
視聴覚教育　2015.212

　平成26年11月21日（金）・22日（土）の両日、第18回視聴覚教育総合全国大会並びに第65回放送教
育研究会全国大会合同大会が、「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、東京都渋谷区・国立オリンピック記念青少年総合センターを主会場に開催された。１日目は
川崎市内のくろかわのぞみ保育園、市立はるひ野小学校・市立はるひ野中学校（施設一体型小中連携校）、
市立高津高等学校の各４会場で公開保育・授業およびテーマ別研究交流を実施、生涯学習部会については
足立区ギャラクシティにおいて開催された。
　２日目は国立オリンピック記念青少年総合センターにおいて団体別研究や、開会行事・功労者表彰式、
ＮＨＫプレゼンテーション、シンポジウムなどを内容とする全体会を実施した。２日間で延べ1,150名の
参加者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、川崎市内の各会場
校・園での先進的な実践も多く公開・発表され、参加者はその成果を持ち帰り有意義な大会となった。
　ここでは２日間の大会の様子を写真で紹介するとともに、開会行事・功労者表彰式、ＮＨＫプレゼンテ
ーション、シンポジウムなどを中心に報告する。
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　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。「健やかな心」「生き生きと学ぶ」「ICT
活用」「生涯学習メディア」など９のテーマからなる分科会を川崎市内の各公開保育園・公開授業校、足
立区ギャラクシティなど５会場にて実施した。

　２日目は、メイン会場である東京都渋谷区の国立オリンピック記念青少年総合センターにおいて、午前中４
会場で「ICT活用」、「メディア研修」、「放送番組を生かした授業づくり（ワークショップ）」などをテーマに各
団体別研究の発表や協議が行われ、それに対して、講師からの助言・指導を受け、会場からは熱気あふれる
積極的な質疑応答などもあった。

１日目（11月21日（金））公開保育・授業／テーマ別研究交流

２日目（11月22日（土））団体別研究、開会行事・功労者表彰、シンポジウム

視聴覚教育
放 送 教 育 全国大会報告

◉団体別研究
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◉シンポジウム

　午後の合同全体会は、最初に開会行事が行われ、主催者

を代表して視聴覚教育総合全国大会連絡協議会の会長とし

て井上孝美氏が挨拶し、また文部科学大臣祝辞として文部

科学省生涯学習政策局長の河村潤子氏にご祝辞をいただい

た。その後、視聴覚・放送教育の各団体の功労者表彰が執

り行われた。その後、「これからの視聴覚教育・放送教育に

期待するもの」をテーマにシンポジウムが開催された。

◉開会行事・功労者表彰

◉視聴覚教材・教具等展示研究会

大臣祝辞：文部科学省河村生涯学習政策局長

合同全体会シンポジウム
「これからの視聴覚教育・放送教育に期待するもの」
登壇者　堀田　博史（園田学園女子大学教授）
　　　　木原　俊行（大阪教育大学教授）
　　　　堀田　龍也（東北大学大学院教授）

　出展14社により開催された教材・教具の体験展

示会場では、「視聴覚機器・教材の発展と『教育

の近代化展』50年のあゆみ」と題したスライドの

上映と実物の展示が行われた。また、毎年恒例の

機材・教材の抽選会も行われた。

１．シンポジウムの進め方
　　堀田博史先生司会のもと、木原先生と堀田龍也先
生の意見を戦わせていく方法で行われた。

２．一日目の公開保育・公開授業、テーマ別研究交流
の振り返り

３．放送教育、視聴覚教育の主流（流行）
　　〜不易な部分を交えて、事例を提示・説明〜
４．バトルトーク
　　木原先生VS堀田龍也先生　フロアを交えて
　　〜放送教育と視聴覚教育の目指すべき方向の共
通・差異の確認〜

　　　放送教育の卓越性は、授業のユニバーサルデザ
インに求められる観点を一番組で複数満たすこと
ができるコンテンツである。そして視聴覚はデバ
イスに特化している。簡便で効果があり、持続性
の高さと積み重ねの効果が求められている。

５．近未来の放送・視聴覚教育のあるべき姿
　　放送・視聴覚教育の守備範囲の再確認
　　指導者の統合、カリキュラムの再構築、学習集団
の多元的な展開、家庭学習との連動

６．まとめ　次年度の大会に向けた課題と期待



視聴覚教育　2015.2 15

視聴覚教育
放 送 教 育 全国大会報告

　くろかわのぞみ保育園では４歳児、

５歳児の１クラスずつが同じ番組

『ノージーのひらめき工房〜楽器を

つくろう〜』の公開保育を行った。

　仕切りのない同じフロアーでの視

聴だったが、他のクラスが気になる

様子もなく、２クラスともそれぞれ

の画面に集中していた。視聴後は自

分のイメージに合った材料を選び、

考え、工夫し、協力して意欲的に製

作を楽しんでいる姿が見られた。

　保育の見学が初めてというＮＨＫ

番組制作者や制作会社のスタッフか

らは、幼児がのめり込んで視聴して

いる様子や視聴後に楽しそうに活動

している様子から、制作の意図がし

っかりと幼児に伝わっていることが

確認でき、次の番組制作の意欲につ

ながったという感想があった。

　７月から放送を取り入れたとは思

えないほど、放送が保育の中にしっ

かりと根を張っており、保育者と幼

児との間の信頼関係が成り立ってい

るのが感じられた公開保育だった。

　公開保育の後、くろかわのぞみ保

育園の職員、参会者、制作者が集ま

り、「意見交換会」を行った。

　４歳児の保育では、間違いを恐れ

ず自由な発想・表現を引き出し、自

分でできた喜びを味わわせることを

ねらいとした。思考錯誤の中に挑戦する姿勢や思考の広がりが見られた。友だちと協力しながらのびのび

と活動していた。

　５歳児の保育では、番組視聴後の自分のイメージを大切にして創作することをねらいとした。友だちと

作品を見せ合う中で、互いの思いを伝え合い、活動が多様になっていった。その中で、協力や役割分担も

生まれた。

　両担任とも子どものひらめきを見逃さず、声をかけるタイミングや環境作りに留意していた。制作者か

らは、「番組の意図と活動が一致していた。子ども同士のコミュニケーションがひらめきを広げ、また、

それをさらに引き出す保育士の働きかけが見事だった」との話があった。

　公開保育・授業紹介

◦くろかわのぞみ保育園
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公開保育・授業紹介

　放送番組を授業に取り入れることで学習のねらいを達

成し、思い深める授業展開を行った。小学１年（星野登

志子先生）『おはなしのくに』を活用した国語の授業。

継続視聴から児童が読書に興味関心をもち、読んでみた

い本を見つける活動。２年（平田明子先生）『銀河銭湯

パンタくん』を活用した道徳の授業。悩み葛藤してきた

主人公の物語を自分自身の問題として捉え、今後の実践

に繋げる展開。３年（大石裕子先生）『時々迷々』を活

用した道徳の授業。登場人物と生物とのかかわりについ

て考え、生命あるものを大切にしようとする心情を育て

る展開。４年（佐野加寿子先生）『時々迷々』を活用した道徳の授業。自分のよさに気付く主人公を通して、

自身の特徴について考え、よいところを伸ばそうとする展開。５年（栗栖里加先生）『スマホ・リアル・

ストーリー』を活用した特別活動の授業。言葉によるコミュニケーションのあり方を通して、友だちとよ

りよい関係を築くことを考える展開。６年（菅原央子先生）『道徳ドキュメント』を活用した道徳の授業。

いじめに対する自分の考えをまとめ、誰にでもおもいやりの心をもって接していこうとする気持ちを育て

る展開。中学１年（平林俊夫先生）総合の授業では、50インチテレビや実物投影機を使い、伝統文化の

魅力をことばで伝える活動を展開した。

　小学校１年（古田倫子先生）の特別活動では、番組『ありがと

うがたくさんある日』を視聴し、「ありがとう」のある場面のパネ

ルを用いて、身近なことへとつなげていく学習を行った。２年（中

野千明先生）は国語で、番組『きゅっきゅっとぎゅっぎゅっ』を

活用し、濁点や半濁点がつくと意味が変わることばを、辞典や絵

本等から集める授業を行った。３年（南條健太先生）は、総合の

大豆パワーの学習で、実物投影機、プレゼンテーションソフトウ

ェア、紙しばいなどを用いた効果的な発表の仕方を学ぶ授業を行

った。４年（徳本孝士先生）は総合で、福祉に関わる交流活動や体験活動したことを、デジタルカメラや

プレゼンテーションソフトウェアを使って調べたりまとめたり発信したりする学習を行った。５年（渡邉

友博先生）は、天気の予想にその時点のグラフや写真が用いられた意図を、50インチテレビを見ながらグ

ループで話し合うという形の国語の授業を展開した。６年（大平慎也先生）は国語で、対象となる絵画の「情

報カード」を並び替えたり、書き足したりしながら、自分なりの解釈を分かりやすく伝える授業を展開した。

　中学校１年（澤地博史先生）の体育（バスケットボール）の授業では、意識してほしい動きをプレゼン

テーションソフトウェアで50インチテレビに示し、実際のゲームに活かしていた。２年（中島智洋先生）

は技術のエネルギー変換の授業で、事前学習したプリントやタブレット端末を使って、LED電球、蛍光灯、

白熱灯それぞれの利点を短時間にまとめていた。

メディアからの感動や感性を大切にし、
豊かな心を育てる

児童生徒がICTを活用し情報活用能力を育成する

◦はるひ野小中学校

◦はるひ野小中学校

ハートフルはるひ野

情報活用能力
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視聴覚教育
放 送 教 育 全国大会報告

　「わかる授業、楽しい授業」を目指してICTを

活用した授業を行った。

　小学校１年（本田真一先生）は、国語の「じど

うしゃくらべ」の授業で、挿し絵（静止画）を見

せて ｢つくり｣ に視点を向けさせたり、DVD（動

画）を見せて ｢しごと｣ をより理解させたりした。

２年（郷家秀明先生）は、算数でテレビにかけ算

九九を次々と映し、前時までの復習に取り組んで

いた。３年（吉田　啓先生）は、体育の鉄棒の授

業で、映像から実際に自分が逆上がりをしている

ときのイメージを持たせる活動を行った。４年（涌

井陽介先生）は社会の「神奈川県の地図を広げて」の授業で、地図を実物投影機で50インチモニタに映

す方法を、読み取りの場面や気付いたことの共有の場面で利用した。５年（望月美和子先生）は、理科の

「雲と天気の変化」の学習で、天気が変化する理由を、新聞の切り抜きやインターネット資料、自分が観

察した空の写真などの情報から考察していた。６年（串崎広和先生）は社会「新しい時代の幕開け」の学

習で、工場の大きさを視覚的に捉えるために、50インチテレビを利用して富岡製糸場の大きさとはるひ

野小学校の大きさを比べていた。

　「わかる授業、楽しい授業」を目指して

ICTを活用した授業を行った。

　中学校１年（戸塚真里江先生）の理科「身

の回りの物質」の授業では、始めに、指導者

がアンモニアの噴水実験を演示しその原理を

４人班で考えるという授業を展開した。学習

ではホワイトボードを用いて意見交流をした

り、そのホワイトボードを実物投影機で映し

出したりして各班の発表に用いた。また、そ

のホワイトボードを黒板に貼って残しておく

ことで、視覚的に分かりやすいように工夫し

ていた。

　２年（武内洋平先生）の数学「三角形と四角形」では、生徒の図を、実物投影機とプロジェクターを用

いて黒板上に大きく提示したり、パソコンの作図ツールで図を動かし電子黒板に映し出したりしていた。

これにより、条件に合ったさまざまな図を全体で共有することを目指した。やや難易度の高い課題であっ

たが、生徒たちは意欲的に取り組んでいた。また、さまざまな図から思考を深める場面では、積極的に意

見を交換しあう姿も見られた。

ICTを活用し「わかる授業、楽しい授業」を目指す

ICTを活用し「わかる授業、楽しい授業」を目指す

◦はるひ野小学校

◦はるひ野中学校

ICT活用

ICT活用
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公開保育・授業紹介

　小学校サポート級では、『できた できた で

きた』を活用した自立活動の授業が行われた。

全員で番組を視聴して、手紙の書き方を学んだ

後、個別の学習スペースへと分かれて、お世話

になっている先生へと手紙を書いた。個々の特

性に幅のある集団であったが、みんなとても楽

しそうに眼を輝かせて番組を視聴し、活動に取

り組んでいた。書き終えた手紙をとても嬉しそ

うに先生へ報告する児童の笑顔が印象的な授業

であった。

　中学校サポート級では、自立活動の授業でプ

レゼンテーションソフトウェアを使って、「は

るひ野中学校を紹介しよう」をテーマにプレゼ

ンテーションを作成していた。本番に向けての

プレ発表は、自分たちの作ったプレゼンテーシ

ョンで生き生きと発表できていた。自信にあふ

れる発表の様子が印象的な授業であった。

　２学年選択科目「情報メディア」（男

子５名、女子７名）はコンピュータ教室

で実施された。生徒は文科系であり、将

来専門学校進学を希望している。授業は、

映像制作を通じて自らの思いを映像技法

に載せ、視聴する相手に伝達する表現力

の育成を目的としている。そのために、

目的に合わせて造形要素を選択し表現す

るための手法や、効果的な演出と情報操

作との相違についての理解をはかること

を具体的な目標としている。

　本時では、グループによる中間発表（一

人一人によるグループ内での役割説明、

映像技法の説明とその使用理由、そのことによる成果など）を通して相互評価（記録用紙への記入など）

を行いながら、発表で得たアドバイスを参考に編集作業を継続する様子が紹介された。生徒たちは生き生

きとした表情で発表し、授業参観した教育関係者の質問に対しても的確に回答していた。その後授業終了

まで作業を続けていたが、授業に集中する姿が非常に印象的であった。

─映像制作を通じた表現力の育成─

◦はるひ野小中学校

◦高津高等学校

特別支援（サポート級）

映像を表現する
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視聴覚教育
放 送 教 育 全国大会報告

１．実践発表
⑴わかば幼稚園の教育と放送教育の取組

　20年以上にわたって放送番組の継続視聴を行

っている。年間を通して継続視聴番組の指導計画

を立て、３歳児年少組は、みんなで楽しく視聴す

ることで、短いコーナーの多い『ピタゴラスイッ

チ』を、４歳児の年中組は、番組から刺激を受け、

発想豊かに作って遊ぶことで『ノージーのひらめ

き工房』を、そして、５歳児年長組は、自然への

興味を深め、さらに友だち同士の思いを共有し合

い工夫しながら活動することで『しぜんとあそぼ』

を視聴している。また、それらを関連付けて年間

の指導計画を立てている。

⑵『しぜんとあそぼ』の実践から

　この番組は生き物をテーマとし、いつもはなか

なか目にすることのできない部分も美しい映像で

描かれている。視聴後の調べる、観察する、描く、

作る等のさまざまな活動から自然への関心がより

深まっていく。視聴後の保育をその日だけにせず、

普段の保育で活かせるようにしている。

　昨年度は、年長組は20回番組を継続視聴した。

実践例１『さけ』
　四季を通して忠別川の川遊びを行い、川に慣れ

親しんでいる。さけの遡上を見学し、番組と関連

付けて保育を行った。視聴後の活動は、さけその

ものを調べる活動から、紙でさけを作りそれを釣

りのように楽しむものまで多様であった。園でも

毎年さけの受精卵を育て放流している。

実践例２『ゆきとこおり』
　視聴後継続的に雪の結晶を観察した。日々の変

化の様子に興味を示した。また、いろいろな氷作

りを自分たちで考え工夫していた。

　『しぜんとあそぼ』の継続視聴により身近な昆

虫や植物にただ触れるのではなく進んで図鑑を調

べ、面白さ、不思議さ、新たな発見、疑問を感じ、

関わりがふかまってきた。活動も深まり話し合い

も活発になった。遊びの活動から学びの芽が生ま

れ小学校での学習につながっていくことも期待で

きる。今後も子どもたちの自然への興味関心を高

めるような取組を工夫していきたい。

２．研究協議
・�さけは産卵後死んでしまう。卵から生まれた稚

魚は自分の力で生きていく。その価値観を子ども

たちに感じてほしい。他者を知り己を知るように。

・�幼稚園の放送教育の目標として人間形成があり、

そこには生命の大切さの育成もある。『しぜん

とあそぼ』の継続視聴を通して生命の大切さを

知るとともに豊かな感性を育むことができる。

３．指導・講評
　健やかな心とは何か。豊かな心、豊かな心情、

優しさ、信頼、思いやり、親しみ、安らぎ、畏敬

の念、好奇心、探究心などが考えられる。『しぜ

んとあそぼ』では畏敬の念、『ノージーのひらめ

き工房』では、好奇心や探究心の育成が考えられる。

心情、意欲、態度はいろいろな活動に表れてくる。

指導者は、子どもの反応によってその後の展開を

工夫し、人格形成の基礎となる心情を育てるよう

にしたい。多様な展開が生まれたのは、複数年の

継続視聴がもたらしたものだと思われる。多様性

と連続性の結びつきを考えることにより、領域を

越えた遊びや学びの可能性を広げることが大切だ。

テーマ別研究交流　第１分科会

講　　　師　木原　俊行（大阪教育大学）
提　案　者　土井　沙織（学校法人旭川宝田学園わかば幼稚園）
制　作　者　中澤　淳人（ＮＨＫエデュケーショナル）
司　会　者　鳩山多加子（東京都文京区子育て支援課）
運　営　者　竹下　佳余（東京都千代田区立九段小学校）
記　録　者　田中美枝子（放友会）

テーマ ■ 健やかな心を育てる放送番組活用

　テーマ別研究交流
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テーマ別研究交流

１．実践発表
放送番組活用の意図の紹介

⑴番組活用で学びの共通土台にのせられる。

⑵心が揺さぶられる（感動が生まれる）。

⑶�番組と子ども、子ども同士、教師と子どもとい

う関わりから学びが深まる。

放送番組活用で期待すること

　放送番組の年間を通して継続活用・多番組活用

で主体的に考えて行動できる力を養いたい。

⑴信頼感をもって話し合うことができる。

⑵安心して表現できる。

　『いじめをノックアウト』の番組紹介

　１時間の授業の流れの紹介

事前アンケートの結果紹介

↓（板書で紹介・自分の立場を表明）

番組視聴

↓（感想を書く・感想を見て歩く）

テーマについての話し合い

↓（グループで意見を出し合う・発表）

授業の最後に番組のWebサイト

↓「みなみの考え」を視聴し感想を出す

次時の確認

本時の流れの中での「子どもが生き生きと学ぶ場

面」の紹介

場面１　各班で出た考えをクラスで共有した。

　　　　「学んだことを生かして学級レクを企画」

場面２　視聴によって思考がはじまり会話が始まった。

　　　　�「共感的に理解・自分の考えと比較・他

者の感想と対話」

場面３　番組視聴で問題を全員が共有した。

　　　　「人と関わりながら再思考を行っていた」

２．ワークショップ
『いじめをノックアウト』を視聴後、９グループ

に分かれ、実際に授業を行うことを想定した指導

案作成・発表

・�ロールプレイが有効・同じ番組でも教科領域に

よって違う展開になると思う。

・内容が小学校低学年には高度ではないか。

　などの意見が発表された。

３．指導講評
○成松　弘明ディレクター

� （ＮＨＫ青少年・教育番組部）

・�昨年度よりも内容が高度になっている。今まで

の番組は低中学年向けであったが、今年は中高

学年向けに作成した。HPで昨年の番組も視聴

できるので、全学年で対応できるため。

・�小中学生がいじめで悩んでいる言葉を大切にし

ている。それが毎回の番組のテーマになっている。

○堀田　博史教授（園田学園女子大学）

・活用例は学級の実態に合わせて行うべき。

・�子どもの変容は言語化することで分かる。今回

の発表は個−共有−グループ（まとめ）と繰り

返し言語化している。

・�視聴後の展開が今までの型に入らない。だから、

クラスの実態に合わせて展開できる。番組がコ

ミュニケーションが生まれる起点になれる。

・�評価シートの分析がより大切になってくるが、

学級の実態に応じて事前のアンケートはなくて

も良い。

テーマ別研究交流　第２分科会

講　　　師　堀田　博史（園田学園女子大学）
提　案　者　片岡　義順（川崎市立下布田小学校）
制　作　者　成松　弘明（ＮＨＫ青少年・教育番組部）
司会・運営　吉田　圭一（横浜市立東汲沢小学校）
記　録　者　佐藤　寿朗（埼玉県新座市立新堀小学校）

テーマ ■ 子どもが生き生きと学ぶ放送学習
〜学習者を主体とした放送番組活用（小学校）
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視聴覚教育
放 送 教 育 全国大会報告

テーマ別研究交流　第３分科会

１．実践発表の概要
　「社会の現実と向き合い、自ら考えることので

きる子どもを育てる道徳学習」のために、ＮＨＫ

学校放送番組『道徳ドキュメント』を活用した。

今回の実践で活用した番組は、『河川敷はだれの

もの？』〔4−（１）：公徳心・規則尊重・権利義務〕

である。番組視聴後、子どもたちは、ルールが必

要か必要でないかの立場で活発な話し合いをした。

話し合いの後半では、「ルールがあるなしよりも

マナーを守ること」という視点に子どもたちの思

考が変わっていき、「マナーを守る」という、人

としてのふるまいの本質に迫っていった。話し合

い全体を通して、子どもたちは、相手のことを大

事にし、思いやりの心をもつことの大切さや、お

互いの考えを共有し合い尊重することで問題の解

決を図っていくことを学ぶことができたという報

告があった。

　なお、提案者の実践発表の途中で、本時の授業

の中心である「ルールは必要か必要でないか」に

ついての模擬授業を取り入れ、参会者自身が考え

を出し合ったことは、後の情報交換でのグループ

での話し合いに有効だった。

２．情報交換
　情報交換では、４〜５名ずつのグループで、本

実践発表をもとに「豊かな心を育てるための放送

番組を使う意図や視点」を中心に話し合い、①放

送番組活用の「ここがポイント」②放送番組活用

の「ここが悩みどころ」③放送番組で育む「豊か

な心とは？」を観点として話し合いの報告を行った。

　全体的には、「道徳ドキュメント」の活用は、

社会に目（意識）が向いていく小学校高学年にと

って、より広い視野で社会の中で起こっている事

象を多面的にとらえ、自分自身のこととして考え

ようとすることに有効に働いていることとまとめ

られる。課題としては、15分番組は長い。映像

からの情報量がとても多いため、授業のねらいを

もとに、どこに視点をあてて道徳的価値を捉えさ

せるかの工夫が大切となることが出された。なお、

番組制作者の谷花菜子氏（ＮＨＫ青少年・教育番

組部）からの、子どもたちが考えるのにふさわし

い題材を選ぶ過程の話は、番組制作の意図を理解

する上での参考となった。

３．指導・講評
　授業実践からは、「ルールによる規制とマナー

による折り合い」と「相手の立場に立って考える」

ことを根幹においていること。発問においては、

「複数の立場をまず確認して、それを黒板上で判

断を表現していること」「理由を問う中で生活と

結び付け、社会に目を向けるようにしていること」

「判断にゆさぶり・再ゆさぶりをかける問いかけ

を行っていること」は、『道徳ドキュメント』を

有効に活用することの参考となる。

　豊かな心を育てる上で、子どもたちの日常に番

組を位置付けること。番組と模擬体験を通して実

感することが大切である。思考力・判断力・表現

力の立場からは、番組の中で提示された問題を実

感し、切実な問題として向き合い、解決のための

判断を行うこと。内面を表出させるためには、書

く活動を入れることもよい。自己と他者・社会と

のよりよい関係をつくるための思いやりの心を育

むためにも『道徳ドキュメント』の活用に期待し

たい。

テーマ ■

講　　　師　稲垣　　忠（東北学院大学）
提　案　者　大坂　慎也（島根大学教育学部附属小学校）
制　作　者　谷　花菜子（ＮＨＫ青少年・教育番組部）
司会・運営　松川　厚雄（東京都杉並区立天沼小学校）
記　録　者　落合誠一郎（東京都板橋区立北前野小学校）

豊かな心を育てる放送番組活用（小学校）
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テーマ別研究交流

１　発表概要
⑴発表のねらい

　本発表では、2013年度に実施した「情報モラ

ルの実践」について、児童の実態調査の結果を踏

まえ、何が児童に必要であるかを昨年度の取り組

みを交えながら本年度の実践を発表する。

⑵実践の概要

　児童のインターネット利用について「幅広い情

報モラルに関する実態」（名古屋市教育センター

情報教育研究室）と情報機器活用の実態アンケー

トを基にした。「情報社会の中で人との関わりに

ついて正しく判断する態度を育てたい」と思い児

童の内面に訴えた。

　情報モラルを「知識」「思考」「行動」の３つに

分け、実践を行った。まず、「知識」では、情報

社会のルールを自らが知っていることを確認し、

新たに学んだ「知識」を整理する活動を行う。「思

考」では、グループでワークシートを活用した話

し合い活動を行う。情報モラルは、知識として知

っていても日常生活で生かせなければならない。

日常生活に生かすにはどのようにすればいいのか、

なぜそのようなルールが必要なのかを考えること

で「思考」の高まりが見られると考えた。

⑶実践の課題と成果

　実践前と実践後では、児童の情報モラルの考え

方が良い方向に移行していた。

○�児童が協力して情報モラル教材を製作すること

で、相手の気持ちや立場を意識することができ

るようになった。インターネット上でも人との関

わりについて正しい判断ができるようになった。

○�情報モラル教材を製作し、振り返ることでイン

ターネット利用場面で情報モラルの知識をどの

ように生かせば良いのか気付き、児童自身のイ

ンターネット利用方法の改善につながった。

○�校内の協力体制や各学年の実態をしっかり把握

し、系統立てて指導を進める必要がある。

⑷今後の取り組みについて

　授業参観や懇談会において、保護者や地域の

方々にも情報モラルについて広く知ってもらうこ

とが重要である。家庭と連携して「モラルカレン

ダー」を活用し情報交換できるよう実践していく。

　また、近隣の小学校や中学校と連携して、本校

で実践した情報モラル教育を共有していきたい。

２　指導・講評
①�子どもたちを不幸にしたくない。生活の中で起こ

るトラブルをどうするか。（スマートフォン・インターネット）

②家庭の考え方に影響される部分が大きい。

　携帯の所持・利用の約束

③メディアは生活に組み込まれている。

　禁止したところでいつかどこかで使う。

④メディアのことは、子どもの方が詳しい。

　教えるべき本質は何なのか。

【高瀬実践に学ぶ】

①年間を通して教科関連を踏まえた実践

　年間40時間：さまざまな機会で取り組む

②関連を意識した実践

　保護者との連携・小中連携

　情報モラル教育＝リスクマネージメント

③段階を踏まえた実践

　知識レベル→思考レベル→行動レベル

　教える・調べる→制作／発信

○そもそも教えるべきことは何か

　情報化は自分や社会の幸せのため…考え方

　安全に活用するためには…安全のためのスキル

　相手と上手く過ごす…人間関係調整のスキル

　社会に迷惑をかけない…情報発信の責任

　これらを支える知識…メデイア理解

○誰にでもできるようにするために

　・小型の実践・市販教材の活用

　・情報モラル週間をつくる

テーマ別研究交流　第４分科会

助　言　者　堀田　龍也（東北大学大学院教授）
提　案　者　髙瀨　喜仁（名古屋市立東小学校）
司　会　者　木村　和夫（東京都台東区立浅草小学校校長）
運　営　者　古谷　尚律（東京都台東区立東泉小学校校長）
記　録　者　稲葉　英美（東京都台東区立東泉小学校）

テーマ ■ 発達段階と実態に応じた情報モラル教育
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視聴覚教育
放 送 教 育 全国大会報告

１．発表概要
　担当である１年生は、園とはまったく違う学校

生活に困惑しやすく、学校生活に慣れることが一

番の目標であった。そこで、子どもたちが安心し

て生活できる学級を創ろうとする中でたどり着い

たのが『できた できた できた』という番組だった。

⑴実践①『きれいにするとすぐみつかるね』

　学校生活に慣れ、片付けが乱雑になる子どもが

増え始め、教室内がぐちゃぐちゃになり始めた。

番組を視聴し、思ったことや経験したことを話し

てもらった。登場人物であるガッツ王子はどこに

でもいる子であり、子どもたちは自分たちのこと

のように思って視聴し、自分の体験ともつなげや

すい。子どもの中で自分の体験と番組とがつなが

った時に「整理整頓」とはどんなことなのか本当

の意味で「理解」できた瞬間があった。

⑵実践②『いまはなにするじかん？』

　それまでの授業では、番組の内容に対して子ど

もたちに、「自分も同じように困ったこと」を中

心として話させていた。しかしこの回では「成功

体験」を例に挙げ、どうしたらできることを増や

せるのかを話し合った。２週間後に一部の子ども

たちに具体的な手立てを提示するために視聴して

いた『スマイル！』を視聴した際に、子どもたち

から「ガッツ王子と一緒だ！」との発言があった。

子どもたちが番組と番組をつなげて考えるように

なっていた。

⑶子どもたちの変化から学んだこと

　番組と番組、友だちのことばと番組、そして自

分の体験と番組をつなげ、自分の体験と「ことば」

がつながった時に、その「ことば」が子どものも

のとなる。私たちがすべきことは、子どもたちの

これらの学びをつなげることである。入学当初は

点と点であった学びが、徐々につながり線となり、

さらに網のようにつながり始めている。

　番組タイトルはそのままが合言葉になる。「整

理整頓しよう」、「いまはなにするじかん？」など

子ども同士で声をかけ合い行動するようになって

いる。短い言葉を繰り返すことで合言葉へと定着

し、広がりと深まりが生まれていく。

２．指導・講評
　番組を観ると感動し、脳への刺激となり、「よ

し！やってみよう！」という気持ちを生む。また、

番組で出てくる同世代の子どもの活動が自分に置

き換えられてモデルとなり、望ましい行動につな

がる効果がある。小学校１年生は教育の原点の子

どもたちであり、日常生活の基本を学ばせること

は大切である。中條先生が作られているように学

級だよりに授業での取り組みを書くと、家庭でも

取り組んでもらえるようになる。教育には家庭と

の連携が重要である。

３．番組制作者より
　『できた できた できた』は教科の番組ではな

いのに上手く使ってもらい嬉しい。元々は特別支

援教育のためではなく、幼稚園・保育園から小学

校になり大きな環境の変化を受ける新１年生を応

援する番組として、生活について歌とリズムでわ

かりやすくしたかった。それが幅広い人々に観て

もらえてとても嬉しく思う。

テーマ別研究交流　第５分科会

テーマ ■

講　　　師　坂田　紀行（元全放連副理事長）
提　案　者　中條佐和子（大阪府富田林市立向陽台小学校）
制　作　者　遠藤あゆみ（ＮＨＫ青少年・教育番組部）
司会・運営　服部　千草（東京都立立川ろう学校）
記　録　者　坂崎　弘幸（東京都立光明特別支援学校）

放送番組を活用した学級作り・特別支援を必要としている子どもたちのために
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テーマ別研究交流

１　実践発表　大塚泰史先生
　知識を伝えるというよりは、考え方を学ぶ『考

えるカラス』のような番組が出てきた。授業でど

う使うか。私は子どもたちへ「印象に残っている

ものは何だろう」、「感想は」、「数学に」、「絵を描

いてみる」、「歌詞を書いてみよう」、「発想力も必

要だよ」、「今日見つけた話題を日記として書いて

みよう」などと、教科・学活等でいろんな発想を

させてみた。

　空いた時間を考える時間に使う。一つの映像を

みんなで見て、答えはどれだろうと考える。身近

なものに疑問を持たせ、意識させる。生き生きと

学ぶための授業作りには、教科書とノート、実験

プラス放送番組を使うことで考えをまとめさせる

とよい。視聴することで同じ課題に向かうことが

できる。生活との関わりを持たせる。学習するこ

との意義や楽しさを伝えるために、月一回くらい

使う。感想を書かせる。長期休暇中にも見せる。

視聴することで話し合いのネタにできる。

２　研究協議
　現行の学習指導要領の中でも「思考力・判断力・

表現力」の育成を求めている。従来の学校放送番

組は、思考させることよりも理解させることを目

指した番組が多かった。科学的なものの見方考え

方を鍛える番組があるべきだ、という考えが『考

えるカラス』になった。単元で使うのは難しいか

もしれない。今の教育課程にはなじみにくい。考

える時間を保証する必要がある。そういう意味で

は重要な番組であり、実践である。

　即効性があるとは考えていない。教科の中で、

授業の中で考え方を生かす。理科に限らずいろい

ろな教科で使える。数学でも使える。証明を逆に

して、結論から戻るということもできる。横断的

に使うこともできる。視聴力をつけさせていくこ

ともねらえる。

　目に見えての変化はない。楽しいから見る。情

報発信の力もつくのでは。『大科学実験』は、科学に

関する興味関心意欲を刺激する番組作りをしてい

る。番組の特性を理解した上で使い分けるとよい。

　生徒に結論を聞かれたら、何に関連するか伝え

る。さらに疑問を持ってきた生徒には、レポート

に書いてみようと促す。答えを教え込むのではな

く、考えることを促していくことが重要。先生の

子どもたちへの課題が、番組の中だけで完結する

のではなくて身の回りのものをよく見ていこうと

いう課題になっているところがうまく、番組から

日常生活への学習に移行させるようにしていてよ

い。「今日の発見の歌」を作ることに子どもたち

は楽しみがあろうが、ネタになる内容は科学的事

象である。

３　まとめ
　自分で発見したことはうれしいし、発見したこ

とを人に伝えることで人の役に立てるということ

も意欲的に学ぶ要素として重要。生き生きと学ぶ、

学ぶ喜びを感じながら自ら学ぶ。この中で考える

力、思考力を育むということは大事。『考えるカ

ラス』は、挑戦的番組。その要素が他の番組にも

生かされていくのが望ましいのではないか。それ

を活用して授業がよくなり、子どもたちの学習意

欲が上がり、子どもたちの学力に目に見えるよう

な形で反映していけるように、今後の研究に生か

していけるとよい。

テーマ別研究交流　第６分科会

テーマ ■ 生き生きと学ぶ子どもを育てる放送学習（中学校）
講　　　師　中橋　　雄（武蔵大学）
提　案　者　大塚　泰史（鹿児島県鹿児島市立鴨池中学校）
制　作　者　竹内　慎一（ＮＨＫエデュケーショナル）
司会・運営　星野　由佳（東京都江戸川区立西葛西中学校）
記　録　者　桜井　芳雄（東京都三鷹市立第三中学校）
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視聴覚教育
放 送 教 育 全国大会報告

１．発表概要
「効果的な授業や生徒会活動の工夫について、書

画カメラ等のICT機器やプレゼンテーションソフ

トを活用した実践報告」

　学校での授業や、生徒会活動をより分かりやす

く伝え、理解させるための実践が報告された。プ

レゼンテーションソフトウェアにおいてのスライ

ドの組み立て方の基本から始まり、映像を効果的

に使う方法やどのような場面で有効かなどが話さ

れた。教員自身だけでなく、生徒たちが、学年集

会や朝会、学習発表の場面で使う様子が示された。

成果として挙げられていたのは、生徒がうなずい

ていたり、理解している表情を多く見ることがで

きたり、また、見やすくわかりやすいという生徒

の反応があったということであった。

２．研究協議
　さまざまな地域から来ている方々に、その地域

でどのようなICT機器を活用しているかという質

問を投げかけた。

　北海道ではある小学校では、一人一台タブレッ

ト端末があり、セットトップボックスを使って授

業をしているという話をいただいた。愛媛の松山

市の学校では、大型テレビと実物投影機、タブレ

ット端末が各クラス２台あり、それを活用してい

るとのことだった。

　その後、何人かの方に発表していただき、参加

者で５〜６人ぐらいのグループを作り「ICT機器

を使った授業内での工夫」を話し合った。合計８

グループが発表した。ICT機器が充実している学

校では、教員側の能力にバラつきがあり、教科に

よってはおもちゃになっていたり、まったく使っ

ていなかったりなどの課題があるということであ

った。

　ICT機器が今後、充実する予定の学校では、教

員側が普段の授業で使うためには、どのような工

夫が必要なのかという質問があり、充実している

学校のいくつかが、これまでの経験として教師が

なれるための場面設定（業者を呼んでの使い方講

座など）や細かいルールなどの設定が需要である

とのことであった。

３．指導・講評
　はじめに、世界（シンガポール、ドイツ、フィ

ンランド、韓国、アメリカ等）の学校でのICT機

器の使われ方が紹介された。その中で、世界の

ICT機器はプロジェクター（拡大提示）が主流で

あることが伝えられた。ICT機器は魔法の道具で

はないということもあわせて伝えられた。例えば

として、「現在の川崎市の人口を調べる」という

課題が示された。ICT機器を活用すれば、「川崎

市の人口」は簡単に情報を得ることができる。し

かしながら、どの情報が正しいのか、考える必要

がある。そのため、正しい使い方を教える必要が

あるということであった。

　また、世界で電子黒板ではなく、プロジェクタ

ーが普及している理由として、「値段」が上げら

れた。両者を車にたとえるなら、電子黒板は高級

車、プロジェクターは軽自動車で、電子黒板がフ

ロアに１台あるより、プロジェクターが全クラス

にあるほうが、使用頻度が上がり、効果があると

いうことであった。

テーマ別研究交流　第７分科会

助　言　者　高橋　　純（富山大学）
提　案　者　西原　　大（東京都足立区立六月中学校）
司　会　者　町田　義広（川崎市立大師中学校）
運　営　者　村上　典宏（川崎市立川中島中学校）
記　録　者　小池　健志（川崎市立今井中学校）

テーマ ■ ICTを活用した新たな授業作り
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テーマ別研究交流

１．発表
「実践授業について〜 ICTを活用した新たな授業

づくり」� 川崎市立高津高等学校　露木律文先生

　教科情報の「社会と情報」「情報科学」の一部。

科目名は「情報デザイン」で情報メディアを扱う

専門科目であり、共通科目よりもより実践的、高

度な内容を扱う。選択生徒は文系進学希望者・専

門学校希望者が中心で、興味関心が高い。

　映像作品を制作し、情報のデザインについて学

び、目的に合わせて造形要素を選択し効果的に表

現するための手法、効果的な意味の演出について

の理解をはかる。中心は表現したいことに合わせ

た技法を利用すること。

　一連の授業の始めにＮＨＫ番組『テクネ』（メイ

キングをテーマとする番組）を活用した。まず自

分の思いを絵コンテに表現し、その後グループで

の作成へ。多様な技法が登場するよう教員がリー

ドした。本時は、中間発表として、動機づけと情

報交換を行った。動画作成ソフトウェアは使いこ

なすのが難しかったが、難しい技への挑戦は有意

義。技巧だけでなく、思いの表現に変えていきたい。

情報について生徒自身が判断できる力を養いたい。

○質疑応答

　授業の時間枠の取り扱いや、著作権などのリテ

ラシーに関する指導や、相互評価の方法などにつ

いて。

○講評� 東京女子体育大学　小田和美先生

　中途半端感が残る。これは専門教科を持ってき

てしまったことに起因するだろう。情報コンテン

ツを制作することが目的なら、情報デザイン、相

当高いスキルが必要である。１年時の社会と情報

の後、カリキュラム上の選択の持っていき方自体

に無理がある。一方で、生徒の活発な創意工夫の

発現は先生の指導の賜物であろう。しかし、始め

に生徒に示したテクネに囚われ、これを使って何

をやろうか、という発想になってしまった。テー

マはあらかじめ決めたほうがよい。「思い」とい

うのは生徒には難しいだろう。機械は大人が使え

なくても子どもは使える。大人がリードすべきは

中身の問題である。

２．講演
「ICTを活用した新たな授業」

� 東京女子体育大学准教授　小田和美先生

　ICTは道具、器でしかない。教育においては使

わなくても生きていける。活用するには指導の中

身が重要である。新しい道具が次々と現れる今日、

中身の工夫で如何様にも発展可能である。教育と

は次世代（人間）の育成であり、目標は思考力・

判断力・決断力・行動力を付けること。ICT活用

は目標ではなく手段である。

　授業では、安全確実に情報を見つけ出せる技術

を繰り返し伝える必要がある。作った本人のもの

から持ってくる、一次情報を使う、人のものを借

りるならルールやマナーを守る。ただし授業中と

外の峻別が必要である。自立して生きる次世代教

育方法の工夫・改善が必須である。

○質疑応答にて

　著作物は授業だけでのみ、フリーの一次著作物

のみ編集して良い。信頼性を見分ける手がかりと

して、ドメインをみる、どこのサーバーにあるか

調べる、専門家かどうか考える、作者のプロファ

イルを確認する、などがあるとして指導している。

テーマ別研究交流　第８分科会

発　表　者　露木　律文（川崎市立高津高等学校）
講　　　師　小田　和美（東京女子体育大学）
挨　　　拶　遠藤　久恵（川崎市立高津高等学校）
司　会　者　若菜　　初（東京都立狛江高等学校）　守屋　一幸（全国高等学校メディア教育研究協議会）
記　録　者　畑中　久枝（川崎市立川崎高等学校）

テーマ ■ ICTを活用した新たな授業づくり（高等学校）
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視聴覚教育
放 送 教 育 全国大会報告

１．発表概要
⑴�「仙台市における、デジタル時代に対応した生

涯学習メディアの活用」

� （高橋氏報告）

○�地域の身近な素材をもとにした映像ソフトの制

作を推進し、地域映像ソフトの委託事業。審査

会を経て、全国自作視聴覚教材コンクールへ出

品。

　�せんだいメディアテーク教材アーカイブに収蔵

され、ソフトの貸出しとインターネットで視聴

が可能。

○�SMMA（仙台・宮城ミュージアムアライアンス）

の活用が進んでいる。

　�「つながる」、「つたえる」、「ひろがる」をテー

マに、WEBサイト「見験楽学　仙台・宮城ミ

ュージアム情報局」の運営を通して、市民が博

物館等の新しい魅力や隠れた面白さを発見でき

る。

○�せんだいメディアテークは、メディアを通じて

自由に情報のやり取りができ、使いこなせるよ

うに支援する施設。平成20年から市内小学校

と連携して、「コマ撮りアニメーションづくり」、

「木町の宝」など学校と地域との連携モデルを

作っている。

⑵「作る、造る、創るメディア」

� （福井氏報告）

○�ギャラクシティは、平成25年「子どものそう

ぞう力（想像力・創造力）」を育む体験施設と

してリニューアルオープン。

　�区民ボランティアによる「こどもゆめクラブ」

での「クレイアニメ」、「2Dアニメ」、「ロボット」

の取り組みの継続。

○�プラネタリウムの発想を変え、映像を創り、上

映するフルデジタルシステムを備えた「まるち

たいけんドーム」と映像制作の場として「デジ

タルらぼ」を整備。

○�子ども、区民、大学が参画して創るメディア活

動「星空くらぶ」や「中高生の映画部」では、

映画監督の指導のもと、毎月定期的に映画作り

をしている。

２．研究協議
・�地域映像制作委託について質問があり、市民の

自主制作グループを含め９団体が応募している

状況の紹介があった。

・�映像制作等で子どもたちと高齢者、親子など学

びの中で一緒にかかわる姿が紹介された。

３．指導助言
・デジタルアーカイブスは、世界に共通する特徴。

・�デジタル時代のメディア環境の変化は、世代を

超えた学習者のコミュニケーション。

・�イギリスの例では、ジャーナリズムの本質を学

ぶプロジェクト、ニュースを制作する体験など、

「BBC　NEWSの哲学」を強調する。

・�地域をベースにした子どもたちの取材制作、鋭

い視点をもった視聴者を育てる。

テーマ別研究交流　第９分科会

助　言　者　　　　小平さち子（ＮＨＫ放送文化研究所　上級研究員）
コーディネーター　照井　　始（全国視聴覚教育連盟）
パネリスト　　　　高橋　一誠（仙台市教育局生涯学習課主査）
パネリスト　　　　福井　京子（東京都足立区教育委員会青少年課社教主事）

テーマ ■ デジタル時代に対応した生涯学習メディアの活用
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１　発表概要
⑴「生きる力を育む視聴覚教育の追求」

� 豊島区立巣鴨小学校長　原　香織先生

　学習指導要領に示されている教育課程の実施上

の配慮事項に基づいた、児童の情報活用と情報モ

ラルの指導について、教育の情報化ビジョンに則

り、学びのイノベーションを推進することを考え

た21世紀型スキルを見据えた研究活動を発表さ

れた。この取り組みは東京都小学校視聴覚研究会

の研究活動「ICTを活用した21世紀にふさわしい

学びの実現」と連動した研究である。

　巣鴨小学校における研究の取り組みは、学年の

発達段階に応じた課題を設定しながら、全校にお

ける情報教育の指導課程を実現したものと言える。

　４年生では、豊島区巣鴨地域を紹介するホーム

ページづくりを通じて、情報を発信する際の「責

任」を考えさせ、情報をチェックし、おとなと確

認して発信する体験を通じて情報モラルを育成し

ている。５年生では、タブレット端末で新１年生

に自校を紹介する新聞づくりから、１年生にもわ

かる紙面づくりを通じた相手意識をもった情報の

発信を学ぶ。６年生では、「巣鴨小のｅルール」

を全学年の児童にもわかるルールづくりを教員の

指導の下に児童の手で行った。

　タブレット端末や電子教科書・電子黒板の等の

情報機器の活用と児童の情報活用能力の育成や協

働学習・ICTを活用した多様な授業デザインが発

表された。

⑵「言葉による発信力を高めるプログラミング学習」

� 品川区京陽小学校主幹教諭　菅原展生先生

青山学院大学・津田塾大学非常勤講師

� 阿部和広先生

　阿部先生の指導の下に、スクラッチというプロ

グラミング学習に取り組んだ実践が発表された。

　ラズベリーパイというカードサイズのPCは、

全世界で３年で380万台の普及というPCである。

京陽小学校では、国語・理科・音楽などの教科の

学習の他に、情報教育としてのスクラッチという

プログラミング言語を用い、ものづくりの楽しさ

を子どもたちに享受している。

　研究実践の中では、理科におけるゴムの力の実

験におけるモデル化とシュミレーションに基づい

た実践が報告された。報告の中では、「児童が発

見しながら学ぶ楽しさ」や「教え合いなどの共同

学習が上手になる」といった報告がなされた。

２　指導・講評
　東北大学大学院教授　堀田　龍也先生

　21世紀型スキルの概念について、次期学習指導

要領や教育の情報化ビジョンとともに、「ICTを

活用した21世紀にふさわしい学びの実現」とい

う本研究発表のテーマに則した講義をいただいた。

　会場に集まった100名以上の参会者の質疑を含

めて、実り多い研究会となった。

団体別研究（日本学校視聴覚教育連盟）

講　　　評　堀田　龍也（東北大学大学院　教授）
提　案　者　原　　香織（東京都豊島区立巣鴨小学校）
　　　　　　菅原　展生（東京都品川区立京陽小学校）
　　　　　　阿部　和広（青山学院大学・津田塾大学非常勤講師）
司　会　者　小田　容弘（日本学校視聴覚教育連盟）

テーマ ■ ICTを活用した21世紀にふさわしい学びの実現

　団体別研究
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視聴覚教育
放 送 教 育 全国大会報告

１．実践発表　「�聞くことを通して得た情報を整理、
活用する授業づくり」

東京都立板橋有徳高等学校国語科主任教諭

� 廣瀬　愛

　高校の授業では、現状として入試での点数を上

げる必要がある。小論文の授業を進める中で、生

徒の語彙が不足している、誤字や脱字が多い、思

いついたままに文章にしてしまう、などの問題点

に気づいた。また、知識や情報を統合する力が不

足しがちで、さらに、思考、判断、表現といった

ことが苦手な高校生が多く、小論文の内容につい

ての指導を行うことで、これらの能力の向上を図

れると考えた。社会では、良くまとめられている

文からより、映像やスピーチから情報を得なけれ

ばならないことが多い。朗読やスピーチの映像を

見せ、その内容を聞き取らせ、ワークシートにま

とめさせることで、他人の話から正しく相手の意

図や情報をくみ取る練習を行った。映像には放送

内容が文字化されウェブサイトに公開されている

ＮＨＫの番組（視点・論点）の録画を利用した。

○�ワークシートへのまとめを体験する、小ワーク

ショップ

　生徒のワークシートをみると、内容を良く理解

し自分なりにまとめているものもあれば、自分で

まとめることができずにキーワードや内容の一部

を抜粋しただけのものもある。一般のメディア・

リテラシー教育は、報道文を批判的に読み解くこ

とが求められて居ることが多いが、国語科として

のメディア・リテラシー教育では、メディアを利

用し、「読む力」、「聞く力」、「書く力」、「話す力」

すなわち、他人が伝えたいことをつかみ、また、

自分の考えを他人に伝えられるようにする力を養

うことが求められるのではないか。

○講評　小田和美先生

　聞き取りの練習をさせるなら、映像をみせるよ

り、音声だけのほうが集中できるのではないか。

文章を朗読しているものを聞くのであれば、それ

は文章と変わらない。会話の形式であると、それ

をそのまま文字にしても文章にはならないので、

人の話から文章を組み立てるには練習がいる。一

度でも、授業で先生の話を自分でまとめるノート

の取り方を指導されていると、上手くまとめるこ

とができるようになるらしく、先生の板書を写す

だけの授業のみを受けていた生徒には、なかなか

難しいらしい。この授業の実践で得た視点を大切

にして、これからも頑張って欲しい。

２．講演　「ICTを活用した新たな授業」
� 東京女子体育大学准教授　小田　和美先生

　平成14年から実施された学習指導要領には「多

くの知識を教え込む教育を転換し、子どもたちが

自ら学び自ら考える力の育成」とあり、これは学

校に求められた、知識重視から能力重視へ大きな

変革である。本来の教育の目標である思考力・判

断力の育成が重視され始めた。正しく思考し判断

するためには、最低限の知識や経験の裏付けが必

要であるが、情報機器の発達により、身につける

べき知識の量が減少し、代わって情報を入手しこ

とから正しい知識をとらえる能力が要求される。

　自律し生きる次の世代を育成するために、学校

が整備を終えつつある情報インフラを利用した教

育方法の工夫や改善を、いろいろ試していくこと

が求められている。

団体別研究（全国高等学校メディア教育研究協議会）

発　表　者　廣瀬　　愛（東京都立板橋有徳高等学校国語科）
講　　　師　小田　和美（東京女子体育大学）
挨　　　拶　守屋　一幸（全国高等学校メディア教育研究協議会）
司　会　者　杉岡　道夫（東京都立東高等学校）
記　録　者　金田　　隆（東京都立武蔵高等学校）

テーマ ■ ICTを活用した新たな授業づくり
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団 体 別 研 究

　全国視聴覚教育連盟及び全国公立視聴覚センタ

ー連絡協議会では、二つの分科会を合同で行った。

１�．メディア研修の充実と新たなメディア利用の
可能性
　情報社会の進展に伴うICT利用の好事例紹介や

これからのメディア研修の方向性について研究協

議を行った。

○新たなメディアの利用を広げていくために

　新潟県立生涯学習推進センターのソーシャルメ

ディア研修では、ソーシャルメディアを地域ネッ

トワークやコミュニティづくりのツールとして

SNS講座や動画配信講座を実施している。また、

教育関係者向けのソーシャルメディアを活用した

フォローアップ研修等の可能性を探っている。地

域映像デジタルアーカイブ研修では、活用に関し

ても研修を進めるなど、新たなメディアの特徴を

分析し、具体的な活用方法を提案している。

○�メディア研修の充実と新たなメディア利用の可

能性

　春日部市視聴覚センターでの市民PCセミナー、

市民映像セミナーでは、市民が自らのスキルに合

わせて講座を選ぶことができるようにし、小学生

向けの映像講座も行っている。ビデオ編集に関し

ては、フォロー講座、ビデオフェスティバル、ビ

デオ特派員制度などを展開すると共に、障がい者

向けの講座などきめ細かな対応を進めている。ま

た、専門委員による映像製作や教職員対象講座に

より、情報発信センターの機能を高めている。

２．新たな学習機会の在り方やネット環境の活用
　ICT社会に対応した新たな学習機会の充実やネ

ット環境を活用した施設及び組織間の協働体制に

ついて研究協議を行った。

○組織間ネットワークシステムの構築とその活用

　栃木県視連では、HUBライブラリーとして加

盟ライブラリー同士をつなぐために、ホームペー

ジを活用するとともに、コンクールや研修を通し

て連携やネットワークの構築を図っている。宇都

宮市立視聴覚ライブラリーは、特に活発に事業を

展開しており、県視連とも連携を図って県全体の

視聴覚教育の振興を図っている。また、県視連が

宇都宮の情報を発信することで、他のライブラリ

ーとのネットワーク構築にもつながっている。

○ICTの有効活用とネット環境の現状と課題

　茨城県の小学校でのＩＴ支援員を配置した研究

事業では、研究終了後も活用を進めているが、支

援員が減ったことによる課題が出ている。いばら

きブロードバンドネットワークを活用したICT利

用やセキュリティを重視したシンクライアントシ

ステムが進んでいるが、有効活用には限界もある。

茨城県視聴覚教育指導員の活動がICTやネットワ

ークの有効利用に果たす役割は大きい。

３．行政説明「メディア研修の充実」
　文部科学省情報教育課の佐藤係長より、教育の

情報化を目指すメディア教育指導者講座について

説明があった。講座では、具体的なメディアの活

用方法について専門家からの講義と演習を通して

実践的に学ぶ場が用意されており、ICT活用能力

の向上が図られていることが分かった。また、

ICT活用に関する自治体への支援事業や実証事業

などの内容が示された。

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）

助　言　者　松田　　實（全国視聴覚教育連盟）　照井　　始（全国視聴覚教育連盟）
発　表　者　松井　正和（新潟県立生涯学習推進センター）　西村　　稔（埼玉県春日部市視聴覚センター）
　　　　　　白井　淳子（栃木県総合教育センター）　髙橋　敏幸（茨城県稲敷郡阿見町立吉原小学校）
行 政 説 明　佐藤　理史（文部科学省生涯学習政策局情報教育課メディア係長）
司会・記録　矢部　重秋（千葉県総合教育センター）　村上　長彦（全国視聴覚教育連盟）

テーマ ■ メディア研修の充実と新たなメディア利用の可能性
及び、新たな学習機会の在り方やネット環境の活用
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視聴覚教育
放 送 教 育 全国大会報告

○『メディアのめ』ネットのサービスなぜ無料

○『歴史にドキリ』陸奥宗光・小林寿太郎

　番組制作にかかわった『メディアのめ』の藤本

康江チーフプロデューサーと『歴史にドキリ』の

大本秀一専任ディレクターにも同席してもらう。

②視聴後、授業づくりにチャレンジしたい番組を
選び、「歴史グループ（稲垣先生）」、「メディアグ

ループ（中橋先生）」に分かれ、４〜５人の班が

４つずつできた。

③ワークショップ（60分）稲垣グループは、模造
紙に３色の付箋を貼り、授業展開、学習環境、学

習活動の観点で、どんな授業をするか話し合った。

　中橋グループは、先生からのミッション（指令）

に基づき、番組のよさ、視聴前後の活動、教師の

役割の順に討議→報告を繰り返して深めていった。

２．まとめ
⑴中橋先生グループ

　『メディアのめ』の番組のよさとは、わかりや

１．ワークショップの流れ
①番組視聴、全体で２本の番組を丸ごと視聴する。
３色の付箋に「情報」、「演出」、「メッセージ」と

番組の良い所をメモする。

すさ・具体性、最新の話題を伝えている、共通の

土台として適切、まとめが明確な点。

　視聴前後の活動は、心情面をおさえさせるため

に『スマホ・リアル・ストーリー』を事前視聴さ

せたり、視聴後に家族会議を開くという課題で、

自分の家のルールを作らせるのもよい。また、教

師の役割とは、実体験を引き出し、目標に向かう

主体的な活動をさせることとした。

⑵稲垣先生グループ

　『歴史にドキリ』の番組のよさとは、人物を中

心とした構成、歌による演出、豊富な情報量、テ

ンポが速い点。

　授業展開については、導入で見せる、１時間学

習してから見せる等実態に合わせて色々使え、教

師の役割のポイントは、視聴させるにあたっての

課題提示、番組をもとに児童の追究課題をつくる

活動デザイン、教科書・資料集・図書資料・Web

等の情報環境整備である。

３．指導・講評
　中橋　全放連の今後の研究方向性として、番組
の良さ、授業展開、教師の役割という３つの切り

口で番組を検討していくことを継続的にやってい

くといいだろう。

　稲垣　番組は制作者がいて先生方がいて研究者
がいるというチームワークで作り、番組から授業

を考えてきたが、これからは逆に、授業から番組

へのフィードバックという研究も積極的に行って

いく必要があるだろう。

団体別研究（全国放送教育研究会連盟）

講　　　師　中橋　　雄（武蔵大学）
　　　　　　稲垣　　忠（東北学院大学）
制　作　者　藤森　康江、大本　秀一（ＮＨＫ青少年・教育番組部）
運営・進行　草柳　譲治（川崎市立南原小学校）
記　録　者　松川　厚雄（東京都杉並区立天沼小学校）

テーマ ■ 放送番組のよさを生かした授業づくり（ワークショップ）
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１．映像伝達力
　テレビの伝達力は映像と音声、しかし、今や膨

大な情報が洪水のように溢れ、大切な情報を深く、

わかりやすく伝える事が難しくなっている。なぜ

か、そのことを動画の誕生から100年をきっかけ

に制作した『ＮＨＫスペシャル「映像の世紀」』

を見ながら話を進めていく。

　動く映像（動画）が誕生したのは1895年、発

明したのはスクリーンに映すという発想をしたフ

ランス人のリュミエール兄弟。多くの人が同時に

見られるこの着想は今の映像メディアのルーツと

も言える。当初は世界中の珍しい風俗やパリ万博

などのイベントが撮影され生まれたばかりの映画

館で上映された。こうした動画を見た作家のゴー

リキは「映像は人々の感情に訴える力が文字や言

葉より強いかもしれない」とコメントしている。

　20世紀に入ると、人々の関心はもっと面白いも

の、見たことがないものへと向かい、情報への欲

望を満たすために見たこともない非日常の好奇心

映像が作られていく。動画が誕生して10数年で「見

飽きた」という現象、そうした中で、非日常の大

きな出来事、第一次世界大戦が起きる。戦場の映

像情報は圧倒的な関心を集め、技術革新を伴って

映像の伝達力は拡大、そして同時に映像力を利用

した国家宣伝・プロパガンダの時代に向かっていく。

２．テレビの登場
　ドキュメンタリー番組がテレビに登場し始めた

のは戦後のアメリカ。当時、冷戦下のアメリカは

「核、黒人問題、ベトナム戦争」など、国民が大

きな関心を寄せる問題が多く、それらのテレビ報

道はやがて時の世論を動かすという力を持ち始め

ていく。

　21世紀に入ると映像伝達技術は飛躍的に発達、

そしてご存知のように衛星放送、パソコン、携帯、

スマホと情報は大量化、グローバル化し、映像情

報は洪水のように氾濫している。それと同時に「何

を見てもいつかどこかで見たという既視感」は内

戦がもたらす悲惨な映像をも、日常化していく。

「映像の世紀」と呼んでいいほど、その伝達力が

発揮された20世紀から21世紀へ、制作者にとっ

て人々の「既視感」これをどう乗り越えるかが、

大きな課題だと思う。

３．音声伝達力
　その課題を突破する方法の一つとして思ってい

る事、それは音声（人間の話）の大切さである。

　映像だけでは伝わらない情報を音声は伝える事

が出来るから。カメラが撮れなかった状況の再現、

隠された人間の本音など、それらは時に映像をこ

えた深さの情報を伝える。

　この数年、映像より音声に大きな比重をかけた

番組を制作してきた。例えば「周恩来」の生涯に

スポットをあてた番組では、親族や秘書、看護婦、

運転手など20人を超える関係者の証言を取材、

「あの時、何があったのか、その時彼は」を過去

進行形で再現していく手法である。

　また、北京の「彷徨える青春」をテーマにした

番組では、挫折して田舎に帰る一人の女性を主人

公の後輩が駅に見送るシーンがある。その時、二

人の会話で初めてお互いの本音が飛び交う。夢に

敗れた少女と、まだ夢を追いかけながら破れそう

な少女の心中を描こうとした番組はその会話の音

声があってこそ成立した。

　コンピューター時代に入り、物事の多くや人々

の会話はマシーン

の中で行きかい、

表は見えても、裏

は見えにくい。そ

の見えない部分を

補うのが音声の伝

達力である。

団体別研究（一般・OB部会）

講　　　師　河本　哲也（ドキュメンタリー・プロデューサー）
司　会　者　板倉　捷重（放友会）
運　営　者　安東　隆子（放友会）
　　　　　　神山　充晴（全国放送教育研究会連盟）
記　録　者　安藤　汎子（放友会）

テーマ ■ テレビは何を伝えてきたか


