目の終了時に毎年恒例となっている
視聴覚教材・機材があたる抽選会が実施され、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

多くの視聴覚教材・機材がプレゼントされた

◉来年度（平成25年度）全国大会

来年度（平成25年度）の全国大会は、
平成25年10月25日（金）
・26日（土）の
両日、北海道旭川市内の幼・小・中・高等
学校他で、第17回視聴覚教育総合全国大
会・第64回放送教育研究会全国大会が開
催されることとなり、開催地の大会実行委
員長・鐘ヶ江義道氏が挨拶をした。

第17回

視聴覚教育総合全国大会

第64回

放送教育研究会全国大会

合同大会
（北海道大会）

■大会テーマ
「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」
■期

日

平成25年10月25日（金）・26日（土）
■問い合わせ
〒070-0036 北海道旭川市６条通５丁目
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全国大会報告

テーマ別研究交流会①

テーマ
講
制
提
司
運
記

■
作
案
会

ICTを活用した授業づくり
師
者
者
者
営
録

稲垣
忠（東北学院大学）
宇治橋祐之（ＮＨＫ青少年・教育番組部） 梅田
山内 彰一（名古屋市立宝小学校）
福士
井部 良一（川崎市立はるひ野小学校）
吉田 圭一（横浜市立東汲沢小学校）
東郷 拓巳（東京都墨田区立第一寺島小学校）

亜矢（ＮＨＫエデュケーショナル語学部）
晶知（北海道岩見沢市立美園小学校）

１．実践発表者

ョンの時間との関係で、番組をどの程度取り入れ

⑴山内彰一先生

ていくかである。ICT機器の活用は、ワイヤレス

『ICTを活用することにより、気付きが広がり、

環境の整備によって、児童一人ひとりに目が届き、

深まる理科学習』と題し、実践を児童の様子と併

学習の記録も取り易くなる。授業のバリエーショ

せ紹介。第４学年の理科「季節と植物」では、三

ンが広がり、学習効果も期待される。

つのICTを活用した。「ＮＨＫデジタル教材」は、

２．ワークショップ

時間を短縮し、季節を超えて植物の様子を視聴す

発表内容を受け、各座席のＡ〜Ｆグループに分

ることで、課題を把握し、見通しをもつことにつ

かれ、学年や教科・単元を設定。ＮＨＫのホーム

ながった。「書画カメラ」は、植物の様子をプロ

ページの番組を視聴し、相談をしながらICTを活

ジェクターで黒板に投影した。より細かくさまざ

用した仮想授業を設定し、分科会内でグループご

まな視点で多くのことを気付き観察できた。「デ

とに発表し合った。

ジタルカメラ」によって撮影した植物の写真に直

３．指導・講評

接気付いた事柄を書き込み、観察記録カードに使

提案者の発表については、ＮＨＫの方々から、

用した。一枚のシートにまとめ、時系列で観察の

授業の様子を基に制作者側の意図等を説明頂き、

推移を確認し、児童同士で観察を参考にできる。

稲垣忠先生からは、提案者の発表と、ワークショ

季節と気温の関係について児童に気付かせること

ップの発表を受けて、指導・講評を頂いた。

ができた。その後の取り組みとして、２年生の生

ICTのために授業をしているのではなく、基本

活科『大きくなあれ』の植物の育成で、上記の

的な授業の作り方に絡めて活用する必要がある。

ICTの活用の効果を基に児童同士で気付きを伝え

ICTの活用の利点は、調べ学習では、個で行う

合うことができた。

学習を、全体で共有することができる。また、日々

⑵福士晶知先生

の記録を取って、振り返ることができる。機器活

『大型テレビを使って国際理解を深める外国語

用と、番組等の映像で見る部分、両方を生かして、

活動─第６学年・学校放送番組「プレキソ英語」

授業づくりをしていく必要がある。デジタルテレ

を活用した授業実践─』と題して実践の紹介。

ビや電子黒板は、一斉授業の中で授業者中心にな

児童の実態に即して、外国・異文化への興味・
関心を高めることを目的に計画を立てた。
『数を数えたり、数字を作ったりしよう。』の学
習で、大型テレビにて、
「プレキソ英語」の番組と、

り易い。しかし、タブレット等の活用によって、
学習者が中心となった授業もICT環境の中で展開
していくことができる。その両者の兼ね合いがこ
れからの必要な取り組みの一つである。

電子教材を活用した。番組は、全部が英語で、海
外でのインタビュー、アニメーション、ある学校
での児童の様子も紹介されている。電子教材はワ
ークシートやクイズやゲームがあり、意欲を高め
ることができ、学習効果が上げられた。
課題は、日本語と英語の割合やコミュニケーシ
視聴覚教育
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テーマ別研究交流会②

テーマ
講
提
司
記

■
案
会

電子黒板等を利用した授業改善
師
者
者
録

村井万寿夫（石川星稜大学）
田原健之介（大阪市立南港緑小学校）
林
楠本
誠（三重県松阪市立三雲中学校）
秋田 克己（東京都日野市立日野第二小学校）
久保賢太郎（東京都中野区立北原小学校）

一真（名古屋市立天白小学校）

１．発表概要

無線LAN、電子黒板、実物投影機、教師用パソ

⑴田原健之介先生

コンなどが整備されている。それらを活用した実

本校では、電子黒板を理科室に設置し、日々の

践を通して、全体への発問、指示、説明が容易に

授業に活用している。電子黒板を活用することで、

なるという効果が見られた。また、資料や教材を

デジタル教材や映像などを見せることができるよ

簡単に、素早く提示することができ、時間短縮に

うになり、授業に対する児童の興味・関心が高ま

つながった。さらに、指し示す、書き込む、拡大

った。また、実物投影機を使い実験方法などの説

する、マスキングを行うことで、生徒の視点を焦

明をすることで、説明時間の短縮につながり、児

点化することができた。これらの成果は、恊働学

童の学習活動時間が増加した。理科室以外の教室

習を進める上で効果的であった。今後は、恊働学

では、デジタルテレビに実物投影機とパソコンを

習をさらに効率的に進めるために、iPadの特性を

接続し、電子黒板の代わりに活用している。また、

考えていきたい。

無線LANを使用し、教室内で複数台のパソコン

２．指導・講評

からインターネットを利用できるようにした。こ

電子黒板を使わなくても、模造紙に書いたり、

れにより、教室内で「調べる」活動と「まとめる」

スクリーンに映したりして「大きく見せる」こと

活動が同時に行えるようになり、より効果的な調

は可能であるが、電子黒板を使うことで、大きく

べ学習ができるようになった。

見せることができるだけでなく、書き込みやタッ

⑵林一真先生

チ操作、拡大、保存などが可能となる。しかし、

ICT機器の導入・普及によって、文字や絵だけ

このような機器を活用すれば即ちわかりやすい授

による発表から、画像・映像を使った発表ができ

業が実現するというわけではない。電子黒板を使

るようになった。そこで、ICT機器を活用した発

うことで、ねらいにせまれる場合もあれば、使わ

表活動を行うことで、自分の思いや考えを、相手

ない方が子どもの学びにとって効果的である場合

に伝える力が高まると考えた。発表活動の前には、

もある。つまり、「いつ、どのタイミングで、ど

映像を使う目的・意図や、自分の思いを伝えるた

のように見せるのか」をよく考え、機器の使いど

めの言葉について考えさせた。発表では、拡大機

ころを工夫することが重要である。

能やペン機能を使い、伝えたい内容を焦点化でき

子どもにとってよい授業を実現するためには、

るようにした。本実践を通して、自分の思いや考

機器が充実するだけでは不十分である。授業者で

えを伝えるために必要な映像や言葉などの情報を

ある教師自身が、常に改善への視点をもつことが

活用する能力を高めることができた。今後は、伝

より一層求められていると考える。

える力を伸ばすことで、どのようなメリットがあ
るのかをさらに検討していく必要があると考える。
⑶楠本誠先生
本校は、昨年度より文科省「学びのイノベーシ
ョン事業」、総務省「フューチャースクール推進
事業」の指定を受けており、全校生徒全員に一台
ずつiPadが貸与されている。また、各教室には、
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テーマ別研究交流会③

テーマ

■

豊かな表現力を育てる放送番組
助
発

言
表

者
者

制
司
運
記

作
会

者
者
営
録

堀田
坂井
小泉
大谷
大野
井上
上竹

博史（園田学園女子大学）
香織（東京都文京区 たんぽぽ保育園）
清人（高知県吾川郡いの町立伊野幼稚園）
聡（ＮＨＫエデュケーショナルこども幼児部）
紀子（東京都台東区立金竜幼稚園）
房子（東京都 聖霊会）
陽子（東京都中央区立月島第一幼稚園）

１．実践発表
⑴坂井香織先生
ラジオ番組「お話でてこい」の定期聴取を行い、

３．講師指導
幼児期は内言が多い。集団視聴だからこそ、そ
の内言を保育者、周りの環境、友だち等が引き出

聴取後に感じたことを話し合う場や絵に描く機会

すことができる。そして内言が集まって外言とな

を設けてきた。一年間継続して取り組んだ成果と

り、外言が活動として表現になる。そこに工夫さ

してじっくり聴ける姿勢が身につくとともに、集

れた環境や具体的な援助があって遊びの創造が繰

中して話を聞くこと、生活面での落ち着き、言葉

り返され、表現力が育まれていく。視聴聴取中に

や描画による表現意欲や楽しさの深まり、友だち

とどまらず、その前後において保育者の読み取り

とのイメージの広がりや共有、仲間関係の深まり

や幼児同士の関係性を築く援助、さらなる環境構

があげられる。継続的かつ段階を追った指導の工

成の工夫をすることが豊かな表現力を育てること

夫が成果につながったと思われる。

につながる。

⑵小泉清人先生

また、幼児は放送番組から驚きや楽しさも含め

５歳児が「ピタゴラスイッチ」を継続視聴して

た知識を受け取る。保育者の援助によって創造し

いる。「生、丸ごと、継続」を基本姿勢として、

ながら知識の内容は変化し、自分のものとなって

環境や言葉かけを工夫した結果、幼児は驚きや発

いく。この知識（情報）の再構築が重要であり、

見を遊びや生活に活かし、かかわりの少なかった

その過程が幼児の育ちでもある。

幼児とも遊ぶようになった。保育者は、視聴を通

放送番組と保育者のねらいが融合され、実践を

して幼児が興味や関心をもった事柄や主体的に広

さまざまな視点（幼児の姿、自らの考え、他の保

げ深めていこうとしている内容をしっかり見極め

育者の意見等）から見つめていくことで、保育者

られるよう、力量を高め、幼児に添った援助や評

自身に評価の基準ができてくる。意欲を高めてい

価を積み重ねていくことが大切であると考える。

く援助は、指導の評価の一視点でもある。放送番
組を通して意欲を高め、豊かな表現力を育てるこ

２．質疑・協議
保護者に対して、放送番組活用のねらいや集団

とは幼児の生きる力のいしずえを築くこと、とい
える。

視聴･聴取の意味をきちんと知らせ、理解を求め
ることが必要である。また、放送内容やその後の
活動に関心を示さない幼児には、強制はしないが
継続的に働きかけていくことが大切である。
放送番組は教材のひとつとして園の教育計画に
組み込んでいるものなので、放送番組を取り上げ
ることで他の活動に支障をきたすようなことはな
い。逆に意図を明確にもって指導することで、幼
児の創造力を豊かにし、表現する楽しさにつなげ
ることができるのではないか。
視聴覚教育
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生きる力を育む放送番組活用
師
者
者
者
録

中橋
水野
竹内
竹下
織田

雄（武蔵大学）
宗市（宮崎県都城市立高城小学校）
菊地
寛（浜松市立豊岡小学校）
慎一、工藤 俊二（ＮＨＫ青少年・教育番組部）
佳余（東京都千代田区立九段小学校）
伸一（東京都杉並区立久我山小学校）

１．発表者概要
「道徳ドキュメント」「カラフル！」

水野実践

の活動から、共感的理解を得て、コミュニケーシ
ョン力、学習態度が向上することを期待している。

今回目指す「生きる力」は、人とどうつながっ

《番組制作者から》理科では、予想外のことが起

ていくか、現実の問題にどう対処すればよいかを

きたらそれを伝えてほしい。実際にまだわかって

考え、今後の社会生活に対応する力である。

いないことも科学ではたくさんあるので、科学に

番組を視聴し、さまざまな環境や人とのふれあ

おいては、「わからない」ことも伝えてほしいと

いを通して「感じる心」を育て「自分ならどうす

考えている。

るか」を考える場を設定し相手を意識できるよう

２．指導・講評

にする。

文部科学省が提唱する生きる力を、放送教育の

授業実践では、まず番組を視聴することから始

中でどう具体化していくかについては触れられて

めた。「カラフル！」は同世代の子どもが自分の

いない。その中で、放送番組をどのような意図を

言葉で語っているので、ドキュメントの良さが伝

もって使うのか、が大切である。

わる。

評価の観点として、単元や本時の中でどのよう

視聴後、全員が感想を発表し、黒板で整理した
後にグループで話し合う形式で進めた。

な力をつけるかという目的は決まっているが、各
教科の目標を達成するための学習活動は、ワーク

話し合ったことをまとめ、今回は「続けること

シートを使ったり、グループで話し合ったりと、

の大切さ」を伝えて終わった。それぞれの意見を

多様な活動がある。目的に沿って、放送教材をど

大切にし、お互いのことを認めていってほしい。

のような場面で、どのような意図を持って使うか

《番組制作者から》このように授業で使ってもら
えると、番組を作った甲斐がある。番組は、答え

を検討することが大切である。
学習指導要領の総則で、「思考・判断・表現」

を伝えるのではなく、視聴して、何かを感じ取っ

という文言がある。基礎的基本的な知識・技能の

てほしいという願いで作っている。

習得も大切であるが、その上で、思考・判断・表

菊地実践

「ふしぎがいっぱい」「スマイル！」

「ふしぎがいっぱい」では、理科への興味関心
を高め、生活科から理科への橋渡しをしたい。

現といった活用する力もつけようというのが、新
学習指導要領の強調点である。しかし、実際に基
礎的な知識を確実に習得させるためには、思考さ

授業実践では、導入時に課題意識と見通しを持

せる場面が必要である。では、どこで基礎・基本

たせ、展開で探究心を高め、実験の際にどうした

と思考・判断・表現がつながっていくのか。その部

らいいかを自分で考えられるようにしている。

分を意識して、放送教材を活用していただきたい。

実体験がないと番組だけではわからないことも
多い。そのために放送番組の視聴を通して「課題
をもつ」「研究方法を知り、見通しをもつ」「ポイ
ントを絞って観察を行えるようにする」といった、
体験をする時に必要な力をつけるようにしている。
「スマイル！」は学級活動や朝の会などで２週
間に一度、継続視聴し、出演する等身大の子ども
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テーマ

■

明日に活かすメディア・コミュニティを考える

助 言 者
司 会 者
コメンテーター
ゲストコメンテーター

妹尾
剛（放送大学学園学習センター）
照井
始（全国視聴覚教育連盟）
廣瀬
修（富山県民生涯学習カレッジ映像センター）
安東 幹雄（大分市情報学習センター）
久慈
孝（岩手県教育委員会）
石塚公美子（前盛岡教育事務所管内教育振興協議会）

１．発表概要

動を行った。被災当時は、情報飢餓的状況にあっ

⑴富山県映像センター

たが、FM放送等の情報発信により、少しずつ改

富山県映像センターは、〈映像を学ぶ〉、〈映像

善された。地域での暮らし、商店街の活性化をめ

をいかす〉、〈映像を作る〉、〈映像を集める〉の４

ざし、「素敵な町の映画会」なども開催され、地

テーマのもと、「交流、学習、資料、研究」のセ

域の人々の心の結びつきや小さなコミュニティー

ンター機能を生かして、生涯学習活動の支援など、

づくりに役に立った。地域AVLでは、思い出の

積極的に事業を推進している。多くの事業の中で、

８ミリフィルムを残したいとの市民の要望を受け

迫力ある映像に親しんだり、家族で楽しむ映画会、

てDVDを作る活動も進めている。

ふるさと富山の映像文化に触れる機会等を支援し

２．意見交換

ている。

郷土教材のデジタル化やインターネットによる

センターが保有する映像教材は映像を活用しよ

動画配信、メディアボランティアの育成と活動実

うとする県民の学習ニーズは高い。また、郷土教

践等について質疑応答や意見交換を行った。

材をデジタル化することで、気軽にインターネッ

３．指導助言

ト視聴も可能となり、県民の文化・学習活動を支

妹尾室長より、一人ひとりの学びを支援するこ

え、一人ひとりが生涯を通じて学べるよう支援を

とと、その学びを広げる支援が重要である。

推進している。

・映像に特化して、多面的事業の魅力と豊かな自

⑵大分市情報学習センター
大分市情報学習センターは、ICTボランティア
育成、生涯学習の各種情報をポータルサイトで提
供するシステム構築など、「学習情報で人と人と
をつないでいく」役割の一層の充実を図っている。
市民の学習ニーズに応える事業として、「ＩＴ
ボランティア

Ｉの手」による「知の循環」の支

然を映像に収める素晴らしさがある。
・
『Ｉの手』という素敵なネーミングと情報弱者
に対する支援の厚みを感じる。
・地域リーダーの育成支援と郷土の記録のアーカ
イブ化は見事である。
・地域での特色あるメディア活用の一層の可能性
とメディア施設のNext Stageが見える。

援を行っている。市民の情報リテラシーや情報モ

全国都道府県にある放送大学学園の学習センタ

ラルの向上等を目的に、ICTボランティア育成事

ーもメディア・コミニュティの形成や生涯学習で

業を立ち上げ、支援活動を行っている。また、地

の「支援システム」の役割を担いたい。

域の伝統や文化、観光、地域・自然や暮らし関す
る自作教材等も配信している。
学びで得た知識を還元していく「学びの循環」
で豊かな生活をめざす「生涯学習のサイクル」や
市民のニーズに対応した学習支援を行っている。
⑵被災地岩手県からは、
被災地宮古市で「宮古災害FM」が被災10日後
にスタート。行政情報や水や医療等の情報提供活
視聴覚教育
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情報活用について考える
師
者
者
者
営
録

寺嶋
田中
藤森
松川
横山
市倉

浩介（長崎大学）
孝志（東京都品川区立戸越台中学校） 天田 和男（山口県岩国市立御庄小学校）
康江（ＮＨＫ青少年・教育番組部）
厚雄（東京都杉並区立天沼小学校）
亮一（千葉市立小谷小学校）
茂雄（東京都西多摩郡日の出町立大久野中学校）

１．発表者の概要

２．グループ協議

⑴田中孝志先生

２つの提案を受け、５〜８人程度でグループ協

「中学生をとりまくネットワーク社会の現状と

議を行った。以下、一部を紹介する。

情報モラル教育」というテーマで発表を行った。

・情報活用の素地をどう育成するかが課題と感じ

教員はネット世界に深く入り込む時間的余裕が

た。相手を明確にした指導が必要ではないか。

ない、また、ネット世界で起きていることを教員

・視聴覚教材を授業の一部分でいかに効果的に使

が知らないことには、生徒に指導ができないので、
定期的に専門家から端的に教えてもらう必要があ
り、その観点で都中視研は研修を行っている。
最近の話題としては、以下のものがある。

うかが難しい。事前に内容を確認する時間の確
保が難しい。
３．指導・講評
教科に明確に位置づけた情報教育を行っていく

「学校裏サイト」→裏サイトチェッカーで調べ

ことが求められている。そのため、短期には組織

ても見つからないことが多い。SNS（ソーシャル・

的対応、長期には子どもへの教育が必要となって

ネットワーキング・サービス）で展開されている

くる。各教育委員会のサイトでは情報モラル指導

ことも多い。「チェーンメール」→かつての知識

例が公開されているので、参考にしてみてほしい。

を生徒はもっているが、新しいパターンのチェー

映像でしかできない教育方法もあることを認識

ンメールが出回っている。やめる指導だけではな

してほしい。そこで「情報の文法」
（読み方、伝え

く、自分ならどうやってチェーンメールを作成す

方）を意識して指導をしていくことが大切である。

るかを考えさせる指導も必要である。
⑵天田和男先生

これからの教育は、個人・グループで意見交換
や練り上げを行い、全体で共有をし、再度検討を

「ふるさとをしょうかいしよう

─ドラマティ

していくことが求められる。そのため、授業者は

岩国─」というテーマで発表を行

従来までの一斉授業からのスタイルの変化も求め

った。児童の課題として、文章表現が単一的であ

られる。そこではアナログ教具とデジタル教具の

ること、伝えたいことが明確に伝わらないことが

使い分けが鍵になるではないか。

ックシティー

あった。

情報教育の肝は「いつ」
「どこで」
「何をするか」

そこで「ふるさとしょうかい」とし、岩国に行
きたくなるような紹介内容の作成を課題とした。
まず、イメージマップを利用し、編集・評価・
判断の基準を明確にさせた。その後、
「伝える工夫」
を見つけるために、同じ番組を２回見せることを
行った。そこで、表現技法である、アップ、ルー
ズ、スローモーション、テロップ等の工夫を見つ
けることができた。
放送番組を良いお手本として活用することで、
児童の表現力の向上を図ることができた。
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テーマ

■

ICTが生きる放送番組の活用
講
提
制
司
運
記

案
作
会

師
者
者
者
営
録

藤村
吉田
久保
岡本
小堂
桜井
杉岡

裕一（鳴門教育大学大学院）
智行（群馬県伊勢崎市立殖蓮中学校）
泰雄（京都市立西京高等学校附属中学校）
朋子（ＮＨＫ青少年・教育番組部）
十（東京都杉並区立久我山小学校）
芳雄（東京都三鷹市立第三中学校）
道夫（東京都立東高等学校）

１．実践発表

む教材をいかに腐心するかが授業の成否のカギで

「気楽にICTを取り入れるために」


あり、「心に響く」ことがあって、はじめて目指
吉田智行先生

す道徳性をはぐくむことができる。

授業を活気あるものにするため、
①可動式のワゴンにICT機器一式を乗せ、教室で
設置の手間を省く。

２．講評
日本のICT教育は世界の中で一番遅れている。

②黒板に直接投映したり、実物投影機を活用した

ICTのメディア特性は、操作が簡単で高度な内容

りと悪戦苦闘の末、NＨＫのクリップ映像の活

を共有化できること。放送番組の特性は、ストー

用に行きついた。

リーや稀少な映像を高教材性をもった編成で利用

③生徒の活動を支援：ICT活用で、視線の集中や
興味・関心を持たせることができる。
④一斉視聴での活用：教師が手順を示しながら、

できる点にある。
わかったつもりにさせず「体験」や「活動」へ
いざない確かめさせる。考える場・追求の場を奪

具体的に生徒の活動を指示できる。

わない。実験・観察と番組・デジタル教材の各特

課題は、授業で利用する教材の発見には時間が

性をいかし、授業者には、目標のシャープさ、発

かかる、一斉授業で対応しにくい学習困難な生徒

問のシャープさが教科学習には必須である。よい

への手立てには不向き、黒板には授業中の活動の

教材を手軽に提示して「楽しくわかる授業」を日

すべては記録されない、ワークシートの工夫は大

常化すべきである。その意味で、効果的ICT活用

切であることが判明した。

のプロ、いい授業のプロの両立が大切である。
欧米ではICT導入の必要性や有効性は確かめら

「道徳授業における放送番組の活用─心に響く道
徳授業─」

れている。「ねらい」に応じたメディアミックス、

久保泰雄先生

つまり体験や活動と書物や黒板、ネットやデジタ

印刷教材では、読み込みのための問いかけが授

ルカメラ等の関連付け、各教室でのデジタルテレ

業の中心となり、提示された課題を把握させ、問い

ビの活用、拡大縮小が自由なソフトの活用等が大

かけられたテーマについて、
全員が自分なりの考え

切である。

をもつよう指導するプロセスをたどることになる。
「道徳ドキュメント」は、番組中に問題点を明
確に整理し、心が動かされるシーンで、生徒と考
えたい場面では番組を一時停止させて、発問する
分断視聴の形式をとった。番組サイトでは、あら
すじや先生向け指導案、ワークシート等が充実し、
放送番組と教室をつなぐ仕掛けがよくできており、
学校の現状にあった、自分なりの授業を構築する
ことができる。
生徒の心をゆさぶり、主体的にまなぶ姿勢を生
視聴覚教育
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テーマ

■

校内放送を通した自己表現力の育成
講
生

師
徒

司
運
記

会
営
録

山下 俊文（ＮＨＫ放送研修センター）
東京都立上水高等学校・東京都立富士高等学校
晃華学園高等学校・田園調布雙葉高等学校
徳原 正枝（東京都練馬区立豊玉中学校）
高倉
誠（昭和第一学園高等学校）
川上 靖雄（東京都立つばさ総合高等学校）

１．概要

する必要はない、ということであった。

この分科会は、山下俊文アナウンサーを講師に

また、切り方で文の意味が変わること、文字列

迎え、校内放送におけるアナウンスおよび朗読の

や読点にまどわされずに意味をつかんで話す、と

指導方法について、実際の高校生の実習を交えて

いう実習も行われた。

行われた。
４．朗読指導
２．コンテスト講評
講師の自己紹介の後、早速「コンテスト風に」
自己紹介させる実習が行われた。コンテストの審

朗読は声で舞台、演者、配役、総合演出を表現
する「豊かな声の世界」であり、声で登場人物や
人間関係、会話や心情などまで表現できる。

査でも名前を述べた時点で点をつけ、それがほぼ

そのためには、間を取ること、センテンスごと

まちがいない評価だという。また、今年度のコン

にテンポを切り替えること、などの技術が求めら

テストについても、簡単な講評があった。

れる、との概説の後、朗読の実習が行われた。
朗読のポイントは、「一調二機三声」（内容をと

３．アナウンスの基本技能
冒頭、講師より、本日伝えたいこととして３点
のポイントが示された。

り、用意し、声に出す）であり、出だしの音がす
べて、文末まで整えてしまうのはよくない、とさ
れた。

①自然な声で、息をたっぷり使う
②意味をつかんで声にする
③伝える相手、話す相手を意識する

５．まとめ
豊富な実例を交え、ポイントのわかりやすい指

また、聞き取りやすい音声と話し方のポイント

導であった。参加した生徒の話し方が目に見えて

としては、しっかりした声、明瞭な発声発音、意

向上していく様子を目の当たりにでき、改めて生

味通りの自然な話し方が重要である。そのために

徒の表現力向上のための指導方法がよくわかっ

は息の出やすい姿勢（首や背筋の角度）が大事で、

た。

声を出しながら徐々にあごを上げ下げしてみると
声が変わることを確認した。
また、自分にあったトーンと身についたトーン
は異なり、自分に適した声を探すことが必要との
ことであった。
続いて生徒による実習が行われた。アナウンス
メントは日常会話のメカニズムで行うと違和感が
なく、たとえ書かれた原稿でも「話すように」読
むもの、とされた。
高いトーンから息を一気に吐くイメージで、セ
ンテンスごとに息を吐ききって読む、文末を強く
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全国大会報告

テーマ別研究交流会⑨

テーマ

■

特別支援教育を求めている子どもたちのために
講
提
制
司
記

案
作

師
者
者
会
録

市川
安井
川口
奥西
服部
吉村

裕二（東京都教育庁）
政樹（札幌市立有明小学校） 猪又
瞳（札幌市立中沼小学校）
尚人（東京都立光明特別支援学校そよ風分教室）
邦彦（ＮＨＫ青少年・教育番組部）
千草（東京都立町田の丘学園）
秀俊（東京都立北特別支援学校）

１．発表概要

イヤーやタブレットPCを持ち込んで行っている。

⑴安井政樹先生、猪又瞳先生

単元の最後にまとめとして使っている。

安井先生は、通常の小学校１年生での実践を紹

課題としては、病院内学級なので、なかなか計

介。生活面で特別な支援を必要としている児童が

画的に授業を進めることができない中で、どの番

多く、集団生活を送る上で必要な力を付けさせる

組を活用していくのかを考えるのが難しい。しか

必要があると感じ、挨拶の指導を行った。番組「ス

し、これからも楽しい授業と心に響く授業をして

マイル！」と「できたできたできた」を使った。

いきたいと考えている。

挨拶ができるようになったと思っている子ども
たちに、自分たちの挨拶の様子を撮影した映像を

２．指導・講評
⑴奥西邦彦専任ディレクター

利用して自分の姿を振り返らせ、
「スマイル！」を

子どもには、良くなったことに対しほめること

活用してポイントを再度確認し、ロールプレイを行

が大事である。番組の中でも、失敗を改善して、

った。挨拶は、聞いている人の気持ちも考えなけ

できるようになったことに対して、何度もほめる

ればいけないということも分からせることができた。

ようにしている。ほめることが次の良い行動につ

猪又先生は、小学校の特別支援学級での事例を
発表。挨拶の指導とかけっこの指導に番組「スマ
イル！」と「できたできたできた」を利用。

ながるようになると、番組では考えている。
⑵市川裕二先生
病弱教育は、実際に体験したり、観察したりで

番組の活用法として、まるごと視聴させたり、

きない入院している環境の中で勉強を進めなけれ

分割して番組を止めながらクイズ形式で活用した

ばならないため、ビデオを活用したり、パソコン

り、教科学習（国語）での言語理解に活用した。

のアーカイブを利用したりすることは重要である。

かけっこの指導では、番組の内容を説明文にし

発達障害の子どもにはソーシャルスキルの指導

て読み取らせ、その後番組を視聴。そして、言葉

では、適切な応対の仕方などの映像等のイメージ

のイメージを動作化させて、体育で実践した。「で

を活用することは大切である。しかし、視覚刺激

きたできたできた」は、児童にとって難しい言葉

は、明確であるため、イメージを固定化させてし

も出てくるが、意味を知ることができた。また、

まう危険性もある。そのためにも、番組の活用は、

イメージを伴った文章理解ができるようになり、

障害特性や発達段階などを考え、ホームページで

実際に50m走のタイムが早くなった。そして、映

適切なものを選んでいくことが重要だろう。

像から大切なことを見取り、聞き取る力がついた。
また、相手の気持ちや立場を考えられるようにな
り、得たスキルを実践できるようになった。
⑵川口尚人先生
病院内の学級で、小学部から中学部、高等部の
社会の授業での活用法の事例を発表。番組は、
「歴
史にドキリ」を利用。教室にテレビを持ち込んだ
り、ベッドサイドにポータブルのブルーレイプレ
視聴覚教育
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テーマ別研究交流会⑩

テーマ

■

デジタル教科書の活用
講
提
司
運
記

案
会

師
者
者
営
録

佐和
藤井
井上
藤沢
古谷
上川

伸明（千葉県柏市教育委員会）
智嵩（東京都目黒区立五本木小学校） 港区立小学校教育研究会視聴覚研究部会
文敏（東京都港区立高輪台小学校長）
勇夫（東京都八王子市立鹿島小学校）
尚律（東京都台東区立東泉小学校）
達也（東京都杉並区立松庵小学校）

１．発表概要

習得を確実にする分かる授業であることと、自分

①「書写指導におけるデジタル教科書の活用」

の考えを伝え、
学び合う活動を重視した授業である。



藤井智嵩先生

学び合いの基礎力は低学年のうちから段階的に

書写指導におけるデジタル教科書の活用の仕方

育てていかなければならない。学校としての計画・

について紹介。

積み重ねが大事である。ICT活用によって多様な

デジタル教科書を活用する利点は大きく分けて

学習活動を構成することが可能となり、教師は自

４つある。１つ目は書写の基本を確認することで

校の子どもたちが必要としている教育活動を創造

ある。実際の映像を目で確認できるため、ポイン

していかなければならない。

トを丁寧に説明することができる。２つ目はポイ

２．指導・講評

ントを確認することである。デジタル教科書の中

デジタル教科書の普及に伴い、教師に求められ

にはポイントを押さえる映像が入っており、文字

る力は授業デザイン力である。普通教室において

のバランスや筆の動かし方などを確認することが

ICT環境が整っていても、それを活用した授業を

できる。３つ目は児童に見本をみせること、そし

実践していないというのが現状である。それは教

て４つ目は自ら動画を見て、コツを見つけること

師自身が学生の頃にICTを使った授業を受けてい

である。学級全体で一度見本を見た後も、児童が

ないからだと考えられる。そこで授業改善にむけ

自分でパソコンを使って動画を見ることができる

て、まず教師一人ひとりの指導力を高めていく必

ようにすることで、何度も繰り返し見てコツを見

要がある。デジタル教科書を使うと、教師の自由

つけたり、イメージを頭に焼き付けてじっくり練

なタイミングで一度止めることができる。

習したり、自分のペースで学習を進めることがで
きる。

また子どもの様子を確認したり、個別に支援し
たりすることができ、さまざまな学習活動を展開

これらのことから教師の能力によらず一定水準

することができる。１時間の授業の中で、どこで

の学習を確保できることや、課題解決型の授業を

デジタルコンテンツを使うのか明確にし、子ども

展開できることが成果としてあげられる。

たちに見せるだけで終わるのではなく、互いに関

②電子黒板・デジタル教科書の導入と授業改善

わり合う学びの場を作らなければならない。



港区立小学校教育研究会視聴覚研究部会
ICTを活用した授業は各学年各教科でそれぞれ

の機能を活かすことを中心に進められてきた。デ
ジタル教科書を使った指導では、焦点化できるこ
と、教科書を中心とした展開ができること、子ど
もの考えを共有化できること、既習内容を確認で
きることといった利点がある。
しかし、デジタル教科書に頼りきってしまって
は教師の授業力向上にはならない。そこでこれか
らのICT活用で求められることは、知識・技能の
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ICTを活用した授業を実践するためには、その
土台となる指導力が絶対必要である。

視聴覚教育
放 送 教 育

全国大会報告

テーマ別研究交流会⑪

テーマ

「エリート」を育てるということ（日欧教育観の違い）

■

講
司
運
記

会

師
者
営
録

磯村
野村
河村
栗田

尚徳氏（外交評論家・元ＮＨＫキャスター）
清（放友会）
保男（放友会）
瑞子（放友会）

磯村講師は、子どもの頃やＮＨＫ時代、さらに

てから難関をくぐ

退職後はエッフェル塔下に開設されたパリ日本文

って入る優秀な人

化会館初代館長など、22年もフランス生活があり、

もいる。少数の超

日本語よりフランス語の方が楽だと言いつつ、フ

エリートを育て官

ランス文化の本質を語った。ワシントン支局長の

庁や民間に送り出

経験もあり、アメリカのことも熟知しておられる

す。卒業すれば国

中で“日本のマスコミは英米に支配されている”

家公務員試験に合

教育も戦後はアメリカ一辺倒で、幕末のころは英、

格したということ

仏、独から学ぶことが多かった。日本の教育にも

になる。その下に多くの名門校がある。ENAの

責任があると厳しかった。今回のユーロ危機も、

下で一番有名なのがエコール・ポリテクニーク（直

下落が続くドル・アメリカが、ギリシャなどを狙

訳では理工科学校）であり、軍の直属で、入学す

い撃ちした結果であると切り捨て、アメリカウォ

るなり下士官の位となり、毎月７万円の給料をも

ール街の禿鷹は世界一恐ろしいと言い切った。

らい寄宿生活で鍛えられる。フランスのリーダー

エリートという言葉は日本では禁句。しかし、

の多くが卒業しており、日産のゴーン社長やルイ・

フランス文化を語るにはエリート教育なしでは語

ヴィトンの総帥なども卒業生である。７月14日

れないと、熱が入りました。フランスと言えば自

のパリ祭にはシャンゼリゼの大通りを軍隊が２時

由・平等・博愛・人権を発信した国。その国がマ

間の行進を行うが、その先頭を切るのが理工科学

ス（大衆）でなく、エリート教育で国の指導層を

校の生徒であり、それも成績順である。

育て、成り立っていると・・・不思議に思うかも

エリートは官庁や民間で歓迎される。天下りや

しれない。日本人は結果の平等を考えているが、

天上りがあるのは日本と異なるところである。フ

フランスの平等は機会の平等であり、政治家、閣

ランスの左翼のエリートは日本好きが多く、今回

僚であれば、右派も左派も極めて困難な関門をく

の新しい閣僚も「日本人はフランス人と同じ価値

ぐり、ENAなどに入り、少数精鋭として育てら

観を共有し、同じ趣味を持ち、人権が尊重されて

れた人たちが国をリードしている。現在の内閣は

いる安全で金持ちの国」と好評である。

エリート教育を受けた男女半々の優秀な若い人が
多い。
大学共通試験では哲学的な難しい課題を論文で

（記録者注・この他、イギリス、ドイツ等欧州各
国のお話がありましたがフランスを中心に纏めさ
せていただきました。）

答え、6000人もの試験官が採点する。フランス
の高等教育機関は200程のグランゼコール（高度
な専門職養成機関）と大学である。グランゼコー
ルはいろいろ専門に分かれるが、知識と教養を重
視する。その中にまた名門がある。
ENA（エナ、フランス国立行政学院）は数多
くある名門校の頂点に立ち、博士課程のある大学
院の組織である。大学や他のグランゼコールを出
視聴覚教育
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団体別研究（学視連）

テーマ

■

校務の情報化の推進─校務LANの活用と課題─

講
師
発 表 者
コーディネーター
司 会 者
記
録

藤村
古谷
古川
後藤
関谷

裕一（鳴門教育大学大学院）
尚律（東京都台東区立東泉小学校）
和彦（学視連常任参与）
泰博（学視連事務局長）
洋平（川崎市立末長小学校）

曾木

誠（東京都杉並区立松庵小学校）

１．発表者概要

わってくる。学籍や指導の記録などの保存しなけ

①校務処理システムの概要

ればならないものについては、プリントアウトす

校務の情報化によって、職員間で情報を共有し、

る時期を決めている。データのバックアップ体制

文書作成の煩雑さを省くことができる。具体的に

だが、校内ではなくサーバーで行っている。

は、予定の確認やメールである。また、掲示板や

２．指導・講評

回覧機能がある。

現在、校務の情報化についてはAPPLICという

成績処理もできる。専科教員の入力欄もあり、

組織が全国標準化を進めている。今後、校務の情

入力した結果は、その児童の担任のデータに反映

報化をする場合は、APPLICに準拠したアプリケ

される。共有フォルダでは、教科ごとに指導案が保

ーションソフトを使う必要がある。

存され、他の教員も利用できるようになっている。
②校務処理システム導入の効果

教員一人に一台のパソコンが配置される時代に
なったが、今後は教育クラウドを活用し、安全に

名簿の作成や年間計画が一元管理することで、

データの受け渡しができるようになる。情報化を

さまざまな諸帳簿に反映されるとともに共有がで

進めることによって、校務の効率化が図られると

きるため、諸表簿作成を省略化できた。また、文

ともに、教育の質も高められなければならない。

書の回覧ができるようになったことで全員が集ま

校務の情報化の失敗の要因は、情報化のシステ

っての打ち合わせの時間が短縮されたということ、

ムの導入時や運用時の教職員の負担軽減策がない

通知表や要録の作成が容易に行えるようになった

ことである。マニュアルを用意するだけでは、教

ことなどの効果があった。打ち合わせでは、区か

職員は対応できない。ICT支援員やヘルプデスク

らの伝達事項や日程の変更などは、掲示板や回覧

を活用したり、すべての職員が研修する機会をつ

の機能を使って確認することで時間を短縮するこ

くったりすることが大切である。

とができ、児童指導や児童理解についてなどを丁
寧に行えるようになった。

また、セキュリティについて配慮しないと有効
な活用ができない。使い勝手重視でデータの持ち

通知表作成では、書き直しが簡単にできるとい

出しが可能だったり、誤操作があったりすること

う点で効果があった。ワープロが苦手な人でも、

で、データの消失や、情報漏洩の危険性が大きく

システムの導入がワープロを使わざるを得ない環

なる。教員だけでなく、情報政策課や外部専門家

境つくったので、次第に慣れてきた。

と連携して対策をとるのが望ましい。

③学校での課題
セキュリティ上、データの持ち出しができない。
リモートシステムを活用して、自宅で作業できる
が、自宅の場合はPC環境によって動作が不安定
なことがある。また、自宅の場合はパスワードの
発行・登録という手続きがあり、その作業を難し
いと感じる人もいて、学校で残業する時間が長く
なったという面もある。データの持ち出しについ
ては、持ち出す情報の質によって管理の仕方が変
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校務の情報化は導入がゴールではない。スター
トであるのでよくしていく取り組みが必要である。

視聴覚教育
放 送 教 育

全国大会報告

団体別研究（全視連・センター協）

テーマ

■

デジタル化への展望 ─視聴覚ライブラリーのネクストステージ─
助
発

言
表

者
者

司

会

者

吉田
牧
金丸
照井

広毅（常葉学園大学）
雅英（千葉県総合教育センター）
敦（埼玉県春日部市視聴覚センター）
始（全国視聴覚教育連盟）

１．発表概要

す高まっている。そして、「学びの場」として

⑴青森県総合社会教育センター

ICT活用やデジタル化をどのように「活用」して

青森県総合社会教育センター内に設置された

いくか、「確かな変化」が更に求められている。

「青森県視聴覚ライブラリー」は､ 資料映像や視

そのためには、センターにおける研究開発や調査

聴覚教材を所蔵している。自主制作した教材は、

研究、支援等の実践を捉え、成果を共有して研修

県内の各学校や社会教育施設などに配付している。

等 に お い て 教 育 関 係 者 が「 そ れ ぞ れ のNext

センター内の「インフォメーションプラザありす」

Stage」を創造できる「学びの場」の設定が必要

でも貸し出され、センター HPでも配信している。

となる。

「視聴覚教材デジタル化事業」により、県に著

２．研究協議

作権等の権利帰属している利用価値の高い16ミ

出席者からは、学校のデジタル化が進み、デジ

リフィルムをデジタル化した。デジタル化によっ

タル教材を使いやすい環境になってきたとの意見

て、長期保存が容易になり、利活用する機会が増

が多く出された。教材のデジタル化で生じる著作

えている。しかし、社会環境の変化により制作時

権処理の課題も話題となった。市教委ネットによ

に意図されたように視聴・利用されるとは限らな

る、学校のみの制限付き視聴など、著作権の帰属

い。デジタル化することで制作時の公開を前提と

されている教材のデジタル化が進んでいる現状が

しない映像の著作権処理などの問題も含んでいる。

分かった。

⑵埼玉県春日部市視聴覚センター

３．指導助言

春日部市視聴覚センターが行う映像セミナーに

助言者の吉田先生から、社会教育におけるデジ

参加した教員や市民が、受講後に映像作品をビデ

タル化への展望のキーワードは、①「教材・資料

オフェスティバルに応募するなど、市民参加の活

のデジタル・アーカイブ化」、②「地域固有の『知』

動が増えている。センターでは、市民の技術向上

の開発と保存」、③「社会教育にかかわる人材の

を図り、視聴覚教育の振興に資する事を趣旨に「ビ

育成」であること。まとめとして、①「デジタル

デオ特派員制度」を設け、映像資料の収集やビデ

化が直接、教育の質を高めるわけではない。重要

オ関連事業への協力を依頼している。記録メディ

なのは、コンテンツ、メッセージ。しかし、デジ

アがフィルムから光ディスク等へと移行する中、

タル化によって初めてできることもある。」、②「デ

映像でしか残せない貴重な情報や資料を後世に継

ジタル化の進む今こそ視聴覚教育の再考。映像の

承するために、デジタル化することが急務と考え、

教育効果、映像の教育活用の方策についての学習・

メディアコンバートを急いでいる。

研究。」等について話された。

⑶千葉県総合教育センター
千葉県総合教育センターでは、「教育の情報化
ビジョン」を受け、確かな変化やICT教育利用、
それに伴う教師の授業力の向上を目指し、リーダ
ー研修などに力点を置いている。教育へのICT活
用を進めるために、教員研修、研究開発、調査研
究や支援等を行っているセンターの役割はますま
視聴覚教育

2012.10

39

団体別研究（全視連・センター協）

テーマ

■

地域力を培う特色あるメディア活用
講
報

告

司

師
者
会

伊藤
丸山
石垣
旭山
原田

敏朗（東京情報大学）
裕輔（新潟県五泉市立大蒲原小学校）
恵（仙台市教育局）
久（栃木県総合教育センター）
成夫（北村山視聴覚教育センター）

１．特色あるメディア活用事例の概要（調査報告）
⑴日立市視聴覚センター
各学校へ出向いての映画の上映会や地域活動支
援のための機器操作出前講習会を行い地域で上映

２．研究協議
質疑では映画の選定、購入、保管方法、一般映
画等の借用、映写機の保管、点検、修繕等につい
ての質疑が多かった。

会を開催している。映像メディアセミナー、コン

研究協議ではボランティアに関することが話題

クール、映像資料の制作などを通して人材育成に

となった。会員の高齢化や若い人たちへの呼びか

努めている。

け等への対応等が中心となって話し合われた。
３．指導助言

⑵新潟県立生涯学習推進センター

指導講師の伊藤先生からは次のような助言があ

新潟県生涯学習情報提供システム「ラ・ラ・ネ

った。「地域力の育成」は現代的で大事なテーマ

ット」は登録した団体のホームページを作ることが

である。人と人とがつながりを持つためには「空

でき、情報発信の場としても利用できる。
「映画ボ

間」「時間（世代）」「人間」という３つの「間」

ランティアの会」が中心となって映画会の実施や

のつながりが必要である。地域映写会は集団で映

選定やアンケートの実施、鑑賞会等を行っている。

画を視ることを通して人と人をつなげる手段であ
る。地域メディアを制作するということは郷土を

⑶栃木県視聴覚教育連盟
自作視聴覚教材コンクールの入賞作品を地域で

再発見することであり、地域を題材として制作さ
れたメディアは完成度や芸術度は未熟であっても、

の上映会や貸し出しを行っている。宇都宮市視聴

制作すること自体が地域力の育成にとって大事な

覚ライブラリーでは「うつのみや映写ボランティ

ことである。

アの会」の会員が地域において年500回程度の映

課題の一つはサークルの高齢化が進んでいるこ

画会を開催したり、地域映写会を行っている。「う

とである。若い人へどうやってつないでいくのか。

つのみやを映す会」は現在の宇都宮を後世に残す

輪を広げていくのかそのための手段を考えていく

ための映像資料を撮影・編集している。

必要がある。
ライブラリーは地域での映写会の演出家、地域

⑷仙台市

メディアの制作、サークルのネットワークコーデ

せんだいメディアテークでは学校の図工部会と
連携しアニメーションづくりのプログラムを作成
し、研修会を実施した。近くの小学校とも連携し
各学年に対応したプログラムを作成、授業の一つ
として成立できるようにした。教材制作には大学
のゼミグループや東日本大震災に後に結成された
若者によるボランティア団体に委託することで参
加拡大を図っている。
（調査報告の詳細については、全視連のホームペ
ージを参照してください）
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テーマ

■

放送番組や視聴覚教材を活用した授業実践
実践発表
司
運
記

会
営
録

黒須 伸之（東京都立足立高等学校（定時制）
）
鈴木恵美子（群馬県立太田東高等学校）
杉岡 道夫（東京都立東高等学校）
金田
隆（東京都立武蔵高等学校）
杉岡 道夫（東京都立東高等学校）

１．実践発表

では入試問題を拡大し、考えることに集中するよ

⑴放送番組や視聴覚教材を活用した授業実践

う生徒を指導した。画面に集中して視聴する生徒

東京都立足立高等学校（定時制）主任教諭

が、机上と画面を交互に視聴する生徒より成績が

黒須

伸之（日本大学法学部非常勤講師）

向上する。画面を見て理解してからノートをとる

○はじめに

ほうが、理解や知識の定着などに効果的である。

授業へのICT機器の利用は、定時制

に異動してからである。現代社会や倫理等を担当。

ＮＨＫの教育番組やデジタル教材はパソコン上

全定両方で利用可能なICTの威力を伝えたい。

でも視聴でき便利である。
「テストの花道」のよう

○授業実践 現代社会では、教科書以上の学問に

な学習にヒントを与える番組は、生徒たちの動機

つながる教材を組み込むことに努めてきた。授業

の向上や、学習方法の意識的な工夫につながった。

開始ではBGMを用い、授業に入りやすくしている。

○学校内でのICT活用

画面に提示する内容と同様のワークシートが手元

進路指導上の課題を共有するのに役立てた。ICT

に残るよう工夫し、ノートの筆記スピードがなく

は学年や学校全体でも活用でき、その効果は高い。

とも授業内容を振り返ることができるようにした。

○仲間づくりの大切さ

興味や集中力を持続でき、完成した内容を自己点

の活用の手法を深められたが、この大会のような

検するなどの達成感を大切にする工夫をした。辞

場で、自分の実践を外に広げ、他校の実践を学び、

書を拡大した画像を利用し言葉の意味を明確にす

多くの先生方と意見を交換することも大切である。

るなど、流れがよく分かり学習者が戸惑わないよ

全国から参加された方々の感想

う、自在に授業が展開できるようにした。

○沖縄から

ICTの教材は、教科書の内容と考える素材を一

数値や文章をグラフ化し、

校内でも放送番組やICT

実践にもとづく報告、全国の方とい

っしょに学べる機会を大切にしたい。

体にし、生徒の印象に残り、学習・成長していけ

○北海道から

るように構成した。授業では黒板と画像利用を併

らこそ放送番組やICT機器が活きるということを、

用し、基本的学習を充実させた。

目の当たりにすることができた。

○まとめと課題

○全国高校メディア協議会・会長コメント

実践を振り返ると未熟な部分が

求める視点がはっきりしているか

ICT

目立つ。生徒に考えさせる部分と教師が支援する

を学校全体に波及させ学校を活性化させる実践報

部分を明確にし、生徒の成長につなげたい。

告や、全国からの多くの先生方と交流を行えまし

⑵ICT教材の効果的な活用の探求と有効性の検証

た。

群馬県立太田東高等学校教諭

鈴木恵美子（化学）

次年度、お会いすることを楽しみにしています。

○はじめに 視覚とともに得た情報は印象（記憶）
に残る。メディア教材が得意とするのは、①不可
視なモノの可視化②時間の経過による変化の明確
化③大勢への情報の一斉伝達である。
生徒の興味関心を高め、学力を確かにするため
には、
「きちんとした授業づくり」が不可欠である。
○実践事例 ICTで大画面を共有する。実験の例
示では簡潔な提示のほうが効率がよい。夏期講習
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■

放送番組のよさを活かした保育・授業づくり
─幼稚園・小学校・中学校の実践から─

指導助言
実践提案
運
記

営
録

木原
土井
細見
田端
川村

１．はじめに

俊行（大阪教育大学）
中橋
雄（武蔵大学）
沙織、林 美緒、吉福
啓（学校法人旭川宝田学園わかば幼稚園）
隆昭（兵庫県丹波市立新井小学校）大塚 泰史（鹿児島県鹿児島市立鴨池中学校）
芳恵（東京都目黒区立下目黒小学校）
憲子、織田 伸一（東京都杉並区立久我山小学校）

武蔵大学

中橋雄先生

異なる校種での実践が紹介される。放送を使う

思いを表現できることをねらいとしている。少し
難しいがクラスみんなで楽しめている。

よさには、①楽しい②関心意欲を高揚③視聴覚に

年少組では、継続視聴していくとさまざまな感

訴え分かりやすい④見られないものを見られる⑤

想がでるようになり、番組で見たことを普段の遊

ドキュメントを通して考えられる⑥ストーリーに

びに取り入れる姿も出てくる。継続することで、

感情移入できる⑦観察、実験を誤解なく確実なも

教師や友だちと共感し合う心地よさを感じていく

のにできる⑧知識、理解の定着をはかる⑨視聴者

ようである。

同士の対話をうながせる等が挙げられる。
今日は、放送教育を実際の授業にどう埋め込ん
でいくのか、前後に指導者がどう働きかけるのか

１学期は５回視聴をした。コーナーが変わるた
びに集中していることが感じられた。
４歳児年中組では『つくってあそぼ』を視聴し

をポイントにおいて一緒に見ていく。

ている。番組の視聴後に感想を出し合うことで、

２．発表概要

友だちと一緒に楽しむことができるようになった。

⑴わかば幼稚園

土井沙織先生、林美緒先生、吉

福啓先生

番組に出てくる魅力的な作品を真似して作る事後
活動まで発展することをねらいとしているが、年

放送番組は、子供の感性を刺激するとてもよい

中児には、難しかったり、作り上げて満足する前

教材である。わかば幼稚園では、放送教育は、友

にやめてしまったりする。クラス全員の視聴後の

だちや教師と一緒に視聴し、視聴後の遊びの活動

思いを達成することはなかなか難しい。

を通して、感動、共感、経験の共有ができ、幼児

５歳児年長組では『しぜんとあそぼ』を視聴し

の成長に有効な教育内容・方法であると考えてい

ている。番組視聴や事後の意見交流などを通して、

る。放送教育を利用して、幼児期のコミュニケー

友だち同士さまざまな考えがあることを認め合い、

ションの力を育て、遊びや活動が豊かになる保育

共感し合うことをねらいとしている。視聴後の意

内容・方法を考えることを課題に取り組んでいる。

見交流でも視聴を重ねるにつれて細かい部分に気

３歳児年少組では『ピタゴラスイッチ』を視聴

付いた話や鋭い意見なども出るようになる。しか

している。視聴後は感想を聞く場を作り、自分の

し、話し合いが長くなると集中を保つのが難しく
なるため、意見交流の場をどのように持つかが難
しい部分である。
（今後の取り組み）
継続して、視聴していくことは定着してきた。
日常保育と連携していることで作りたい、やりた
いと思う子が増えてきた。今後は、全体で達成で
きるかどうかが課題である。
⑵鹿児島市立鴨池中学校

大塚泰史先生

「生きる力」の育成を目指した学校放送番組の
活用番組を使う理由は、「多くの人が利用してい
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る共通のメディアだから」である。番組は、どの
年代も共通して利用している。毎日、家でも学校
でも視聴でき、「ＡとＢの関係に注目してみてみ
よう」「自分が○○だったら」といった視聴方法
を指導することで、授業で有効に活用できる。卒
業後、教科書のない生活になっても意識して視聴
することで「生きる力」を高めることができる。
今回の実践は、中学１年生の担任として、ＮＨ
Ｋ学校放送番組と、その他を使って４月から行っ
ている。利用番組は『道徳ドキュメント』『伝え
る極意』『10min.ボックス』で、理科と生活指導、

になった。さらに、総合学習の指導計画に番組活

職業ガイダンス、情報・メディア教育として活用

用を位置づけ、①問題の中から課題を発見し設定

している。

する②解決の方法や手順を考え、見通しを持って

『道徳ドキュメント』を利用している。副読本

計画を立てる③相手や目的に応じてわかりやすく

の使用には生徒の読解力の問題や、問題意識をも

まとめる等の力を、番組視聴と総合学習の相乗効

って読んでいるかどうかといった問題があるが、

果で身につけさせようとした。

番組の場合、同一画面を一斉に視聴することで情

・授業実践「第４回工夫がいっぱい！新聞づくり」

報を共有することができるという長所がある。

番組のWEBページには、指導案、ワークシート、

１学期に５回の視聴を行った。番組は、「番組

配布資料が充実しているので、それを活用してい

HPから得られるワークシートを利用」「発問は厳

る。指導案を参考にすることで、毎回、放送番組

選し、意見をまとめる時間を確保する」「意見交

の多様な活用方法を体験することができた。

換をする時間を確保する」といった方法で利用し

・実践の成果と課題

ている。また、視聴に際し、ただ見るのではなく、

放送番組を継続視聴することで、番組から情報

「視点を明確にして見る」ようにすることで、生

を得ようとする姿勢が強化された。具体的には、

徒は集中して見るようになっている。視聴時には

視聴後のワークシートに記述できる文章量が増え

必ずワークシートに、内容の確認と感想を書くこ

た。つまり、児童は目的をもって番組が視聴でき

とで、生徒の反応を確認している。その結果生徒

るようになったといえる。また、総合学習の単元

たちは、授業に限らず、日記にも視聴感想や自分

展開の中で、番組で学習したメディアリテラシー

の意見を書くようになった。今後の課題は、道徳

を活用して問題解決を行う児童が多くなってきた。

での課題をどのように焦点化するかである。
「番組の見方を指導する」「感想を書く習慣をつ

今後の課題は、
『メディアのめ』で得たメディア
リテラシーがどの場面で効果的に発揮されたかど

ける」「他の生徒の意見を知らせる」といった指

うかを児童の成果物を通して評価することである。

導で、生徒と教師を番組でつなぐことができる。

３．まとめ

「いろいろな番組を利用する」「番組ごとに見方
を変える」
「意識した視聴の習慣化を図る」ことで、
継続的に番組を利用したい。

大阪教育大学

木原俊行先生

─放送番組の「よさ」を活かした保育・授業づく
りとは─
放送番組のよさは、一様ではない。全部をみた

今後は、組織的に番組を活用できるようなまと

すのを一つの取り組みでやる必要はない。活用の

めを行い、情報発信していきたい。

多様性についても整理して、意識的に自覚して放

⑶丹波市立新井小学校

送番組をデザインしていくことが必要である。

細見隆昭先生

・番組活用のねらい
メディアリテラシーを効率的に身につけさせる
ことをねらいに『メディアのめ』を視聴すること

教材と子どもの出会いを起点とする、保育や授
業の創造と再創造（とまらないこと）の拡充と充
実が必要となってくる。
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シンポジウム
■

大会のまとめ
コーディネーター
研 究 者
実

践

記

者
録

稲垣
忠（東北学院大学）
木原 俊行（大阪教育大学）
村井万寿夫（金沢星稜大学）
草柳 譲治（川崎市立南原小学校）
田原健之介（大阪市立南港緑小学校）
佐藤
拓（川崎市立柿生小学校）

大会の成果と課題
１．コーディネーターより
２日間にわたって行われた全国大会を、それぞ
れにまとめていった。
【１日目】

【２日目】
団体別研究の中から、全放連の分科会について
の振り返りを行った。
土井先生、林先生、吉福先生は、放送番組の良
さを生かした保育・授業づくりというテーマで、

テーマ別研究交流会が11の会場に分かれて行

幼稚園における番組活用の実践について報告があ

われた。その中で、稲垣先生が指導講師をされた

った。細見先生は「メディアのめ」で身につけた

「１．ICTを活用した授業づくり」について振り

メディアリテラシーを、地域のよさを学ぶ総合学

返りをした。

習で発揮する授業実践についての報告があった。

山内先生は、ICTを活用することにより、気づ

２つの報告に共通して言えることは、いずれの実

きが広がり、深まる理科学習ということで提案さ

践もその前提として番組があり、その活用の多様

れた。学習の動機づけとしてＮＨＫデジタル教材

性にあるところである。２つの実践とも番組やデ

を活用した。観察したことを残す意味でデジタル

ジタル教材を活用しているが、それらを子どもに

カメラを活用。観察を続けることで、春や夏の植

出会わせることが起点となり、子どもがそこから

物の成長の様子の違いを知り、気づきが広がった。

多様な学びを展開していく。ここには教師や子ど

福士先生は、大型テレビを使って国際理解を深

も達の創造的な活動や学びがあり、そしてさらに

める外国語活動ということで、学校放送番組「プ

再創造していきながら、繰り返し、スパイラル的

レキソ英語」と電子黒板を取り入れた授業の実践

な実践がなされていくことに特徴がある。つまり、

を提案された。番組ホームページに用意されてい

教師自身が学び、子どもとともに学びの文化を創

る電子教材を活用、大型画面で世界の様子を知る・

造していくことになる。

見るだけではなく、実際に体験しながら子どもの
興味関心を高めていくことができた。番組を単元
レベルで、また本時レベルで考えていくことも大
切である。

２．参加者の感想や意見
本大会の新たな試みとして、参加者の生の意見
をリアルタイムに見ることができるようにと、ツ
イッターを立ち上げた。ツイートには以下の質問
や意見、要望が上げられた。
・放送教材を生かした授業設計をどのようにした
らよいか。
・ICT機器（デジタル教科書、電子黒板）を使用
して変わったことは何か。
・低学年でも使用できる放送番組を増やしてほし
い。例えば国語科で言語活動を取り入れたもの
など。
・研究発表（分科会）を２つ以上見たかったので
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すが、今後、時間帯をずらして分科会を見られ
るような工夫をしてもらえるでしょうか。
・理科の実践報告では、時間を短縮したり、とば
したりできる番組の良さが生かされていて、自
分の授業にも使っていこうと思った。
・情報モラルの話は特に考えさせられる内容で、
興味深いと感じました。自分自身の情報の扱い
はもちろん、生徒の現状について正しく知るこ
とは大切だと改めて思いました。
この時間に全ての質問に答えることは難しいが、
今後もいろいろな形で全国の意見や要望に答えて

紹介しつつ、さらに多様な活用方法を提案してい

いくことは大切である、次の大会でも継続して行

きたい。

っていくことを期待したい。

【求められる授業力】

村井先生

このことは、どの学校やどの研究会でも言える
３．登壇者より

ことであるが、何といっても「わかる授業ができ

コーディネーターの柱立てに従って、それぞれ
が意見を述べられた。
【今後の情報化の進展について】

る」ことである。そのためには、計画─実行─評
価といった授業設計をしっかり行っていくことが

稲垣先生

必要になる。その上でICT機器をどう効果的に活

2011年４月に出された情報化ビジョンに従っ

用していくのか、その効果予測をしながら実践し

て、各学校におけるハード面での情報化が進んで
いく。情報環境が変化する中で考えていかなくて
はいけないことは、次の２点である。

ていくことが大切になってくる。
【求められる教師像】
この大会に参加して、いろいろな報告を聞いて

・一斉授業においてのICT活用はどうあるべきな
のか。（主体は教師中心であろう）

感じたことだが、どの教師も新たなICT機器や教
材を積極的に活用していこうというチャレンジ精

・個別学習においてのICT活用はどうあるべきな

神に溢れていた。このような自ら学び、また学び

のか。（主体は子ども中心であろう）

続けようとする教師像こそが、これから求められ

また、より情報活用能力に着目した実践が大切

る教師像であると考える。

になってくることも考えられる。
【現場のICT機器への展望】

放送教育は、新しい教材（番組）との出会いか
田原先生

地域によってICT環境はさまざまである。また、

ら実践がはじまる。毎年のように新番組が制作さ
れ、その活用方法を模索していくことが必要にな

学校内における機器に対する考え方や、教師の温

る。視聴覚教育は、新しいICT環境との出会いか

度差もさまざまである。一方でICT機器を積極的

ら実践がはじまる。情報機器は日々進化を遂げ、

に普及させていくとともに、一方でそれらを活用

それらを効果的に活用していくことが必要になる。

した研究を充実させていくことが求められる。

いずれにしても、教師は専門職としての高度な知

【番組活用の展望】

草柳先生

学校放送番組は、全国どの地域でも「スイッチ

識が求められ、そのための新たな学びが展開され
るであろう。

オン」で見ることができる。これは大きな特性で

大会テーマ「ネットワーク社会におけるメディ

あり、また公共性がある。番組は学習指導要領に

アとユーマンコミュニケーション」にあるように、

基づいて作られていて、信頼できる情報が提供さ

今後、この全国大会がネットワーク社会にふさわ

れている。最近ではさまざまな教科・領域の番組

しい研究会になるよう、放送教育、視聴覚教育に

があり、それらを活用する教師の多様化も進んで

携わる人々が知恵を出し合って、大会のデザイン

きている。全放連では、全国のさまざまな実践を

を考えていってほしいと思う。
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