平成25年度

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）
報告
去る10月25日（金）・26日（土）の両日、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）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─放送教育・ICT活用教育が拓く学びの創造─」をテーマに、旭川市大雪クリスタルホールを主会場に
開催された。１日目は市内７会場で公開保育・授業およびテーマ別研究交流を実施。２日目は大雪クリス
タルホールにおいて団体別研究や、開会行事・表彰式・ＮＨＫプレゼンテーション・スペシャルトークな
どを内容とする合同全体会を実施した。２日間で延べ1,164名の参加を得て盛大に行われた本大会では、
全国からさまざまな優れた実践はもちろん、旭川市内の特色ある実践も多く公開・発表され、参加者はそ
の成果をそれぞれ地元へ持ち帰った。ここでは２日間の様子を写真で紹介するとともに、テーマ別研究交
流、団体別研究、スペシャルトークなどを中心に報告する。
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１日目（10月25日金）：公開保育・授業／テーマ別研究交流
大会１日目は公開保育・授業の後、テーマ別研究交流を実施した。放送番組活用、ICTを活用した授業づ
くり、特別支援、生涯学習メディアなど10のテーマからなる分科会を旭川市内の各公開保育園・公開授業校
など７会場にて実施した。

■テーマ別研究交流

第２分科会

生きる力を育む放送番組活用（小）

①健やかな心を育てる放送番組活用（幼・保）
②生きる力を育む放送番組活用（小）
③豊かな表現力を育てる放送番組活用（小）
④ICTを活用した授業づくり（小）
⑤特別支援教育を求めている子どもたちのために（小）
⑥生きる力を育む放送番組活用（中）
⑦ICTを活用した授業づくり（中）
⑧ICTを活用した授業づくり（高）
⑨地域に根ざした市民のための生涯学習メディアの
活用（生涯学習）
⑩自分史をどう書くか
─ドキュメンタリー作家の仕事から─（一般・OB）

第４分科会

ICTを活用した授業づくり（小）

第８分科会

ICTを活用した授業づくり（高）

第９分科会

地域に根ざした市民のための
生涯学習メディアの活用（生涯学習）

第10分科会

自分史をどう書くか（一般・OB）
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２日目（10月26日土）
：団体別研究、開会行事・功労者表彰、
ＮＨＫプレゼンテーション、スペシャルトーク
◉団体別研究
２日目は、旭川市大雪クリスタルホールにおいて、午前中４会場で団体別研究が行われた。各団体はそれ
ぞれ急速な情報化の進展に伴う新たな課題への対応や、ICTの利活用などを課題・テーマとして発表や協議
を行い、講師からの適切な助言・指導を受け、実りある研究となった。
日本学校視聴覚教育連盟
「校務の情報化の推進─校務LANの活用と課題─」

全国高等学校メディア教育研究協議会
「放送番組や視聴覚教材を活用した授業実践」

全国視聴覚教育連盟／全国公立視聴覚センター連絡協議会
「生涯学習機会の充実と映像メディアサービス」

全国放送教育研究会連盟
「放送番組のよさを活かした保育・授業づくり」

■団体別研究
◇日本学校視聴覚教育連盟………………………………「校務の情報化の推進─校務LANの活用と課題─」
◇全国視聴覚教育連盟／
…………………「生涯学習機会の充実と映像メディアサービス」
全国公立視聴覚センター連絡協議会
◇全国高等学校メディア教育研究協議会………………「放送番組や視聴覚教材を活用した授業実践」
◇全国放送教育研究会連盟………………………………「放送番組のよさを活かした保育・授業づくり」
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◉開会行事・功労者表彰
午後の合同全体会は、最初に開会行事が行われ、守屋一幸全国放送教育研究会連盟副理事長、鐘ヶ江義
道北海道大会実行委員長、那須敦志ＮＨＫ旭川放送局長の主催者挨拶の後、文部科学省生涯学習政策局情
報教育課の西條英吾課長補佐、立川宏北海道教育委員会教育長、小池語朗旭川市教育委員会教育長からご
祝辞をいただいた。その後、放送教育・視聴覚教育の各団体の功労者表彰が執り行われた。

守屋一幸全国放送教育研究会連盟副理事長

全国放送教育研究会連盟表彰者

鐘ヶ江義道北海道大会実行委員長

西條英吾文部科学省生涯学習政策局情報
教育課課長補佐

日本学校視聴覚教育連盟表彰者

◉ＮＨＫプレゼンテーション

全国視聴覚教育連盟表彰者

来年の学校放送番組や学校向けWebサービスであるＮＨＫ for
Schoolの説明を行うＮＨＫプレゼンテーション
坂井律子ＮＨＫ青少年・教育番組部専任部長
視聴覚教育
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◉スペシャルトーク「大河ドラマと女優

松坂慶子」

「大河ドラマ」の７作品に出演の「日本を代表する大河の女優」松坂慶子さんとスペシャルドラマ「坂
の上の雲」の総指揮にあたるなど、数々のドラマ演出を手掛けたＮＨＫエンタープライズのエグゼクティ
ブ・プロデューサーの西村与志木さんのスペシャルトーク。
出演された「大河ドラマ」の７作品の映像を見ながら、また、その役柄をどのような思いをもって演じ
てきたのかなど、その時のエピソードを交え語っていただき、女優として大きく成長し、次のステップに
いく姿をうかがうことができた。
参会者からの「後輩の指導について」の質問に、
「指導はできないが、若い女優さんと仕事をしていると、
一生懸命やっていて、逆に学ぶことがあって面白い」と答えるなど、人間味溢れる人柄に触れることがで
きた。

◉教材教具展示研究
出展17社により開催された視聴覚教材・教具の展示会。
豪華機材・教材の抽選会も行われた。
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公開保育・授業紹介
◦ わかば幼稚園 125名
わかば幼稚園では、３・４・５歳各２
クラス合計６クラスの全学級が公開保育
を行った。３歳児は「ピタゴラスイッチ」、
４歳児は「ノージーのひらめき工房」、
５歳児は「しぜんとあそぼ」のテレビ視
聴を通し、視聴中も含め事前・事後の保
育が展開された。どの学級の子どもたち
も目を輝かせて視聴し、視聴後も幼児の
主体的で意欲的な遊びが展開され、きめ
細かい日頃の指導の成果と幼児の健やか
な心の育成を垣間見ることができた。特
に年長組は、地域に密着した「サケ」の
番組の視聴を通し、遡上したサケの姿を
見て一人一人が命を感じている発言が聞
かれた。
長年培ってきた園の放送教育に対する考えが日

頃の保育に生かされ、幼児の成長を促す大変有意
義な公開保育だった。

◦ 新富小学校 103名
旭川市立新富小学校では、３クラスで
公開授業を行った。２年１組（長谷川静
子先生）では、「ざわざわ森のがんこち
ゃん」を活用した道徳の授業を行った。
番組視聴後に出てきた児童の感想から、
道徳の内容項目を定めて話し合っていく
授業を展開した。
３年１組（宮腰唯導先生）では、豊岡
小学校からの持ち込み授業で「知っトク
地図帳」を活用した社会科の授業を行っ
た。番組中のお店と地域にあるお店を比
較して共通点を見つける中、働く人々の
工夫に迫る授業を展開した。
６年２組（広瀬史雄先生）では、「道
徳ドキュメント」を活用した総合的な学習の授業

て児童の心をゆさぶり、課題に対して新たな視点

を行った。番組視聴ともう一つの映像資料を通し

で探究を深めていく授業を行った。
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◦ 愛宕東小学校 146名
遠く東に雄大な大雪山連峰を望み、新興住宅地に
囲まれた校舎。子どもたちの明るく元気な挨拶が絶
えない小学校にて、２つの公開授業が行われた。
愛宕東そよかぜ学級の、
「スマイル！」を活用し
た自立活動では、番組視聴を通して、言葉には友だ
ちを励まし勇気付ける力があることに気付き、視聴
後の活動（ＰＫ戦）で実際に「言われてうれしい言
葉」をかけ合い、
そのよさに共感し合う姿が見られた。
「おはなしのくにクラシック」を活用した授業は、

愛宕東小学校の授業

５・６年（東川第二小学校）の複式学級で行われた。
番組が、教科書を補完する役割を果たし、日本の伝
統文化について問題解決学習を進めるうえで有効で
あった。視聴後に自分の考えを文章に表現し、それ
を基に友だちと情報交換をしながら生き生きと学習
を進める姿が見られた。
東川第二小学校の授業

◦ 陵雲小学校 66名
本授業は６年の総合的な学習の時間「えがこう！
〜未来の旭川〜」の単元で、子どもたちがグループ
に分かれ、タブレットPCを持って町に出て、さま
ざまな方へのインタビューを録画する。それを学校
に戻ってWi-fiを活用し、お互いに見直し、自分た
ちの発表に活用できるか吟味するという興味深い活
動であった。
協議会では、授業者からICT活用が子どもたちの
意欲喚起に効果的であったことが報告された。
参会者からはICT活用の効果や指導時間の長さの
課題、情報共有化についての考え方などの質問が活
発に出され、有意義であった。講師の高橋純先生（富
山大学）からは「良質の限られた情報の方が頭を使
う」「過去の視聴覚教育の成果を失ってはいけない」
など、多くの示唆に富んだ助言をいただいた。
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◦ 旭川中学校 159名
１年社会は、『アフリカの人々の
暮らしとその変化』。あらかじめ観
点を与えてから「10min.ボックス」
「高校講座」を部分視聴させ、生徒
の考えを引き出すきっかけにした。
３ 年 理 科 は、『 緯 度 に よ る 太 陽
の 日 周 運 動 の 変 化 』。「10min.ボ ッ
クス」「DVD日周運動と太陽」を見
せ、自分が見上げたら、と身近なこ
とから考え予想していく。iPad®を
有効に用い再視聴しながら地球儀
で調べた。ベトナムやアラスカでの
自作ビデオで実感を新たにしてまと
めた。

生きる力を育む放送番組活用

研究発表は、３年理科「化学変化とイオン」。

を重視した場面を教師が明確にする。今後は知識・

教科の指導目標を達成するための効果的方法を考

理解より思考・判断・表現を大切にした番組も必

えて「10min.ボックス」を部分視聴させる。思考

要である。

◦ 旭川実業高等学校 35名
公開授業
１年コミュニケーション英語Ⅰ
目標
文構造と音声（区切り・リズム・アクセント）
の関係を理解し、構造や文意に即して音読する。
ICTの利用
音声分析ソフトPraat®を使用し、音読した文の
区切りやリズム・アクセントを可視化し、模範の
音読と自分の音読を比較することで、より明確に
改善点を把握する。
授業展開概要
（１）前時までのふりかえり（英語本文のコーラ
スリーディング）
（２）本時の課題の提示
（３）音 声分析ソフトPraat®を使用し、区切りや
リズム・アクセントの観点から、模範と生

徒の音声を比較し注意点を確認
（４）生徒自ら音声分析ソフトPraat®を使用し、自
分の音読と模範の音読の違いを確認しなが
ら音読訓練
（５）リズムと区切りに注意して、リーディング
（（３）〜（５）をいくつかの文で繰り返す）
（６）次時の予告
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テーマ別研究交流・団体別研究報告
テーマ別研究交流
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第１分科会

健やかな心を育てる放送番組活用（幼稚園・保育所）
堀田 博史（園田学園女子大学）
槇
さよ 土井 沙織 吉福
啓 青木 里美 林
美緒
太田 知美 石井 英華 高田実希子 大黒ちひろ 山根 実紗
菅野麻奈美（北海道旭川市わかば幼稚園）
冨津田 香（山口県岩国市岩国東幼稚園） 西村 美保（奈良県葛城市立磐城小学校附属幼稚園）
坂井 香織（東京都文京区たんぽぽ保育園） 土井 沙織（北海道旭川市わかば幼稚園）
山下 清江（北海道函館市立はこだて幼稚園）
大野 紀子（東京都台東区立金竜幼稚園） 斉藤 育代（北海道旭川市めいほう幼稚園）
小野まり恵 山本 健太（北海道旭川市めいほう幼稚園）

１．実践発表

するなど視聴への興味や参加したい気持ちが表れ

⑴ 冨津田

たこと。また、それによって友だちとの関わりが

香先生（岩国東幼稚園）

カブトムシの飼育とＮＨＫ番組「しぜんとあそ

できた子どももいる。

ぼ」の視聴による直接・間接体験を通して、双方
の学びが行き交う活動領域「応答的中間領域」を

２．指導・まとめ

創り出すことで、幼児の体験を保障することをね

番組の視聴により、気になる子どもが番組や周

らいとした取組を行った。その結果、飼育を始め

囲に興味をもち、子どもがクラスの輪の中に入っ

てから視聴することで学びの深化が見られ、それ

ていくきっかけとなる。また、実体験と番組の活

が実践的活動に生かされた。

用を組み合わせて応答的中間領域を創設すること
で、子どものたちの生活が豊かになっていく。生

⑵ 西村

美保先生（磐城小学校附属幼稚園）

ＮＨＫ番組「できた

できた

できた」のテー

活の豊かさという面ではスキルやコミュニケーシ
ョン力を付ける活動も大切。「できた

できた

マの中から年長組の子どもの実態に合ったものを

できた」は幼児には、すべてを理解するのはまだ

選択して視聴し、話し合いや身の回りの振り返り

難しいが、視聴して少しでも生活に生かすことで

を行った。その結果、友だち同士で意見を言った

子どもたちに育まれる力がある。聞く力の習得に

り聞いたりする力が付いてきた。また、番組内の

ついては、数週間、数か月ではなかなか表出しな

不適切な行動に身に覚えのある子どもは、気恥ず

い。しかし、だんだんと身に付いていき、その力

かしそうに顧みる様子が見られた。

を発揮する場面がふいに出てくる時がくる。聞い
たものをイメージして絵に描くこと、それについ

⑶ 坂井

香織先生（たんぽぽ保育園）

ＮＨＫ番組「お話でてこい」の継続聴取によっ

て話す時間を確保することで子どもの意図を感じ
ることができる。

て、聞く姿勢の定着や共感する体験をさせること

今回の報告による活動がその園だけのものにな

をねらいとし、主題の読み取りや絵を描いて表現

るのではなく、成功・普及モデルとして活用されて、

できる環境をつくった。感じたことを話し合うこ

どの園でもうまく活動できることが大切である。

とで自分の考えとの違いに気付き、さまざまな感
情を知ることにつながった。
⑷ 土井

沙織先生（わかば幼稚園）

学年に見合ったＮＨＫ番組を視聴し、気になる
園児がどのように成長してきたかを考察した。ど
の子どもにも共通して言えることは、番組を見る
時間が長くなったり振り返りで感想を発表したり
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第２分科会

生きる力を育む放送番組活用（小学校）
作
業
案
会
営
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木原
福山
広瀬
横山
高橋
片岡
中本

俊行（大阪教育大学）
剛（ＮＨＫ青少年・教育番組部「道徳ドキュメント」担当）
史雄、長谷川静子（北海道旭川市立新富小学校）
亮一（千葉市立小谷小学校）
譲（札幌市立月寒東小学校）
義順（川崎市立下布田小学校） 玉井 一行（北海道旭川市立緑が丘小学校）
尚美（北海道旭川市立豊岡小学校）

１．グループ協議と全体交流

全国放送教育研究会連盟「生きる力を培う放送

木原先生より、ＮＨＫ学校放送番組の教材とし

学習プロジェクト」の構想図を利用し、注目要素

ての特長（新奇性・情意性・ストーリー性）や教

を抽出し、授業デザインを行った。最初に直接体

師と子どもと番組の関わりから生まれる授業のダ

験によって児童の関心・意欲を高め、その後、番

イナミズム（多様な可能性）についての説明があ

組視聴を取り入れることによって思考の広がりや

った。放送番組とデジタル教材が授業力の向上に

学びの深まりが見られた。その際、新たな課題が

つながること、番組視聴後にしっかりと考えさせ

生まれ、さらに調べて解決していこうという活動

る必要性についても指摘があった。放送番組の継

を行っていくことができた。単元の中で、複数の

続視聴は、何度も見ているうちに子どもが番組に

番組を組み合わせて活用することにより、問題解

登場する人物を共感的に受け入れ、登場人物の気

決がスムーズに進められ、探究的な学習につなが

持ちを考えることで思考力の育成にもつながると

った。参加者からは、番組の活用によって、子ど

のことだった。その後は、２本の公開授業につい

もは共通体験ができる、気付きにくいことを気付

て話し合いが行われた。

かせてくれるメリットがあるという感想が多かった。

・番組の効果的利用で、子どもたちの心が大きく
揺さぶられていた。また、子どもたちの多様な
声が聞かれ、
学びのスタイルとして定着していた。
・番組を見たことによって得たことや自分たちの
考えを、
ベン図を用いて効果的に整理できていた。
・子どもたちの中に番組が自然と入り込んでいて、
登場人物の行動を自分と比べながら考えていた。
《授業者から》
①道徳の授業に放送番組を活用することと副読本

《番組制作者から》
子どもに、難しい問題と思わせずに興味をもた
せる工夫をしている。番組を通して疑似体験し、
探究心を磨くことを目的として制作している。そ
のために、現場の声を収集し、題材を選定している。
３．指導・まとめ
放送番組の活用により、学習課題の再設定や心
のゆさぶりが可能になる。自分がいくら体験して
もできないことを、番組視聴で気付かせることが

を使って行うことは、ともにメリットがあるが、

できるという大きな効果も期待できる。番組利用

特に、放送番組は子どもが自分自身のことと照

は、一つの教科にとどまらず、他教科との関連も

らし合わせて考えやすく、心で理解できるので

意識したり、よい番組をよいタイミングで見せた

はないかと考える。

りすることが大切である。

②総合的な学習の時間で道徳の番組を活用したが、
自分の立場を明確にして新たな課題を生むため
に有効と考えた。
《番組制作者から》
６年の授業で２つの番組を活用したことは、子ど
もが生命の多様性に気付けてよかったと思われる。
２．発表者概要
横山実践

「げんばるマン」「メディアのめ」
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第３分科会

豊かな表現力を育てる放送番組活用（小学校）
師
者
者
者
者
者
者

藤村
礒野
岸本
浅香
山谷
竹下
柿井

裕一（鳴門教育大学大学院）
洋好（ＮＨＫ青少年・教育番組部「おはなしのくにクラシック」担当）
研二（北海道東川町立東川第二小学校） 宮腰 唯導（北海道旭川市立豊岡小学校）
一世（大阪府高槻市立北清水小学校）
潤（北海道江別市立江別第二小学校）
佳余（東京都千代田区立九段小学校） 十河 史（北海道旭川市立豊岡小学校）
秀昭（北海道旭川市立豊岡小学校）

１．実践発表

いただきたい。「おはなしのくにクラシック」では、

作文を書くことや、日常的に簡単なスピーチを

ぜひ、プロの朗読を味わっていただきたい。また、

行うことや、話し手に注目して話を聞くことなど

番組に出てきたもの（文章）は、ワークシートと

が苦手という学級の実態から、これらの克服が急

してウェブ上の「ＮＨＫ for School」に用意して

務と考え、試行錯誤していたときに出会ったのが、

あるので併せて活用していただきたい。

ＮＨＫ番組「お伝と伝じろう」である。この番組

先生方からは、番組は、多様な表現に触れる機

は、コミュニケーションを図るためのスキルや、

会を与えてくれる貴重なものという声も聞かれた。

そのコミュニケーションスキルの活用方法を習得

また、コミュニケーションスキル番組だけではな

するのに十分な内容となっている。また、習得さ

く、プレゼンテーションスキル番組もほしいとい

せたい重要なスキルがコンパクトにまとめられて

う意見もあった。

いて、自分たちと同じような環境を再現した等身

３．指導・まとめ

大のモデルが登場し、子どもたちに難しいという

番組は、教科学力の向上のみをねらいとして活

先入観を与えず、「これならできる。」と思わせる

用してきたが、近年はさまざまな力の向上をねら

ことができる番組となっているのがよい。

いとして制作されている。

２．質疑・協議

表現力を例とすると、その指導のみで向上する

岸本先生

ものではなく、読解力、思考力との関わりは絶つ

５年と６年でＮＨＫ番組「おはなしのくにクラ

ことはできない。それぞれが深く結びついている

シック」を活用した。５年は、関心・意欲をもっ

からこそ、総合的に働きかける支援によって、表

て学習し続けられるようにというねらいがあった。

現力の向上も期待できる。番組は、そのさまざま

６年の番組は、教科書に比べ、より丁寧に時代変

な必要な力を培うことができる構成になっている。

化を扱っているのでその変化がわかりやすい。単

もちろん教科の学力向上をねらった番組活用は

元の最後に振り返りと確認の意味で番組を活用し

それなりに期待はできるが、総合的に見る児童の

た。

学力のどの部分に働きかける番組なのかを考えて

宮腰先生

活用することによって、より効果を上げることが

３年で、ＮＨＫ番組「知っトク地図帳」を活用

できると考える。

した。児童が調べ方や見る視点を知るために活用
した。本単元では、視聴により自分たちの地域で
調べ考察したことの一般化をねらいとした。他の
地域でも同じことが言えるのかを確認することが
できた。番組を全視聴することについては、部分・
部分の見る視点を与えることによって効果が得ら
れると考える。
番組制作者からは、学年の単元を全網羅できる
ように制作している。使えるところだけ活用して
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第４分科会

ICTを活用した授業づくり（小学校）
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高橋
竹山
木村
原
山下
須藤
山口

純（富山大学）
優芽（北海道旭川市立陵雲小学校）
和夫（東京都台東区立浅草小学校）
香織（東京都豊島区立巣鴨小学校）
暢哉（札幌市立南白石小学校）
太郎（東京都墨田区立八広小学校） 佐藤
有士（北海道旭川市立春光小学校）

１．実践発表

紀昭（北海道旭川市立陵雲小学校）

いかなければいけない。

⑴ 木村和夫先生、原香織先生
東京都小学校視聴覚教育研究会の研究のねらい
とその実践と成果についての発表。

３．指導・まとめ
教員によるICT活用は、直接的に学力向上をね

拡大教科書などを活用して児童に大型画面で提

らうものではなく、授業における発問・指示・説

示したり、児童が実際に撮影した画像をプレゼン

明などを明確にすることで授業にリズムを生みだ

ソフトにまとめて発表したりすることで、学習の

した結果、学力が定着すると考えた方がよい。

イメージを抱かせることができたり、学習内容の
理解が深まったりするなどの成果が見られた。

児童によるICT活用は、映像の視聴・情報の収
集・技能の習得などが挙げられるが、以前と比べ

今後は、児童の学習意欲や定着度などを判断す

その手段や方法が変わってきただけで「見る」
「聞

るために、チェックリストを作成して児童の様子

く」「調べる」といった、視聴覚教育の大事な要

を見たり個々の考えを交流したりするなどして言

素は変わっていってはいけない。

語活動の充実を図るなどの工夫が必要である。
⑵ 竹山優芽先生
６年総合的な学習の時間における授業実践。地

児童のICT活用には、必ず教員のICT活用が伴
うため、教員自身の実践力を高める必要がある。
教師がICT機器を活用して教科書を拡大したり、

元旭川がより住みよい街にするためのプランを考

指示を明確にしたりすることで、低位の子を少し

えていく活動の中で、児童同士で考えを交流し合

でも授業に参加・集中させることが可能となる（漢

ったり、街頭に出て市民の声を聞いたりしてプレ

字の書き順を写す、線の引き方を教える、おはじ

ゼンテーションを行う。その際、グループごとに

きなどの片付け方、パレットの使い方など）。

タブレットPCを用いて動画撮影や編集を行い、

授業を展開していく上で何よりも大切なのは教

集まった情報を整理してまとめ、最終的には自分

師の発問技術であり、ICT機器はその補助的な道

たちの学習の成果を実際に市役所の方に提案をす

具である。教師が「何を提示して、何を話して、

る学習活動である。

どう展開していくか」ということをしっかりと押
さえてICT機器を活用することでより効果的な学

２．質疑・協議

習を展開できるのである。

ICT機器の導入状況については、各自治体によ
ってさまざまである。電子黒板の導入については
増えてきており、タブレット端末も児童１人１台
という自治体も東京では見られるようになった。
関わって情報モラルの学習も、子どもたちの発達
段階に応じた指導や保護者との連携が必要である。
タブレット端末は、直感的に操作ができるため
使い方の指導に時間はかからないが、有効的な活
用方法や情報を共有する方法については、考えて
視聴覚教育
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第５分科会

特別支援教育を求めている子どもたちのために（小学校）
棟方 哲弥（国立特別支援教育総合研究所）
松橋 健也、齋藤 明美、柳原 志展（北海道旭川市立愛宕東小学校）
安井 政樹（札幌市立有明小学校）
白井 将之（北海道浦幌町立上浦幌中学校）
川口 尚人（東京都立光明特別支援学校そよ風分教室） 鶴田 裕子（さいたま市立仲町小学校）
松田 恭子（北海道旭川市立新町小学校）
松田美智子（北海道旭川市立正和小学校）

１．授業者から
同年代の子どもが演じるキャラクターが親しみ
やすく内容も善悪がはっきりしているということ
や、同じパターンで見通しがもてることから興味
が持続し、意欲を高めることに「スマイル！」は
有効であった。授業では番組視聴後、日常生活に

視聴後にグループごとに似たような場面を考えて

つなげていくことを大切にしたかった。

劇作りを行った授業の様子がDVDで紹介された。

授業を行うに当たって、番組活用の優位性につ

３．グループ討議

いて考えた。学習に入れずに泣いていた子が「ス

授業については、チームワークのよさが全員一

マイル！」が始まるとすぐに学習に参加できるこ

致した感想で、事前の授業検討の綿密さやねらい

ともあり、放送番組のよさを感じている。授業の

が明確になっていることが要因となっていて、授

中で『今日の一枚の絵』を継続していったことで、

業自体がテレビ番組を見ているような印象だった

初めは単語程度でしか考えを話せなかった子がう

という感想が述べられた。また、丸ごと視聴が話

まく話せるようになっていった。授業では、子ど

題となり、丸ごと見せてねらいを達成できる番組

もたちが最後まで楽しく参加できた。いつもはし

づくりが求められるという意見が出された。

ゃべり過ぎてトラブルの多い子が、自分の考えを

４．指導・まとめ

わかりやすく話すことができ、おしゃべりが得意
な部分がよい方向に発揮された。また、言葉遣い
が乱暴な子が、好きなサッカーを取り入れたこと

「スマイル！」は温かい番組というねらいがあり、
温かさが今日の授業の中に出ていた。
学びと放送番組の力ということで大事なことは、

で、やさしい言葉かけで応援できた。

学びたい気持ちをもたせるということ、活動のイ

２．実践発表

メージをもつ、やり方がわかるということ、そし

「スマイル！」を活用した実践の発表では、子

て共有を促すこと、見ている人みんながわかるこ

どものニーズに応じた授業のしかたのバリエーシ

とではないかと思う。しかし、個々の子どものさ

ョンについて提案があった。特別支援学級では放

まざまな課題を解決していくための放送番組とい

送を途中で止めながら問いかけを行ったり、集中

うところを考えると、番組は個々の進み具合に合

できる席にしたり、静かな視聴の仕方を指導し、

わせられないというマイペース性がある。そのと

通常学級では席を見やすい場所に自由に移動して

きに大事なのが、同じ目標を達成させるために指

もよいことにしたり、放送中に自由につぶやいて

導を工夫することや目標を少し変えることである。

よいことにするなどの具体例が提示された。

番組の中でいろいろな資料がホームページから

本編とハルトくんのテーマが関連していないこ

配信されているので印刷して使うなどデジタルの

とから、本編と関係の深いシナリオの回のハルトく

力の時代を有効に生かしていけたらと思う。最後

んと内容を入れ替えて、本編の内容を再確認して

に、授業を見せていただいた子どもたちがこれか

スキル化を目指しているという取組が紹介された。

ら通常学級の中で力をどのように生かしていくの

また、
「みてハッスル☆きいてハッスル」を活用して、

かなということが大変楽しみであると思っている。
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第６分科会

生きる力を育む放送番組活用（中学校）

作
業
案
会
営
録

師
者
者
者
者
者
者

中橋
船津
浪岡
星野
松村
桜井
太田

雄（武蔵大学）
貴弘（ＮＨＫ青少年・教育番組部「10min.ボックス」担当）
一、荒木 健地（北海道旭川市立旭川中学校）
由佳（東京都江戸川区立西葛西中学校）
繁（札幌市立北野台中学校）
芳雄（東京都三鷹市立第三中学校） 上原 大岳（北海道旭川市立神居中学校）
健（北海道旭川市立東明中学校）

１．発表概要

デジタル教材や映像資料、ICT機器を活用した授

⑴ 浪岡

業の提案がなされた。理科において実験や校外で

一先生：社会科授業

地理的分野・アフリカ州の授業実践において、

の観察など学校環境によって難しい場合にＮＨＫ

「10min.ボックス」と「高校講座地理」を部分視

デジタル教材を活用することで生徒の関心を引き

聴させ、知識理解のために放送番組を活用する以

出し、理解を手助けすることが可能である。特に

外の可能性を提案した。導入段階では、番組の部

「10min.ボックス」はホームページ上の関連クリ

分視聴から社会事象の実態確認と、既成概念と視

ップで生活と学習内容を関連付け、興味・関心を

聴を通して得る事実とのズレから課題意識をもっ

高める生徒の増加につながっている。生徒へのア

て生徒が授業に取り組めるようにした。その後、

ンケートの結果からも、放送番組を授業で活用す

生徒は経済基盤のぜい弱なアフリカの経済成長の

ることが理解を促すものとして生徒は歓迎してい

様子を調査して課題解決を図り結論をまとめた。

る。しかし反面、番組視聴で結果がわかる、イン

最後の発展段階で学習内容の確認のためだけでな

ターネットで検索をするとよいという思考の生徒

く、社会参画意識を高めるために番組の部分視聴

が存在するのも事実である。学習指導要領が目指

を行った。その結果、我が国が何をできるかを生

す教科の力を身に付けさせるためにも、偏りなく

徒も真剣に考えることができた。

授業に実験等を取り入れることも必要である。

⑵ 荒木健地先生：理科授業

２．パネルディスカッション

理科・地球と宇宙の日周運動と太陽の授業にお

発表者・番組制作者による意見交換を中心に進め、

いて、「10min.ボックス」を前時までの既習内容

言葉だけでは理解が困難な学習内容や時事問題に

の確認として視聴し、本時の課題に対する考察を

放送番組を活用する価値の高さが再確認された。

深めるために活用した。特に、生徒がイメージを

また、番組のすべてを視聴するだけでなく、今

しにくい宇宙空間を視覚的にわかりやすく捉える

回の授業のように、視る・全体で考える・個人で

ことのできる番組の視聴を繰り返して得た情報を

考えるなどの場面に、意図をもって内容を精選し

もとに交流し合うことでコミュニケーション力や

て部分視聴させることで、生徒が興味をもち、思

探究力の育成を図ることにつなげた。

考力を身に付けることにつなげることができれば

授業以外でも朝学習や放課後の時間に放送番組

よいし、効果はあると考える。その際には、生徒

を継続的に視聴させたり、家庭学習でもＮＨＫ

の思考を混乱させないことは十分意識しなければ

for School上で番組視聴をさせたりすることで、

ならない。また、中学校における「高校講座」の

基本的事項の定着における生徒個人の理解度の差

使用など校種を

を埋める日常の取組を重ねてきた。そのことによ

越えた活用も現

り、生徒が自信をもって授業で活動する下地とな

在は可能であり、

っていたのではないだろうか。

意欲的に行うこ

⑶ 星野由佳先生：提言

とができるとよ

教科指導において生徒の学習効果を高めるため
に、また、教科の目標に向けて放送番組・ＮＨＫ

いという方向性
も打ち出された。
視聴覚教育
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第７分科会

ICTを活用した授業づくり（中学校）
師
者
者
者
者
者

寺嶋
吉野
南澤
金子
後藤
山田

浩介（長崎大学）
法行（北海道旭川市立光陽小学校）
洋（東京都日野市立日野第二中学校）
智和（北海道長万部町立長万部中学校）
泰博（東京都品川区立大原小学校） 中島
幸子（北海道旭川市立神居中学校）

１．研究協議

圭介（北海道旭川市立緑が丘中学校）

に見ながら説明することが可能となり、生徒も繰

美術科の授業者への質疑応答や授業の感想など
について活発な交流が行われた。
生徒は作品に関する知識は乏しいが、この授業

り返し説明を見ることができる。一人残らず制作
を行えるユニバーサルの視点で、説明にパソコン
を用いるのがよいと思う。

で150点もの大量の作品に浴びるように接するこ
とにより、「印象派とは？」「狩野派とは？」と美

３．指導・まとめ

術史的な興味をもち、自分で調べたりタブレット

共同作業が難しいなかで、ICTを取り入れて全

PCで検索したりする生徒も出てきている。グル

員で一斉に何かを見て、一斉に話す。デジタル提

ープで展覧会のテーマを考えるという生徒同士の

示では流れていってしまうので、重要なことは黒

練り合いが授業のポイントなので大事にしている。

板に書き残す。学習成果をどのように残すのかも

今回の授業にタブレットPCを使わずにアート

考慮する。

カードで行うことも可能だが、作品の数が限られ

授業の目標を優先することが大切である。ICT

てしまう。作品数が少ないと、展示企画に創造性

を活用するためには、学習指導要領の分析が不可

を織り込むのは難しくなるだろうと思う。多数の

欠である。NO ICTの状況とも対比させて考える。

カードを並べるスペースも不要で、閲覧時間が短

ICTを用いると取り上げる作品数が増やせたり意

時間で済むのも利点である。また実物投影機とし

志決定が速くなったりするが、一つの作品をじっ

て生徒作品を簡単に大画面に映し出し、リアルタ

くりと見ることは失われる。授業の設計として、

イムで互いの作品を共有できる。

ICTを利用するかどうかは最後に考える。

旭川市教育研究会図工・美術研究部では、小・

協働の意味を考えて取り入れていく。話す活動

中のスムーズな連携を重視して今回も授業を組ん

や書くことの意味を考える。デジタルは一貫性が

でいる。小学校でのアートカードを用いた授業の

あり検索もできる。比較する視点も必要である。

延長上に、今日の授業がある。小学校でやってき

情報の中身だけではなく、他人のことが分かると

たことを中学校でもっとクリエイティブにしてい

いうことが大切である。「みんな違ってみんない

きたい。

い」文字中心のコミュニケーションを考え直そう。
ICTを中学校での授業改善の起爆剤にしよう。

２．発表概要
日野市立日野第二中学校の南澤先生からの研究
発表および意見交流があった。
日野市ではメディアコーディネーターがサーバ
ー管理を行っている。
製図の指導では、描き方の例示が必要となるが
プレゼンテーションソフトウェアを利用すること
により短時間で行える。アニメーション効果を利
用することで、制作の順番や描き方の指導を生徒
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全国大会報告

第８分科会

ICTを活用した授業づくり（高等学校）
師
者
者
者
者

波多野和彦（江戸川大学）
桑名 保智（北海道旭川実業高等学校）
渡邉 知秀（北海道旭川実業高等学校） 若菜
初（東京都立狛江高等学校）
金田
隆（東京都立武蔵高等学校） 倉谷
学、髙橋 未希（北海道旭川実業高等学校）
志村 昭暢、鈴木 雅淑（北海道旭川実業高等学校）

１．公開授業

最初に、公開授業の講評がなされ、教師用PC

１年の難関選抜コースに所属する８名の生徒を

の画面を生徒用の画面に映し出すソフトが紹介さ

対象としたコミュニケーション英語Ⅰの授業が公

れた。また、大人数での授業ではネットワーク対

開された。

応のハードディスクを利用し、データのやりとり

電子黒板上に音声分析ソフトによって作成した
模範音声波形を提示し、英語のリズムやイントネ

が可能なことやプリントの内容を提示する際は実
物投影機を利用するなど助言をいただいた。

ーションを可視化することにより、英語の音声特

講演では、目標に準拠した評価と指導の評価の

徴を分かりやすく生徒に示すことができた。その

一体化について概説し、目標の設定（Plan）、実

後、教科書の重要文について、各自が音声分析ソ

際の指導と形成的・総括的評価（Do）、振り返り

フトを使用し、自分の音読した英文の音声波形を

（Check）、改善案（Arrange）のサイクルの重要

見ながら音読練習を行い、どの生徒も自分のリズ

性が指摘された。今回の研究授業についても、こ

ムやイントネーションが模範音声の波形に近づく

のサイクルに合わせ、ふだんの授業をどのように

よう、熱心に練習していた。最後に、教師に指名

改善し、応用するのかを考える必要があることを

された生徒が音読の発表を行い、音声分析ソフト

示された。

による音声波形を生成したところ、模範音声に近

次に、ICTを利用した授業で注意すべき点とし

い波形となり、音声を可視化することによる英語

て、電子黒板は大画面と言われているが、黒板よ

音読練習の効果が示された。

りも小さく、液晶画面を利用したものは映り込み

２．授業研究

があり、生徒から見にくくなることがあることを

参加者よりICTを利用した授業における評価に

指摘された。また、ICT機器がトラブル等により

ついての質問があり、生徒にUSBメモリによる

使用できない場合のバックアップ機器を用意する

音声データを提出させ、模範音声のリズムやイン

ことの重要性なども指摘された。

トネーション、ポーズ等の差を教員がチェックす

最後に、先進的な事例は自分自身の授業改善と

る方法が提案された。また、クラスサイズについ

かけ離れている場合があり、自分の学校でやろう

ての質問もあり、通常のクラスではデータのチェ

としてもハードルが高い場合があることを指摘さ

ックや個別指導に時間がかかり、実施が難しいと

れ、身近な利用事例を集め、より気楽により身近

の意見が出された。また、進学を目標とした授業

にまねできる環境づくりの大切さが説かれた。さ

でのICT使用についての議論がなされ、以前は

らに、研究授業の方法について、繰り返しながら

ICTの利用は教育密度が下がるという批判もあっ

続けることの重要性を指摘し、今回の授業も他の

たが、最近は入試が多様化し、今後はそれらに対

教員が行えるか

応したICTによる新しい指導方法が出てくるので

を検証すること

はという意見が出された。

や、音声を視覚

３．テーマ別研究交流

化するという点

テーマ別交流は「ICTを利用した授業づくり（気

を国語や音楽等

を付けたいこと）」という演題で、江戸川大学の

の授業で行う方

波多野先生にご講演をいただいた。

法が紹介された。
視聴覚教育

2014.1

31
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テーマ

■

第９分科会

地域に根ざした市民のための生涯学習メディアの活用
助 言 者
報 告 者
報 告 者
司 会 者
運営・記録者

桜庭
望（日本生涯教育学会北海道支部）
佐々木 束（NPO法人 NEXTDAY（札幌市）
）
吉田 貴彦（旭川医科大学）
照井
始（全国視聴覚教育連盟）
村上 長彦（全国視聴覚教育連盟）

１．発表概要

のライブラリー室や市役所でも様子を見ること

⑴「NPOによる町内会活動支援～情報ツールと

ができるというメリットがある。

してのタブレット活用～」（佐々木氏報告）
・会 員は24名で、NEXTDAYの前にPC-Rという
任意団体で活動を開始した（平成10年）。PC-R
では企業から協賛金をもらって、校内のネット
環境の整備を行った。
・平 成16年にNPOとなり、学校関係や社会福祉

ジによるオンデマンド配信をリアルタイムで視
聴できない住民のために旭川医大で単独で運営。
・平 成21年健康管理システムとしてウェルネッ
トリンクを開始、民間の病院も参加し、市役所
で登録カードを配布している。

施設にPCを寄贈する活動やPC講座を市民向け

・体の健康管理、薬手帳、健康診断結果管理、健

に行ってNPOとしての収入を確保し、それを

康相談の４つのサービスが現在のコンテンツで

もとに活動するという状況。

記録でき、本人の健康情報は12種類登録・閲

・市 民向けPC講習会事業部と教育の情報化事業
部（教員の事業活用を支援）で活動している。
・平 成23年、24年と市民のＩＴ活用化支援として

覧できる。
・平 成24年にはテレビ電話を活用した看護学科
教員による相談を開始した。

札幌市の新たなＩＴ活用支援事業に地域コミュ

２．研究協議

ニティの支援につながるＩＴ活用を提案し採用。

・NPOによる町内会支援について専門性の維持の

広報手段の改善やまちづくりセンターとの連携な

工夫について質問があり、仲間同士で教え合い

ど改善を図り、町内会活動の支援に重点を置いた。

実践する中でスキルを蓄積したと回答があった。

・支援の内容は基礎講座、活用講座、タブレット

・旭川市近辺の自治体と医科大学との関係につい

PCの活用支援など。平成25年度は22地区でタ

て質問があり、４つの高等教育機関が連なり、連

ブレット講座を実施している。NPOとして先

携して健康づくりと地域の活性化を図っているこ

生に支援するのは、子どものためと考えている。

と、一般社団法人に移行したとの説明があった。

・タブレット講座は、受講者同士の交流、教え合
いが始まり、PC講座とは違う効果がある。
⑵「ICTを活用した地域住民の健康づくり支援」
（吉田氏報告）
ノウハウを一般市民向けに活用を進めている
・旭 川医科大学は昭和48年に東部の地域医療に
貢献するために設立され、平成６年にはICTを
用いた遠隔医療を実践していた。
・平 成15年に健康医療情報を提供する北海道メ
ディカルミュージアムを開始。多地点テレビ会
議システムを使用し、最新情報などを提供する。
・双方向のため相手の様子もわかることや、病院
視聴覚教育

３．指導助言
・生涯学習社会の実現手段が整ってきた。
・マルチスクリーン、クラウド、スマート革命は
コミュニティへの帰属、新しい公共の誕生に向

・大学では高度な医療にもICTを活用しており、
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・平 成24年にはオープンインターネットカレッ
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けたデバイスの整備。
・今後は地域格差の解消が重要な達成目標となる。
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全国大会報告

第10分科会

「自分史をどう書くか─ドキュメンタリー作家の仕事から─（一般・OB部会）

■

講
司
運
記

会
営
録

師
者
者
者

宇佐美昇三（日本大学大学院「映像教育研究」担当講師）
坂田 紀行（放友会）
神山 充晴（全国放送教育研究会連盟）
、安東 隆子（放友会）
安藤 汎子（放友会）

世の中にはさまざまな自分史がある。
『国家の罠』を書かれた佐藤優さん、ヨットで
単独太平洋横断を記した堀江謙一さん、ケネディ
ー暗殺の真相を書いたバー・マクレランさんの記
録などがある。

○自分史を書く７か条
１．自慢しない。
２．人生は横軸に、時代は縦軸に書く。思い出の
歌で書くとか、挿絵入りの年史にしてもよい。
３．「ミッキーの十の戒め」のように、読者の立
場をしんしゃくして一度、一話にし、書き始め

○今なぜ自分史か
１．生活の変化が速まっている。

たら継続する。
４．自分史では何を捨てるか、拾うか、を判断し

２．庶民の暮らしと思いは記録がない。

て、その結果が「切り口」である。捨てて良く

３．人の記憶は残らない。

なる場合もある。
５．しかし「おかず」も忘れない。コラムや解説

「頭脳の書斎」を紙に残すのが自分史である。
「判
断」の軌跡はその人のものである。

を囲みで入れるのもよい。
６．アルバム、家系図、歳時記、大事典、何々手
帳・日記・年表の７つ道具を座右に書くとよい。

○なぜ紙に書くか

７．「うろ覚え」「先入観」で書くとけがをする。

電子的な記録はやがて再生できなくなる。紙媒
体なら何世紀も保存できる。世界記憶遺産になっ
た山本作兵衛の「炭鉱に生きる」は画文集である。

○まとめ
手がかりとして、この28件がある。
祖先、両親、隣人、同輩、先輩後輩、子孫、親

○自分史を書くコツ

族、性質、好嫌、友情、恋愛、仕事、別離、衣食

１．限定を先にする。時代や性格などを先にする。

住、事件災害、世相、世界、行事、物価、旅行、

何回も自己批判をしない。
２．書きやすいことから書く。自叙伝ではないの
で、例えば、今回の北海道旅行などから書く。
３．皮膚感覚を生かす。感動ではない。「大きな

冠婚葬祭、趣味・運動、異文化体験、道徳・信条、
道具箱、電子機器、乗り物、天象気象
出来事だけでなく、生涯における「自己の判断
の軌跡」を残すのが自分史であると結ばれた。

滝があった」では大きさがイメージできない。
「見上げると首が痛くなるような大きな滝があ
った」と書くとよい。
○自分史の手がかり
１．生い立ち
２．幼少期
３．青春期
４．成人期
に分けると書きやすい。
視聴覚教育
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団体別研究（日本学校視聴覚教育連盟）

テーマ

■

校務の情報化の推進
─校務LANの活用と課題─
講
提
司
運
記

案
会
営
録

師
者
者
者
者

藤村
曾木
木村
後藤
原

裕一（鳴門教育大学大学院）
誠（東京都杉並区立松庵小学校）
和夫（東京都台東区立浅草小学校）
泰博（東京都品川区立大原小学校）
香織（東京都豊島区立巣鴨小学校）

１．発表概要

くなった。出欠や成績の記入漏れもあった。

⑴ 杉並区のシステム運用の状況

大阪市は、試験導入校で校務のICT化を進めて

区内のこども園、小・中学校のすべてがイント

いる。個人情報の紛失が問題となっていたので、

ラネットで接続、教員一人に一台ずつコンピュー

テレワークシステムという、自宅のインターネッ

タが配布され、校務支援システムが運用されてい

ト環境で仮想環境を作って作業ができる。ただし

る。

プリントアウト等は一切できない。

教員にとって、通知表・要録の作成、出欠の記
録、週案・時数計算等、事務作業の軽減が図られ
た。メールや回覧板も有効に使用している。

３．指導・講評
教育の情報化は、韓国がもっとも進んでいる。
紙がない職員室。世界中のどこからも仕事ができ

⑵ システムの効果
文書の整理や時数の管理が容易で確実になった。
また、区内共有フォルダの利用で、会議が減った。

る。トップダウンの校務情報化が進み、プロの技
術者が運用している。
日本は世界で23位。先進国で最下位。東日本

校内回覧で打ち合わせ時間が短縮された。区内回

大震災の教訓から、優れたICT環境を学校への緊

覧で、プリント等が減少した。通知表や要録の作

急導入として進める動きがある。倉敷市などは、

成・修正が容易になり、ぎりぎりまで児童の評価
を反映することができるようになった。

「市民の命を守る学校のICT化」を進めている。
校務情報化の進展を踏まえ、
①
「できること」と「していいこと」を考えなけ

⑶ システムの課題
データの持ち出しはできないので、時間外作業
が増えた。その他、通知表のカスタマイズができ
ない、情報誤入力の危険性、入力不可文字の問題、

ればならない。
②
「できるけど、あえてしない」という選択も必
要である。
③
「新たに留意すべきこと」もある。ミス防止の

他地区との互換性、安易なコピー＆ペースト等の

ためのチェック、情報セキュリティ、業務・規

問題がある。

定・常識の見直し、広域採択の可能性等。
システムの導入は、スタートである。

２．情報交換
北海道札幌市も同じシステムが導入され、通知
表、指導要録、情報交換等に活用している。同様
の課題はあるが、おおむね良好。通知表の誤記入
の問題は大きい。
今までは、通知表等は二重三重のチェックがで
きていた。誤字脱字や子どもの実態から、経験則
で間違えを見つけることができた。しかし、シス
テム化により、入力ミス等の間違えが分かりにく
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団体別研究（全国視聴覚教育連盟・全国公立視聴覚センター連絡協議会）

テーマ

■

生涯学習機会の充実と映像メディアサービス
助 言 者
発 表 者
発 表 者
司 会 者
運営・記録者

生田 孝至（新潟大学）
鳥羽野 司（札幌市生涯学習センター）
中村 康治（メディネット江別（北海道江別市）
）
照井
始（全国視聴覚教育連盟）
村上 長彦（全国視聴覚教育連盟）

１．発表概要
⑴「視聴覚教材の制作～地域に密着した特色ある
教材～」（鳥羽野氏発表）

ムページ制作管理、ビデオ講座を行っている。
・今後の取り組みとしては、情報発信、生涯学習
コンテンツ提供、パソコン講座を計画している。

・札幌市視聴覚センターは生涯学習の中核施設の

・来年度から江別放送協会を立ち上げ、インター

中にあり、振興財団が指定管理者として運営。

ネットテレビで常時情報発信する計画がある。

・センターの主な業務は、学校教育と生涯学習へ

・問 題点としては、後継者づくり（平均年齢63

の支援、年間約5000本の貸し出し、幼保学校

歳と高齢化）、活動資金不足がある。

などに無料で搬送、教材の制作、研修事業（学

２．研究協議

校教員を対象としたビデオ研修、市民対象の

・16ミリ講習に関して質問があり、対象や参加

16ミリ講習）、ホームページの開設。

者の状況について説明があった。

・地域に密着した特色ある教材の確保のため、視

・地域の映像制作活動をしている人々をつなぐ仕

聴覚教材制作委員会による制作を行っている。

組みが必要だとの意見があったが、参加者から

・完成した教材は、貸し出し及びデジタルアーカ

実際に取り組んでみて難しかった点や試みた内

イブスで動画配信している。
・今後の課題としては、教材制作者の育成と発掘
があげられる。そのためビデオ制作ワークショ
ップを開催（年４回）している。
・技術向上を図るため、中級や上級編も必要。
・ちえりあ映像フェスタの開催により、作品を募
集し、上映を通してまちの魅力を再発見すると
ともに、まちづくりの活性化を図っている。
・教材の利用回数の増加を目指している。そのた
め、カリキュラムに合わせた教材の案内を周知
強化していくことを検討している。
⑵「映像メディアによる地域の情報発信と生涯学
習コンテンツの提供～市民活動団体制作ビデオの
有効活用事例～」（中村氏発表）

容について報告があり、情報交換ができた。
３．指導助言
・札 幌の16ミリの取り組みは視聴覚教育全盛期
の残すべきことがきちんと残っている。
・自作の取り組みが進められていることも意義深
い。機能がよく発揮されている。
・活性化のためにはコーディネーターの機能が重
要で、実現は簡単ではないがそれができている。
・後継者不足、高齢化が言われるが、若年人口が
減少するという中では、高齢期の生き方が重要。
・映像を使うが映像が意識されないという使い方
が重要で映像教材を使う人の力量が必要となる。
・デジタル化と使いやすい仕組みをつなげること
が必要でデジタル化の理論化が必要。

・メディネット江別は市の歴史や市民活動を情報
発信するために平成19年にスタートし、平成
24年に市民活動団体となった。
・メンバー構成は少数の９名だが、９名それぞれ
が役割を担って活動を進めている。
・ホ ームページ「えべつTV」には累計13万件の
アクセスがある。
・活動は、地域の生涯学習コンテンツ提供、ホー
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団体別研究（全国高等学校メディア教育研究協議会）

テーマ

■

放送番組や視聴覚教材を活用した授業実践
講
提

案

師
者

司 会 者
記録・運営者

波多野和彦（江戸川大学）
前田 秀明（北海道旭川工業高等学校）
佐藤 純子（岐阜県立東濃高等学校）
若菜
初（東京都立狛江高等学校）
金田
隆（東京都立武蔵高等学校）

１．放送局の活動を通じた、地域との連携と生徒
の人間力の育成
北海道旭川工業高等学校・前田秀明先生

際教育総合文化研究所所長）の考案した英語教育
法についての研究会）。他にも①歌の速写とリズ
ム読み②教科書をプリントにつくりかえ、生徒が

私が赴任した平成16年には自発活動がなく、校

一時間の授業に一枚終了させるマラソン方式③評

内でも認知度が低かった放送局（放送部）。平成

価の可視化などを行い、また、英文の傾向により

18年には部員が２名にまで減ってしまい、「今、

読み方を変えて文意をくみ取りやすくするなどの

できることをやろう」と再スタートした。その生

方法をとっている。英文を読み取る際に、ペンタ

徒たちを励まし、それまで年間１、２本作成だっ

ブレットコンピュータとプロジェクタを利用し、

た映像作品を、19年には７本作成し、コンテス

黒板に英文を投映し、電子ペンで記号を記入して

トにも投稿、一定の評価を得た。これをきっかけ

いく方式の授業を実践した。また、インターネッ

に生徒の意識の向上が始まり、平成20年には青

トメディアから探した映像を見せて、リズムリー

少年非行防止自作ビデオコンクールにて最優秀賞

ディングを行っている。機器を使う際、私が操作

を受賞。生徒の自信につながった。旭川市で活動

を失敗しているときに、生徒たちが操作方法を一

するボランティア団体との連携、高校生平和祈念

緒に考えてくれることもあり、授業で情報機器に

ビデオ制作コンクール向け作品制作での市民の方

触れたり、操作に慣れさせてたりする必要を感じた。

たちの連携など、地域との連携も芽生えた。

３．講評・まとめ

放課後になると生徒たちが集まっていろいろと

江戸川大学・波多野和彦先生

議論したり、パソコンに向かったりしている。始め

放送番組や視聴覚教材をいかに利用するか、実

は連携があまりとれていないチームも徐々に連携

践の様子から皆さんが一所懸命に取り組んでいる

がとれてくる。短いもので１か月、長いものになる

のがうかがい知れた。いろいろな取り組みをして

と半年近くも費やし、生徒たち自身で企画し取材

いく中で問題となるのは、消極的な人たちをどう

し編集して、一つの作品を作り上げたときの笑顔

やって活性化させるかということである。実践を

がとても素晴らしく、この指導を続けたいと思う

広げていくために、授業での活動を通して、何を

原動力になっていると思う。これからさらに生徒

学ばせたく、生徒が何を学んだかというポイント

の自発的な活動が盛んになるよう指導を続けたい。

を示していただくのが良いのではないか。実践を

２．英語授業における視聴覚教材の活用

行うばかりでなく、他の先生を巻き込んで、次に

岐阜県立東濃高等学校・佐藤純子先生

実践をつなげるには何を伝えれば良いのかを、考

全校生徒291名の全日制普通科の学校で、２割
近くが外国籍生徒である。わかりやすい授業にす
るために、授業のユニバーサルデザイン化として
視覚化に気を遣ったり、授業アンケートを行った
りしている。生徒の理解を図るために中学からの
ブリッジ教材を取り入れたり、記号研方式を取り
入れた授業プリントなどを作成・使用したりして
いる（記号研～寺島隆吉氏（元岐阜大学教授、国
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団体別研究（全国放送教育研究会連盟）

テーマ

■

放送番組のよさを活かした保育・授業づくり
コーディネーター
パネラー
記

録

者

井部
堀田
木原
中橋
松川

良一（川崎市立はるひ野小学校）
博史（園田学園女子大学）
俊行（大阪教育大学）
雄（武蔵大学）
厚雄（東京都杉並区立天沼小学校）

１．基調提案（全放連研究部・井部）
今年度、「全放連」という組織について、紹介

①遊びからの学びを外につなぐ
②視聴と生活をつなぐ

リーフレットを作成した。63年間の全放連研究

③実体験と番組をつなぐ

の歴史の中で、北海道ブロックの研究大会が65

木原 「放送教育の基本精神」から小学校の実践

回目であり、素晴らしい実績である。今大会の全

を検証できた。複式授業における放送教育は「新

放連研究テーマには、私たちが60数年間大切に

しい教育課題に番組利用で応える」ものだ。道徳

してきた「学習者主体」の考え方が貫かれている。

や総合での活用は「番組の丸ごと利用や０分スタ

昨日の公開保育・授業は、どの会場でも児童生

ート」で子どもたちから多様な考えを引き出して

徒の学ぶ姿がよく見られた素晴らしいものだった。

いる。旭川の研究視点内容ABCが素晴らしい。

研究プロジェクトでは、「生きる力」パンフレ

Ａ→学び合いを重視した学習者中心の授業内容

ットを作成したので、若い先生方に無理なく使っ

Ｂ→思考が見える指導方法の工夫

ていただきたい。

Ｃ→確かな学びを保障する評価活動の工夫
中橋

旭川中の実践では、１年の社会は、
「10min.

２．シンポジウム

ボックス」と「高校講座」を活用し、視聴前に観

⑴ 各校種の保育・授業について

点（クイズの答えを探す）を与え視聴させた。３

堀田 旭川わかば幼稚園の研究主題は「コミュニ

年の理科では、「10min.ボックス」の一部と自作

ケーション能力を育てる」。そのために、園内の

ビデオ「4minボックス」をミックスで活用、視

壁にはテレビ画像や視聴活動の写真がたくさん掲

聴後、教師がタブレットPCをもって机間指導を

示されていて、園児は日常生活の中でそれらを見

しながら、理解が不十分な子に番組を再視聴させ

ながら振り返り、子ども同士でコミュニケーショ

るなど、生徒との距離感が縮んだ授業であった。

ンをとっていた。
視聴前・視聴直前・視聴中・視聴直後・視聴後
と５段階の指導を設定。「３つのつなぎ」が見え
てくる。

⑵ テーマ別研究協議会の様子
中橋 「生きる力を育む放送番組活用」（中学校）
星野先生の実践。教科指導において生徒の学習
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効果を高めるためにICT機器・教材や放送番組・
ＮＨＫデジタル教材をどのように活用するか。
①教材は学習者にとってのリアリティーが重要で
ある。放送番組との出会わせ方に注意が必要。
②資料性の高い（説明的な）番組は、その学習の
ねらいによっては部分視聴も考えられる。
③教師が必要な場面を明確にすることが大事だ。
木原 「生きる力を育む放送番組活用」（小学校）
横山先生の実践について。社会的実践力を育て

関心・意欲なら「丸ごと・ストーリー性」だろう。

るために、
「げんばるマン」を使い「探究」させる。

堀田

バリアフリー調査（直接体験）と番組視聴（ＮＨ

全体から幼児たちにいろいろなものを受け取らせ

Ｋの多様なコンテンツ）により、探究のサイクル

たい。

幼保では「丸ごと同時視聴」が基本。番組

（課題の再設定）に取り組んだ。「整理・分析」と
いう過程に挑戦したことがよかった。

⑷ 今後の展望

堀田 「健やかな心を育てる放送番組活用」（幼）

中橋

４園の先生方のポスターセッションがよかった。

今、３つの必要性を感じている。

①
「学力観・実践のねらいを意図した制作」と「制

わかば幼稚園はコミュニケーション力に焦点を当

作のねらいに応じた活用」の循環を生み出す必

て、放送番組の視聴を通して気になる子の育成を

要性。

試みた。たんぽぽ保育園は「お話でてこい」のラ

②番組もICTも日常の学習場面に当たり前に存在

ジオ聴取を通して集中力・想像力・表現力を育て
ている。磐城小学校附属幼稚園は幼小連携をテー

するものとして捉える必要性。
③校種間交流や教員養成・教員研修会等の場での

マに、「できた できた できた」を使い、小１プ

取組の必要性。

ロブレムへの対応を実践している。岩国東幼稚園

堀田

では、情報活用力の育成のために、放送番組を使

の共有が大切である。そして、
『学びの３つの支援』

い、インタラクティブな応答的中間領域を創出し

の大切さを感じている。

て研究を進めてきた。

子ども①

ＮＨＫが『ＮＨＫ幼保向け番組活用ガイド』を

放送教育の「成功モデル」と「普及モデル」

幼小連携番組を、幼児でも分かる小学

校低学年番組にする。

作成したので、全国で放送教育を始めようとして

学

生②

いる保育者・初任者への活用を呼びかけたい。

行う。全国大会などの場にも保育者養成講座など

放送教育スタートのためのサポートを

を設定する。
保育者③

⑶ 質疑
ＮＨＫ制作者

局内では、番組の10分化とクリ

木原

全国大会でブロック交流を設定する。

番組利用の基本コンセプトは「教材論的検

ップの提供など、デジタルサービスの充実に向け

討」である。⇒その特徴を生かすためには、丸ご

て議論をしているが、「番組を丸ごと使うorパー

と視聴を主柱に研究する。⇒それを前提とした「メ

ツとして使う」論に関して、実際授業で活用する

ディアミックス的展開」。⇒それを評価するため

時のそれぞれの効果等をお聞かせいただきたい。

の映像的ポートフォーリオを研究（視聴ノートが

中橋

中高での「10min.ボックス」は、ストーリ

タブレットPCに変わる）する。⇒それを支える

ー性はないが、授業者の判断で「丸ごと」利用の

「継続視聴のためのカリキュラム編成」。⇒その基

効果は上がるであろう。タブレットPCの普及で
「ク
リップ」
利用の可能性は大いに上がると考えられる。

盤は「学び続ける教師像」にある。
番組は進化している。教師もそして番組制作者

木原 教師が育てたい学力により異なってくる。

も、研究者も、お互い学び続ける存在として研究

知識・技能なら「部分・クリップ」、思考判断表現・

していきたい。
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