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は し が き

当研究所は，平成1年１月に国立教育研究所が大幅に改組・再編されることにより，国立教

育政策研究所となった。

本研究所では，教育政策立案のための総合的な調査研究，教育関係者等への教育研究情報の

提供・発信，教育分野における国際的な共同研究・協力及び，都道府県・市町村等の教育研究

所・センターとの共同研究等を柱とする事業を展開しているところである。

様々な教育政策が進められる中で，行政施策の諸課題に迅速かつ的確に対応できるよう努め

てまいりたいと考えている。

その情報発信の一貫としてこの「紀要」をお届けするものである。

このたびの第12集は，「メディア・リテラシーの総合的研究―生涯学習の視点から―」を特

集とし，自由投稿を３編含んでいる。

特集で扱われている研究は，平成1年度～1年度の国立教育政策研究所の調査研究等特別推

進経費によって行われたもので，生涯にわたって必要とされるメディア・リテラシーを研究対

象としている。

その目的は，メディア・リテラシーの概念についての理論的研究を端緒とし，学校教育や社

会教育において，メディア・リテラシーに関してどのような取り組みや指導がなされている

か，メディア・リテラシーが児童・生徒や成人にどの程度習得されているかなどについての実

証的分析により，今後の学校教育，生涯学習社会におけるメディア・リテラシーの研究の方向

性を探ろうとするものである。

研究期間に，既に７冊の研究成果報告書を公表してきているが，この特集はそれらの成果報

告書に基づいて，書き改めたものである。

今後のメディア・リテラシー研究の一助となれば幸いである。

平成1年３月

国立教育政策研究所長

遠 藤 昭 雄
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序 章 研究の概要

山田 兼尚

１．研究の背景・目的

平成４年の文部省生涯学習審議会の答申において指摘されているように，我が国は，現在，

高齢化社会，高度情報化社会を迎え，国民は様々な生活課題に直面している。このような状況

の中では，青少年だけでなく，すでに学校教育を終えた成人も，そのライフステージや社会変

化に伴って生じる多様な生活課題に対応した，生きる力としての学習能力を身につける必要が

ある。

生涯学習社会においては，学校教育で培われる読み・書き・計算などの基礎的な学習能力に

加え，社会の変化に伴って生じてくる生活や文化的課題を遂行する学習能力，とりわけ，高度

情報化による種々のメディアの広範囲への普及に伴い，メディアにアクセスし，それを活用し

たり，そこから得られる多岐にわたる情報を取捨選択したり，自らも情報を発信するなどの新

しい学習能力，すなわち「メディア・リテラシー」が必要となる。このメディア・リテラシー

は，子どもから大人まで，あるいは学校の内外を問わず，人間の成長過程や社会的活動に関す

るほとんどの領域で必要とされる能力であり，それゆえ，メディア・リテラシーに関する研究

は，学校教育や社会教育を含め，教育・学習活動全般にわたって展開されることが求められ

る。

本研究は，平成1年度～1年度の国立教育政策研究所の調査研究等特別推進経費による研究

として行われたもので，生涯にわたって必要とされるメディア・リテラシーを研究対象とす

る。

その目的は，メディア・リテラシーの概念についての理論的研究を端緒とし，学校教育や社

会教育において，メディア・リテラシーに関してどのよう取り組みや指導がなされているか，

メディア・リテラシーが児童・生徒や成人にどの程度習得されているかなどについての実証的

分析により，今後の学校教育，生涯学習社会におけるメディア・リテラシーの研究の方向性を

探ろうとするものである。

２．研究組織と研究課題・調査・成果

本研究を遂行するにあたり，国立教育政策研究内外の3名の研究者により，「学校教育班」

「社会教育班」「比較教育班」が組織された。各班の研究課題・調査・成果は次のとおりであ

る。

⑴ 学校教育班

メディア・リテラシーが，学校教育等においてどのように教えられているか，また，児童・
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生徒や教師，保護者が各種メディアをどのように活用し学んでいるかなど，を明らかにするた

めに，小学校，中学校，高校において，質問紙による学校調査，教師調査，児童・生徒調査，

保護者調査を平成1年1～1月に実施した。調査結果の分析対象者数は，表０-１に示すとお

りである。

併せて，小学校におけるメディア・リテラシー教育の実践事例についての調査も行った。

これら調査結果に基づき，次の成果報告書を刊行した。

ア．「生涯学習社会におけるメディア・リテラシーに関する総合的研究」（学校教育・中間

報告書）平成1年３月

イ．「生涯学習社会におけるメディア・リテラシーに関する総合的研究」最終報告書―学

校教育編 平成1年３月

⑵ 社会教育班

社会教育の視点からメディア・リテラシーについての考察を行い，以下の課題についての調

査研究を実施した。

ⅰ）メディア・リテラシーを育成するためのいくつかの行政施策，施設・団体等を抽出し，

そこで行われている教育プログラムや活動の事例研究を行い，その結果を参考として，メディ

ア・リテラシーの啓発ための実験プログラムを実施し，実際にメディア・リテラシーを学ぶた

めのモデルの作成。

ⅱ）成人学習者及び生涯学習・社会教育の指導者の各種メディアの利用状況，学習状況やメ

ディアに対する意識・態度等についての質問紙調査を平成1年２～３月に実施。成人学習者

は，1都道府県の生涯学習センター等での学習者，指導者は市区町村の教育委員会の生涯学習

担当職員を調査対象者とし，調査結果の分析対象者数は成人学習者が69人，指導者が86人。

ⅲ）小・中学校，高校と社会を結ぶ大学に注目し，大学におけるメディア活用の新しい動向

についての事例研究。

ⅳ）企業における女性のメディア・リテラシーの実態についてのグループインタビュー調査。

ⅴ）企業におけるメディア利用とその学習状況やメディアに対する意識・態度等についての

インターネットを介した質問紙調査を平成1年２～３月に実施。調査結果の分析対象者数は

10人。

ⅵ）社会教育の現場で，実際にメディア・リテラシーを活用しているインターネット市民塾

についての事例研究。

これら調査結果に基づき，次の成果報告書を刊行した。

ウ．「生涯学習社会におけるメディア・リテラシーに関する総合的研究」第１次報告書―

社会教育編 平成1年1月

エ．「生涯学習社会におけるメディア・リテラシーに関する総合的研究」第２次報告書―

表０-１ 調査結果の分析対象者数

調 査 小学校 中学校 高 校 計

学 校 調 査 1 1 1 3

教 師 調 査 23 24 41 83

児童・生徒調査 80 1,13 23 4,59

保 護 者 調 査 76 1,02 ― 1,88

8



社会教育編 平成1年９月

オ．「生涯学習社会におけるメディア・リテラシーに関する総合的研究」最終報告書―社

会教育編 平成1年３月

⑶ 比較教育班

各国の学校教育及び成人教育におけるメディア・リテラシー向上のための学習・教育プログ

ラムや諸課題について調査・解明し．それらと我が国のデータとの比較研究をすることによ

り，我が国におけるメディア・リテラシー教育に関する問題点や改善策の検討資料を得るため

に，以下の課題についての調査研究を実施した。

ⅰ）各国におけるメディア・リテラシーの概念の定義の検討，子どもとメディアに関わる教

育上の規約や法令，各種メディアの普及状況等の調査統計，インターネットによるメディア・

リテラシーに関わる情報源情報等の把握。

ⅱ）アジア（シンガポール，韓国，中国，タイ），アメリカ（カナダ，アメリカ合衆国，メ

キシコ，ブラジル），ヨーロッパ（イギリス，フランス）各国における，国・地方におけるメ

ディア・リテラシー教育の取り組み及び学校教育やNGO／NPO等によるメディア・リテラ

シーの取り組みを中心として，メディア・リテラシー教育の実態の把握及び欧州連合，国際機

関（ユネスコ，OECD）によるメディア・リテラシー教育支援の取り組みの把握。

これら調査結果に基づき，次の成果報告書を刊行した。

カ．「生涯学習社会におけるメディア・リテラシーに関する総合的研究」第１次報告書―

比較教育編 平成1年1月

キ．「生涯学習社会におけるメディア・リテラシーに関する総合的研究」最終報告書―比

較教育編 平成1年1月

３．本報告の構成

本報告は前述した各成果報告書を基に書き改めたものである。すなわち，「第Ⅰ部 子ども

とメディア」は，学校教育班の研究分担者が執筆にあたり，各章はそれぞれ次の各成果報告書

に記述されたものを書き改めたものである。

「第１章 子どもたちとメディア」「第２章 親から見たメディア利用」「第３章 教師たち

のメディア利用」の３章は成果報告書「ア」「イ」に，「第４章 小学校におけるメディア・リ

テラシーの授業実践」は成果報告書「イ」に掲載されている報告を基に記述されている。「第

５章 メディア・リテラシー教育の重要性」は，学校教育班の成果報告書「ア」「イ」の内容

を総括したものである。

「第Ⅱ部 おとなとメディア」は，社会教育班の研究分担者が執筆にあたり，「第６章 成人

のメディア・リテラシー」「第７章 メディア・リテラシー学習による意識変容」「第８章 メ

ディア・リテラシー学習の事例研究」は成果報告書「エ」に，「第９章 メディアは生活をど

のように変えたか」は成果報告書「オ」に掲載されている報告を基に記述されている。

「第Ⅲ部 世界のメディア・リテラシー」は，比較教育班の研究分担者が執筆にあたり，「第

1章 発展するメディア・リテラシー教育」は，比較教育班の成果報告書「カ」「キ」の内容

を総括したものである。「第1章 中国におけるメディア・リテラシー教育」「第1章 メキシ

コにおけるメディア・リテラシー教育」は成果報告書「キ」に掲載されている報告を基に記述

されている。

研究の概要
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「終章 高度化するメディア・リテラシー」は，すべての成果報告書の内容を総括したもの

である。

本報告に併せて，各班の成果報告書も参照されたい。
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第１章 子どもたちとメディア

鬼頭 尚子

１．はじめに

本章は，国立教育研究所が，平成1年1～1月に実施した「児童・生徒調査」（詳細は，『生

涯学習社会におけるメディア・リテラシーに関する総合的研究（学校教育・中間報告）』国立

教育研究所，平成1年３月。および『生涯学習社会におけるメディア・リテラシーに関する総

合的研究（最終報告書）―学校教育編―』国立教育政策研究所，平成1年３月。を参照）の結

果をもとに，「子どもたちのメディア利用の現状・体験・意識」について，報告する。この調

査では，調査対象校を選定するにあたり，対象校が都市部に位置するか地方部に位置するかを

勘案して，コンピュータに関する指導が，比較的積極的に行われていると判断される学校を都

道府県教育委員会・教育研究センター等の協力を得て選定し，調査対象校とした。調査対象者

は，調査対象校における小学校５年生，中学校２年生，高校２年生であり，調査内容は，「各

種メディアの所有状況」「使用状況」「使用上の困難さ」「メディアからの情報の受け取り方」

「有害情報への対応・意見」「授業におけるメディアの利用状況」等であった。「児童・生徒調

査」の分析対象者は，以下の通りである。

２．メディアの使用状況

⑴ 携帯電話，FAX，パソコン，インターネット，メールアドレスの使用状況

(図１-１)

まず子どもたちが，各種メディアをどれぐらいの頻度で使用しているのかを見てみよう。本

調査では，1種類のメディアに関して使用の頻度をたずねているが，ここでは，携帯電話，

FAX，パソコン，インターネット，メールアドレスの使用状況について，報告したい。それ

ぞれのメディアについて，「ほぼ毎日使う」「ときどき使う」「使わない」のいずれかを一つ選

んでもらった。
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表１-１ 調査対象者

小学５年生 中学２年生 高校２年生 合 計

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

女 子 36 4.0 57 4.9 16 5.8 29 5.8

男 子 42 5.8 56 5.3 16 4.1 20 4.8

無回答 2 0.2 1 0.9 4 0.2 1 0.4

合 計 80 10.0 14 10.0 23 10.0 41 10.0



「携帯電話」に関しては，高校生になると「ほぼ毎日」使用すると回答した人々の割合が多

くなる。高校生女子の5.6％が，高校生男子の4.4％が「ほぼ毎日」使用すると回答してい

る。「パソコン」は，どの学年においても，「ほぼ毎日」使用すると回答した人々の割合は，１

割に満たない。中学生男子が「ほぼ毎日」と回答した割合がもっとも高く，9.0％となってい

る。「携帯電話によるメール」に関しては，高校生女子の3.3％が，高校生男子の2.1％が，

「ほぼ毎日」使用すると回答している。

３．メディア使用の難しさ

⑴ 本，新聞，ラジオ，テレビ，ビデオ，TV ゲームの使用の難しさ

本調査では，1のメディアについて，そのメディアを実際に使う際に「難しい」と感じるか

どうかをたずねた。それぞれのメディアについて，使うことを難しいと「いつも感じる」「と

きどき感じる」「感じない」の三つの選択肢から，あてはまるものを一つ選んでもらった。

注）小学生女子 n＝36 男子 n＝42 中学生女子 n＝57 男子 n＝56 高校生女子 n＝16 男子 n＝16

図１-１ 問１⑵メディアの使用状況
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「本」に関しては，使用の難しさを「いつも感じる」と回答した人々の割合はほとんどない。

小学校では，女子の3.4％，男子の3.6％が「ときどき感じる」と回答している。また高校生

女子の2.2％が「ときどき感じる」と回答している。「新聞」に関しては，小学生女子の1.8

％，小学生男子の2.4％が難しさを「いつも感じる」と回答している。どの学校段階でも，

「本」と比べると「新聞」の方が使用の際，難しさを感じていることがわかる。

「テレビ」「ビデオ」に関しては，どの学校段階においても，ほとんど使用の難しさを感じて

いないことがわかる。ただ，「ラジオ」に関しては，小学生女子の6.0％が，小学生男子の5.8

％が，難しさを「いつも感じる」と回答している。

⑵ 携帯電話，FAX，パソコン，インターネット，メールアドレスの難しさ

(図１-２)

「携帯電話」や「ファクシミリ」に関しては，小学生の２割以上が，使用の際，難しさを

「いつも感じる」と回答しているが，これは小学生が「携帯電話」と「ファクシミリ」を使用

子どもたちとメディア

注）小学生女子 n＝36 男子 n＝42 中学生女子 n＝57 男子 n＝56 高校生女子 n＝16 男子 n＝16

図１-２ 問１⑶メディア使用のむずかしさ
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する機会が少ないことと関係があるであろう。「パソコン」は，女子よりも男子の方が使用の

際，難しいと「いつも感じている」。小学生男子の3.4％，高校生男子の2.7％が難しいと

「いつも感じている」ことがわかる。「インターネット」に関しては，学年別に見ると，小学生

が難しさを感じており（女子4.2％，男子4.6％），ついで高校生が難しさを感じている（女

子2.5％，女子2.2％）。

４．メディアからの経験

⑴ 「元気が出たことがある」（表１-２)

本調査では，新聞や雑誌，テレビなどのメディアから得た情報によって，子どもたちが，ど

のような経験をしたことがあるかをたずねている。本調査では「本（教科書を除く）」「新聞」

「雑誌」「TVゲーム」「インターネット」の６種類のメディアを選び，それぞれのメディアに

ついて，「元気が出た事」「勉強に役立てた事」「遊びに役立った事」があるかどうかを「よく

ある」「ときどきある」「あまりない」「まったくない」の四つの選択肢の中から一つ選んでも

らった。ここでは誌面の都合から，「元気が出た事」および「勉強に役立てた事」について報

告する。

「本」を読んで「元気が出た」ことが「よくある」と回答した割合は，学年や性別に関係な

く，２割強であった。「雑誌」を読んで「元気が出た」ことが「よくある」と回答した割合は，

中学生と高校生の女子に多く，中学生女子3.3％，高校生女子2.8％であった。

「テレビ」に関して，「元気が出た」ことが「よくある」と回答した割合がもっとも高かった

のは，中学生女子であり4.2％であった。中学生と高校生に関しては，女子の方が男子より

「元気が出た」ことが「よくある」と回答している割合が高い。「テレビゲーム」は，女子より

も男子の方が「よくある」と回答している割合が高い。この傾向は小学生において顕著であ

る。小学生では，男子5.6％，女子2.2％であり，男子の割合は女子の二倍以上である。

「インターネット」で「元気が出たこと」があると回答した割合は，学年や性別によっては，

ほとんど違いはなかった。中学生と高校生に比べ，小学生が「よくある」「どきどきある」と

回答する割合が高かった。

⑵ 「勉強に役立ったことがある」（表１-３)

「本」が「勉強に役立ったこと」が「よくある」と回答した割合がもっとも高かったのは，

小学生女子で4.1％であった。小学生から中学生，高校生になるにつれて，「よくある」と回

答する割合は低くなる。「新聞」についても小学生女子が「よくある」と回答した割合がもっ

とも高く，2.8％であった。「雑誌」は，「本」や「新聞」に比べると，「よくある」と回答し

た割合は低かった。

「テレビ」が「勉強に役立ったこと」が「よくある」ともっとも高い割合で回答したのは小

学生女子で，3.5％であった。「テレビゲーム」は，男子の約２割が「勉強に役立つこと」が

あると回答している。「インターネット」が「勉強に役立ったこと」が「よくある」「ときどき

ある」と回答した割合は，小学生がもっとも高かった。「よくある」と回答した小学生女子は

2.5％，小学生男子は2.0％であった。中学生，高校生になるにつれて，この割合は低くなっ

てくる。
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表１-２ メディア経験「元気が出たことがある」

よくある ときどきある あまりない まったくない 合 計

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

女子 8 2.4 17 4.8 9 2.6 3 9.2 31 10
小学生

男子 15 2.3 11 3.3 11 2.9 8 1.4 40 10

女子 19 2.8 27 4.8 13 2.3 4 8.1 53 10
本 中学生

男子 14 2.4 14 3.8 19 2.2 12 1.6 59 10

女子 33 2.4 62 4.9 35 2.4 7 5.3 16 10
高校生

男子 24 2.1 46 4.7 36 2.3 19 1.9 16 10

女子 1 2.9 5 1.3 15 4.9 15 4.9 39 10
小学生

男子 1 4.3 6 1.4 12 3.2 22 4.1 41 10

女子 1 3.3 7 1.6 20 4.3 25 3.8 52 10新
聞 中学生

男子 2 4.3 7 1.4 21 3.4 23 4.9 56 10

女子 3 2.9 24 1.3 60 4.5 43 3.4 15 10
高校生

男子 6 5.3 13 1.8 44 4.0 40 3.8 15 10

女子 7 1.6 10 2.5 11 2.4 9 2.6 38 10
小学生

男子 6 1.6 9 2.8 9 2.8 10 4.8 41 10

女子 15 3.3 15 3.1 19 2.8 5 9.8 52 10雑
誌 中学生

男子 10 1.3 17 2.2 13 3.0 17 2.5 57 10

女子 31 2.8 53 4.2 32 2.6 7 5.4 14 10
高校生

男子 24 2.0 37 3.2 32 3.3 18 1.5 16 10

女子 17 4.7 18 3.1 5 1.0 2 7.1 39 10
小学生

男子 26 4.1 11 2.2 5 1.8 4 1.9 49 10

女子 26 4.2 12 3.6 7 1.5 2 3.7 51 10テ
レ
ビ

中学生
男子 28 3.5 10 3.7 15 1.1 6 1.7 51 10

女子 60 4.8 57 4.3 13 9.8 2 2.1 15 10
高校生

男子 42 3.4 40 3.7 16 1.9 8 7.1 16 10

女子 7 2.2 7 2.4 9 2.5 12 3.8 32 10
小学生

男子 24 5.6 9 2.4 4 1.7 6 1.3 47 10

女子 7 1.0 9 1.8 14 3.3 20 3.8 51 10
Ｔ
Ｖ
ゲ
ー
ム

中学生
男子 29 3.4 15 2.2 13 1.4 14 1.9 51 10

女子 16 1.7 20 1.2 33 2.4 59 4.8 13 10
高校生

男子 24 2.4 20 2.9 38 2.2 21 2.4 16 10

女子 2 8.4 5 1.5 7 2.6 15 5.5 35 10
小学生

男子 2 7.3 6 1.9 8 2.8 25 5.0 34 10

女子 3 6.4 6 1.5 10 1.3 30 6.8 58 10

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

中学生
男子 4 7.6 5 1.1 15 2.8 30 6.5 53 10

女子 7 6.0 18 1.8 10 1.1 84 6.1 17 10
高校生

男子 8 7.3 10 9.8 16 1.5 74 6.4 12 10
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表１-３ メディア経験「勉強に役立ったことがある」

よくある ときどきある あまりない まったくない 合 計

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

女子 13 4.1 19 4.6 4 1.8 2 5.5 32 10
小学生

男子 12 3.5 17 4.5 7 1.1 4 1.0 41 10

女子 17 2.3 29 4.9 15 2.2 4 7.6 52 10
本 中学生

男子 11 2.0 25 4.4 13 1.4 8 1.1 51 10

女子 25 1.0 68 5.5 30 2.0 8 6.5 16 10
高校生

男子 22 2.6 51 4.6 21 2.3 10 9.5 16 10

女子 9 2.8 19 4.0 7 2.6 4 1.7 39 10
小学生

男子 9 2.9 17 3.7 9 2.3 8 2.1 43 10

女子 15 1.4 27 4.9 14 2.0 7 1.7 50 10新
聞 中学生

男子 12 2.1 26 3.7 15 2.1 14 1.0 57 10

女子 24 1.0 62 4.1 32 2.7 18 1.2 15 10
高校生

男子 27 1.9 41 4.5 30 2.6 11 1.0 15 10

女子 2 7.4 7 1.6 13 4.6 16 3.4 37 10
小学生

男子 3 8.4 6 1.7 11 3.0 13 4.9 40 10

女子 4 8.9 17 2.7 22 4.8 12 2.6 59 10雑
誌 中学生

男子 6 1.5 17 1.6 26 3.2 17 3.7 56 10

女子 8 6.6 37 2.3 65 4.5 23 1.6 14 10
高校生

男子 11 1.3 34 2.3 44 4.0 27 2.4 15 10

女子 10 3.5 19 4.7 7 1.9 2 6.8 31 10
小学生

男子 10 2.7 16 4.4 8 1.8 6 1.0 49 10

女子 14 2.0 25 4.6 19 2.2 3 7.3 57 10テ
レ
ビ

中学生
男子 14 2.5 20 3.6 13 2.2 7 1.7 51 10

女子 23 1.9 63 5.4 35 2.7 9 7.0 15 10
高校生

男子 24 1.3 51 4.1 32 2.1 12 1.5 15 10

女子 1 3.3 1 5.1 9 2.7 23 6.9 39 10
小学生

男子 4 1.1 5 1.6 10 2.5 24 5.8 45 10

女子 1 1.8 2 5.4 10 2.6 32 6.2 51 10
Ｔ
Ｖ
ゲ
ー
ム

中学生
男子 5 1.0 9 1.8 12 3.3 29 4.9 51 10

女子 2 1.7 7 5.6 39 2.1 98 6.5 13 10
高校生

男子 6 5.4 16 1.1 45 3.0 55 4.6 15 10

女子 9 2.5 9 2.1 5 1.4 11 3.0 37 10
小学生

男子 18 2.0 9 2.3 5 1.2 13 3.5 36 10

女子 5 9.7 14 2.1 8 1.8 27 5.5 58 10

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

中学生
男子 6 1.6 9 1.3 9 1.0 35 5.2 53 10

女子 6 5.1 12 1.5 16 1.8 85 6.7 17 10
高校生

男子 8 7.2 14 1.6 19 1.2 74 6.0 11 10



５．メディアからの情報の信頼性

⑴ 「本当のことと違う」（図１-３）（図１-４)

メディアからの情報に対して，子どもたちは，どのような印象を持っているのだろうか。

「本」「新聞」「雑誌」「テレビ」「インターネット」の5種類のメディアからの情報によって，

「本当の事と違う」「考え方が偏っている」「人の気持ちを傷つけている」「報道が行き過ぎてい

る（中学生・高校生のみ）」と感じたことがあるかどうかを，「よくある」「ときどきある」「あ

まりない」「まったくない」の四つの選択肢の中から一つ選んでもらった。他のメディアに比

べ「インターネット」は利用されている頻度が少ないという点に注意しながら，以下の結果を

見てみたい。ただし，ここでは紙面の都合上，「本当の事と違う」と「人の気持ちを傷つけて

いる」のみ報告する。

「本」に関しては，「よくある」と回答した割合がもっとも高かったのは，小学生男子であり

1.6％，ついで高かったのが，中学生男子で1.4％であった。どの学年でも，女子に比べ，男

子が「よくある」と回答している割合が高い。「雑誌」は，学年が上がるにつれて，「よくあ

る」と回答している割合が高くなってきている。「新聞」は，「本」「雑誌」に比べると，「よく

ある」と回答している割合は少なくもっとも多い高校生男子であっても7.8％に過ぎないが，

「ときどきある」と回答している割合は，小学生男子（1.1％）を除けば，２割を超えている。

「テレビ」からの情報が「本当のことと違う」ともっともよく感じているのは，小学生男子

であり2.8％であった。ついで「よくある」と回答した割合が高かったのは高校生女子で2.0

％となっている。「インターネット」に関しては，他のメディアに比べ，「よくある」および

注）本 ：小学生女子 n＝31 男子 n＝49 中学生女子 n＝54 男子 n＝59 高校生女子 n＝15 男子 n＝16

新聞：小学生女子 n＝30 男子 n＝41 中学生女子 n＝52 男子 n＝59 高校生女子 n＝15 男子 n＝15

雑誌：小学生女子 n＝37 男子 n＝41 中学生女子 n＝51 男子 n＝55 高校生女子 n＝15 男子 n＝15

図１-３ 問２⑵ア 本当のことと違う
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「ときどきある」と回答した人々の割合は低いが，これは使用の頻度があまり多くないことと

も関係あるであろう。「インターネット」からの情報に対して「よくある」と回答した割合が

もっとも高かったのは，高校生男子であり9.2％であった。

⑵ 「人の気持ちを傷つけている」（図１-５）（図１-６)

「本」「新聞」「雑誌」といった活字メディアの中では，「雑誌」に対して「よくある」と回答

した人々の割合がもっとも高かった。「本」に関しては，「よくある」と回答した人々の割合

は，どの学年でも１割以下であった。「新聞」では，高校生男子が「よくある」と回答した割

合がもっとも高く，1.7％であった。ついで高校生女子1.1％となっている。「雑誌」では，

高校生男子の2.2％が，高校生女子の2.2％が「よくある」と回答している。

「テレビ」に関しては，他のメディアに比べて「よくある」と回答した割合がもっとも高か

った。高校生の三人に一人は「よくある」と回答している（高校生女子3.3％，高校生男子

3.1％）。「インターネット」でも高校生の男子が「よくある」と回答した割合がもっとも高

く，1.1％であった。ついで高校生女子8.9％となっている。

６．まとめ

以上，本章では，平成1年1～1月に国立教育政策研究所が実施した「児童・生徒調査」の

結果の一部を，男女別，学年別に見てきた。メディアによっては，学年や性別を問わず，同じ

傾向を示すものもあったが，男女の差が大きかった項目について，二つ印象に残った点を指摘

しておきたい。

まず，「メディアの使用の状況」における「テレビゲーム」に関しては，学年別男女別に見

ると，小学校の男子において，使用頻度が最も高かった。かつ「テレビゲーム」に関しては，

男女差も，もっとも大きかった点である。

次に，中学生および高校生の女子に関しては，「雑誌」の使用頻度が高く，中高生の女子が

注）TV：小学生女子 n＝33 男子 n＝49 中学生女子 n＝53 男子 n＝58 高校生女子 n＝15 男子 n＝16

インターネット：小学生女子 n＝32 男子 n＝32 中学生女子 n＝52 男子 n＝59 高校生女子 n＝16 男子 n＝10

図１-４ 問２⑵ア 本当のことと違う
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注）本 ：小学生女子 n＝39 男子 n＝46 中学生女子 n＝52 男子 n＝50 高校生女子 n＝15 男子 n＝16

新聞：小学生女子 n＝37 男子 n＝47 中学生女子 n＝58 男子 n＝59 高校生女子 n＝15 男子 n＝15

雑誌：小学生女子 n＝35 男子 n＝49 中学生女子 n＝52 男子 n＝56 高校生女子 n＝15 男子 n＝15

図１-５ 問２⑵ウ 人の気持ちを傷つけている

注）TV：小学生女子 n＝34 男子 n＝43 中学生女子 n＝54 男子 n＝51 高校生女子 n＝15 男子 n＝16

インターネット：小学生女子 n＝38 男子 n＝33 中学生女子 n＝54 男子 n＝50 高校生女子 n＝16 男子 n＝10

図１-６ 問２⑵ウ 人の気持ちを傷つけている
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「雑誌」から受ける影響は，小さくないといえる点である。

本章は，平成1年秋に実施した調査の結果を基に記述してきた。メディアの中でも，とりわ

け携帯電話および携帯電話のメール，パソコン，インターネットの利用状況は，半年の単位で

状況が大きく変化する。今後さらにこの問題を検討するためには，平成1年調査時から，児童

・生徒のメディア使用の状況がどれぐらい変容しているか，を比較し，その変容の意味を検討

することも重要であろう。
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第２章 親から見たメディア利用

山田 兼尚

家庭でのメディアの利用状況等を把握するために小学５年生と中学２年生の保護者を対象と

した調査を平成1年1～1月に実施した。本章では，この保護者調査（参考文献１の調査票

「家庭でのメディア利用に関する調査」を参照）の結果を分析し，親から見たメディア利用に

ついて検討する。

１．親の属性

分析は全調査対象者を一括して扱う。調査対象者である親の属性として取り上げた性別，年

齢による集計結果を表２-１に示した。

調査票が各学校から児童・生徒を経由して，その親に配布されたこともあり，8％以上が母

親が回答者となっている。したがって，調査結果は，親といっても母親の意見が反映されてい

ることを留意する必要があろう。年齢は，4歳台が最も多く6％，3歳台が3％で，これら二

つの年代で9％を占めている。

なお，親の属性による調査結果の比較検討―小学５年生と中学２年生の親の比較は参考文献

１，性別と年齢のクロスによる比較は参考文献２―を参照されたい。

２．家庭でのメディアの使用状況

「本（マンガも含む)」，「新聞」，「ラジオ」，「テレビ」，「ビデオ」，「テレビゲーム」，「携帯電

話または PHS」，「ファックス」，「パソコン」，「インターネットに接続しているパソコン」，

「パソコンで電子メール」，「携帯電話や PHSで電子メール」の1種のメディアを取り上げ，

これらのメディアの家庭での使用状況を「ほぼ毎日使う」「ときどき使う」「使わない」の三選

択肢によって捉えた。その結果を図２-１に示した（「ほぼ毎日使う」の回答率の高い順に並べ

替えてある）。

「ほぼ毎日使う」の回答率の高いのは，日常性の高い「テレビ」が9％，「新聞」が8％であ

る。次いで「携帯電話または PHS」で約3％，「本」「ラジオ」は共に2％が「ほぼ毎日が使

う」と回答している。
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表２-１ 親の属性

性 別

女性 男性 無回答

年 齢

2歳台 3歳台 4歳台 5歳台 6歳以上 無回答

分析

対象者

保護者 13 24 1 7 60 14 7 1 8 13

(％) 8.7 1.5 0.8 0.4 3.6 6.1 3.9 0.6 0.4 10.0



その他のメディアは，いわゆる情報化社会において主要な役割を果たすと思われるもので，

「パソコン」「ビデオ」「ファックス」を「ほぼ毎日使う」の回答率は1％台で，「テレビゲー

ム」「携帯電話（PHS）で電子メール」「パソコンで電子メール」「インターネット接続パソコ

ン」のそれは1％未満である。これらのメディアの中で「使わない」の回答率が高いのは，

「携帯電話（PHS）で電子メール」が8％，「パソコンで電子メール」が8％，「インターネッ

ト接続のパソコン」が7％である。

３．メディアの使用上の困難さ

前記１で取り上げた1種のメディアについて，それらを使用する際の「困難さ」について，

「いつも感じる」「ときどき感じる」「感じない」の三選択肢によって捉え，その結果を図２-２

に示した（「いつも感じる」の回答率の高い順に並べ替えてある）。

図２-１に示したように，「携帯電話（PHS）で電子メール」「パソコンで電子メール」「イ

ンターネットに接続しているパソコン」などメディアでは「使わない」とする回答率が8～9

％の範囲にあり，「使わない」と答えた親に使用上の困難さを問うことには無理がある。ここ

では，「使わない」と回答した親は，これらのメディアを使うのが「難しそうである」とある

と判断して回答しているものと推察とされる。というのは，この「困難さ」についての「無回

答」が「インターネットに接続しているパソコン」「パソコンで電子メール」「携帯電話

（PHS）で電子メール」が，他のメディアよりやや高く，それでも1％前後であるからであ

る。「使わない」から「答えられない」，すなわち「無回答」という図式を考えれば，「無回答」

の比率がもっと高くなるものと考えられるからである。この観点から結果をみることとする。

使うことが難しい（難しそうである）と「いつも感じる」の回答率が高いメディアは，「携

帯電話（PHS）で電子メール」（4％），「パソコンで電子メール」（4％），「テレビゲーム」

図２-１ 家庭でのメディアの使用状況
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（4％），「インターネットに接続しているパソコン」（4％）で，いずれも4％台である。これ

らの四種のメディアは，前述したように，情報化社会において中心的役割を果たす，新しいメ

ディアであることに起因しているものと推測されよう（「テレビゲーム」については，親が使

用することは少ないことによるものと考えられよう）。

「パソコン」自体を使うことの困難さについて「いつも感じる」の回答率は2％で，その使

用についてかなり慣れてきているものと推測される。「ビデオ」「ファックス」ついてのそれは

共に1％強で，これらのメディアも，その使用について，「パソコン」以上に慣れてきている

ものと推測される。

その他の「テレビ」「本」「携帯電話または PHS」「新聞」「ラジオ」について，その使用上

の困難さを「いつも感じる」の回答率は数％で，日常性の高いことが示されている。

４．メディアからの情報により受けた体験

「本」「新聞」「雑誌」「テレビ」「テレビゲーム」「インターネット」の六種のメディアから受

けた情報により，「ア）元気が出た事」「イ）自分の学習に役立てた事」「ウ）遊びに役立った

事」「エ）仕事に役立てた事」の四つの体験をしたことがどの程度あるかを，「よくある」「と

きどきある」「あまりない」「まったくない」の四選択肢によって捉え，その結果を図２-３に

示した（いずれも，「よくある」の回答率の高い順に並べ替えてある）。以下，四つの体験別に

検討していく。

⑴ 元気がでた事

「よくある」の回答率の高いメディアは「テレビ」（2％），「本」（2％）で，回答者の約４

分の１強が，これらのメディアからの情報によって「元気が出た事」が「よくある」と回答

親から見たメディア利用

図２-２ メディアの使用上の困難さ
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し，「ときどきある」の回答も含めると8％前後に達している。

次いで「新聞」（1％），「雑誌」（1％）で，「よくある」の回答率は共に1％台で，「テレ

ビ」「本」と比較してやや低くなっている。

「テレビゲーム」「インターネット」については，「まったくない」の回答率が他の四つのメ

ディアと比較して高くなっているが，これは図２-１で示したように，これら二つのメディア

を「使わない」の回答率が高いことに関連していると推測される。

⑵ 自分の学習に役立てた事

「よくある」の回答率の最も高いメディアは「本」で4％，「ときどきある」の回答も含める

とそれは約9％となる。次いで「新聞」で，「よくある」の回答率は2％，「ときどきある」の

回答も含めるとそれは8％強になる。

「テレビ」「雑誌」の「よくある」の回答率は，それぞれ1％，1％である。「インターネッ

ト」を「自分の学習に役立てた事」が「よくある」とする回答率は４％で少なく，「まったく

ない」の回答率が6％となっている。

⑶ 遊びに役立った事

「よくある」の回答率の高いメディアは「本」が2％，次いで「雑誌」が1％，「テレビ」が

1％である。これら三つのメディアの「ときどきある」の回答も含めると，いずれも7％を超

えている。

「インターネット」「テレビゲーム」が「遊びに役立った事」が「よくある」とする回答率は

両者共に４％で少なく，「まったくない」の回答率は6％となっている。

⑷ 仕事に役立った事

「よくある」の回答率の高いメディアは「本」が2％，次いで「新聞」が2％である。「テレ

ビ」「雑誌」は，それぞれ1％，1％である。

「インターネット」を「自分の学習に役立てた事」が「よくある」とする回答率は５％で少

なく，「まったくない」の回答率が6％となっているが，今後は，「よくある」の回答率の伸び

が予想される。

取り上げた六種のメディア（「本」「新聞」「雑誌」「テレビ」「テレビゲーム」「インターネッ

ト」）からの情報により受けた体験について，メディアごとにみると次のような結果である。

① 取り上げた四つのいずれの体験についても，「よくある」の回答率の高いのは「本」であ

る。特に「自分の学習に役立てた事」で最も高く4％である。

② 「テレビ」は，「元気が出た事」で「よくある」の回答率が最も高く2％，その他の体験で

の「よくある」の回答率は，1～1％の範囲にある。

③ 「新聞」は，「自分の学習に役立てた事」で「よくある」の回答率が最も高く2％，その他

の体験での「よくある」の回答率は，1～2％の範囲にある。

④ 「雑誌」は，「遊びに役立った事」が他の三つの体験より「よくある」の回答率がやや高く

1％，その他の体験での「よくある」の回答率は1％前後である。

⑤ 「テレビゲーム」「インターネット」は，いずれの体験においても「よくある」の回答率

は，共に５％以下で他の四種のメディアより低くなっている。このことは，図２-１で示し

たように，この二つのメディアを「使わない」とする回答率が8％近くあることと関連して
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いると思われる。

図２-３ メディアからの情報により受けた体験
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５．メディアからの情報の受け取り方

「本」「新聞」「雑誌」「テレビ」「インターネット」の五種のメディアから受けた情報をどの

ように受け取っているか，その受け取り方として，「ア）本当の事と違う」「イ）考え方がかた

よっている」「ウ）人の気持ちを傷つけている」「エ）報道が行き過ぎている」の四つを取り上

げ，それぞれについて，そのように感じたことがどの程度あるかを，「よくある」「ときどきあ

る」「あまりない」「まったくない」の四選択肢で評定を求め，その結果を図２-４に示した

（「よくある」の回答率の高い順に示してある）。以下，四つの受け取り方別に検討していく。

⑴ 本当の事と違う

「よくある」の回答率の最も高いのは「雑誌」で3％，「ときどきある」の回答も含めるとそ

れは8％を超える。次いで「よくある」の回答率の高いのは「テレビ」で2％，「ときどきあ

る」の回答を含めると7％となる。

「本」「新聞」「インターネット」の「よくある」の回答率は1％未満で，それ程高くはない

といえる。

⑵ 考え方がかたよっている

「よくある」の回答率の最も高いのは「雑誌」で3％，次いで「テレビ」の2％である。

回答傾向（回答率）は，前記の「本当の事と違う」とほぼ同様であり，このことは，これら

二つの受け取り方の内容の相関が高いことに起因しているものと推測される。すなわち，「考

え方がかたよっている」ことは「本当の事と違う」と判断して回答しているのではないかと推

測される。

⑶ 人の気持ちを傷つけている

「よくある」の回答率が最も高いのは「雑誌」で4％，次いで「テレビ」の4％で，「ときど

きある」の回答も含めると，「テレビ」の方が高く8％，「雑誌」が8％となっている。

その他のメディアについての「よくある」の回答率は，「新聞」が1％，「本」「インターネ

ット」は1％未満である。

⑷ 報道が行き過ぎている

「よくある」の回答率が最も高いのは，「テレビ」6％で，「ときどきある」の回答も含める

と9％となる。次いで「雑誌」で5％で，「ときどきある」の回答も含めると8％である。

その他のメディアについての「よくある」の回答率は，「新聞」が2％，「本」「インターネ

ット」は1％強である。

取り上げた五種のメディア（「本」「新聞」「雑誌」「テレビ」「インターネット」）からの情報

の受け取り方について，まとめると次のようになろう。

① ここで取り上げた情報の受け取り方の四つは，いずれもネガティブな受け取り方である

が，概して「テレビ」「雑誌」の二つのメディアからの情報が，ネガティブに受け取られて

いる傾向にあるといえようか。

② 取り上げた五つのメディアについて，回答率に差はみられるものの，他の三つの受け取り
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図２-４ メディアからの情報の受け取り方
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方と比較して「報道が行き過ぎている」と感じたことが「よくある」あるいは「ときどきあ

る」と判断している傾向にある。

③ 「テレビ」の情報について，「報道が行き過ぎている」と感じることが「よくある」とする

回答率が6％，「人の気持ちを傷つけている」のそれは4％である。

④ 「雑誌」の情報についても，「報道が行き過ぎている」と感じることが「よくある」とする

回答率が5％，「人の気持ちを傷つけている」のそれは4％で，「テレビ」とほぼ同様の傾向

を示している。

６．テレビ番組の場面の受け取り方

四つのテレビ番組の場面，すなわち，

「ア）ドラマに出てくる暴力の場面」

「イ）ニュースやドキュメンタリーなどの残酷な場面」

「ウ）バラエティー番組で出演者をからかったり，たたいたりしている場面」

「エ）酒やたばこのコマーシャル」

を取り上げ，このような場面についてどのように受け取っているかを，「今のままでよい」「し

かたがない」「少なくすべきである」「やめるべきである」の四選択肢で評定を求め，その結果

を図２-５に示した（「今のままでよい」の回答率の高い順に並べ替えてある）。

「やめるべき」の回答率の高いのが，「バラエティー番組でのからかい等の場面」で4％，

「少なくすべき」の回答も含めると8％となる。「ドラマの暴力の場面」も「やめるべき」が2

％，「少なくすべき」の回答も含めると8％である。親は，これら二つの場面について自粛を

求めていることが推察される。これら二つの「場面」について，「今のままでよい」とする回

答率は共に５％以下となっている。

「ニュース等の残酷な場面」「酒やたばこのコマーシャル」については，ほぼ同様の回答傾向

を示している。すなわち，これら二つの「場面」については，「少なくすべき」が最頻値選択

肢で共に3％，次いで「しかたがない」で3％前後，「今のままでよい」は共に約1％である。

７．メディアの提供する有害情報に対する考え方

本，新聞，雑誌，テレビ，インターネットなどのメディアが提供する有害情報に対する考え

方について，「法律で制限すべきである」「制作する側が気をつけるべきである」「これらの情

報に近づけないような工夫をおとながする」「利用者が自分で判断すればよい」の四選択肢で

図２-５ テレビ番組の場面の受け取り方

30



回答（択一）を求め，その結果を図２-６に示した。

「制作する側が気をつけるべき」の回答率が最も高く4％，次いで「法律で制限すべき」の

3％で，これらの二つの回答率で7％になる。親は，第三者に有害情報の規制を求めている傾

向がうかがえる。

８．見せたくないテレビの場面への対応

子どもに見せたくない場面がテレビに出てきた場合の対応を，「その番組を子どもに見せる

のをやめる」「そのまま見せるが，番組について自分の意見を言ったり話し合ったりする」「と

くに何もしない」「その他」の四選択肢によって回答（択一）を求め，その結果を図２-７に示

した。

「見せて話し合う」が最頻値選択肢で4％，次いで「見せない」が2％，「何もしない」が2

％という結果である。

９．テレビ視聴についての約束事

平日の，子どものテレビ視聴の約束事―「子どもがテレビを見る時間を決めている」「テレ

ビを見るのは夜何時までと決めている」「番組によって見せないものを決めている」の三つの

事項について「はい」「いいえ」の二選択肢で回答を求め，その結果を図２-８に示した。

約束事として「決めている」の回答率の高い事項は，「夜何時までと決めている」で5％で

図２-６ メディアの提供する有害情報に対する考え方

図２-７ 見せたくないテレビの場面への対応

図２-８ テレビ視聴についての約束事
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ある。「テレビを見る時間を決めている」は1％，「見せない番組を決めている」については1

％という結果である。

1．テレビゲームについての約束事

テレビケームについての約束事―「ゲームをしていい曜日を決めている」「ゲームをしてい

いのは１日何時間までと決めている」「ゲームをしていいのは夜何時までと決めている」「内容

によって，させないゲームを決めている」の四つの事項について「はい」「いいえ」の二選択

肢で回答を求め，その結果を図２-９に示した。

約束事として「決めている」の回答率の高い事項は，「ゲームをする時間を決めている」と

「夜何時までと決めている」で，共に約4％である。「ゲームをする曜日を決めている」は９

％，「させないゲームを決めている」は８％で，これら二つを約束事としているのは，1％未

満という結果である。

参考文献>

１．国立教育研究所「生涯学習社会におけるメディア・リテラシーに関する総合的研究」（学校教育・中間

報告書）平成1年３月

２．国立教育政策研究所「生涯学習社会におけるメディア・リテラシーに関する総合的研究」（最終報告書

―学校教育編）平成1年３月

図２-９ テレビゲームについての約束事
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第３章 教師たちのメディア利用

堀口 秀嗣

１．教師調査の概要

教師のメディア利用に関する調査は，調査対象校3校の教師全員に対して行った。有効回答

数は88であった。

アンケート項目の構成は以下のようになっている。

質問数

・一般的事項 ６ 項目

・ 問１⑴ メディア保有 1 メディア

・ ⑵ メディア利用頻度 1 メディア

・ ⑶ メディア利用の難しさ 1 メディア

・ 問２⑴ メディアが役立つと感じたこと ５×４ メディア×頻度

・ ⑵ メディアの虚偽や行き過ぎ情報 ５×４ メディア×頻度

・ ⑶ 好ましくない場面 ４ 項目

・ ⑷ メディアの有害情報の規制 ４ 項目

・ ⑸ メディアの授業利用の頻度 1 利用法

・ ⑹ メディアの授業利用の重要度 1 利用法

・ 問３⑴ メディア利用で育みたい力 自由記述

・ ⑵ 児童生徒のメディア利用の意見 自由記述

合計で17項目と２つの自由記述欄で構成した。このうち，問１⑴から問２⑷まで8項目は

児童生徒と共通である。これによって，同時期の教師と児童生徒の違いを比較できる。
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表３-１

学校数 回答人数 平均人数

小 学 校 1校 27人 1.8人／校

中 学 校 1校 24人 2.4人／校

高等学校 1校 47人 3.9人／校

合 計 3校 88人 2.8人／校



２．アンケートの項目別集計と分析

⑴ 回答した教員の概況

ア）年齢構成（表３-２）

全体として人数の多いところは，小・中学校は4代がピークであることと，各年代の比率が

類似しており，ほぼ同じ年齢構成といえる。一方，高等学校はピークが3代であることと，5

代の比率が小中学校より高いことから，分布が少し若い方へシフトし，かつ広がっていること

がわかる。

イ）コンピュータ利用経験年数（図３-１）

コンピュータ経験は⑵１～２年が最も多いが，⑴なし から⑷６～1年 までかなり広がり

がある。さすがに⑸1年以上は少なくなっているが，それでも１校平均3.7人もいるのは予想

外であった。そこで，⑸を校種別に見てみると，小学校1人，中学校2人，高等学校8人で，

圧倒的に高等学校が多い。商業，工業の教師が含まれていることを考えるとこの数字は納得で

きる。小学校は１校当たり１人，中学校は１校当たり２人になる。

ウ）インターネット利用経験年数（図３-２）

表３-２

小学校 中学校 高等学校 合 計

2代 2(1.1) 2(1.0) 5(1.0) 1％

3代 5(2.1) 6(2.5) 12(3.1) 3％

4代 8(4.0) 8(3.6) 17(2.1) 3％

5代 3(1.8) 4(1.5) 10(2.0) 2％

6歳以上 2(1.0) 6(2.6) 6(1.4) 2％

注）太字は校種別の最頻値である。（ ）内は校種別のパーセント。

図３-１

図３-２

⑴ なし 11

⑵ １～２年 22

⑶ ３～５年 17

⑷ ６～1年 12

⑸ 1年以上 18

⑴ なし 48

⑵ １～２年 34

⑶ ３～４年 15

⑷ ５年以上 2
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インターネット経験は⑴なしがほぼ半数，経験も１～４年の範囲内である。⑷５年以上の2

人の内訳を見てみると，小⑺，中⑹，高 とコンピュータ経験ほど校種間の差はない。これは

インターネットの利用がほぼ同時期に一斉に始まったということであろう。

⑵ メディアの保有状況

問１⑴ あなたは次のメディアを持っていますか （図３-３）

教師たちのメディア利用

図３-３
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メディアごとの考察は報告書を参照していただきたい。全体的な考察のみ以下に述べる。

ア 自分専用があるメディアで多いものは，本（8％），ラジオ（5％），PC（4％），携帯電

話（4％）の順になっている。このうち，PCが含まれていることは注目したい。教員は自

分専用のパソコンを半数近くが持っていることになる。

イ 家族用と個人用と両方あるものは，本（3％），ラジオ（1％），テレビ（1％），ビデオ

（1％）の順であった。この中で，ビデオが入っていることは注目したい。ビデオが複数台

ある家庭を考えてみると，家庭用としてテレビとビデオのある家庭が２台目以降のテレビを

購入するときにテレビデオのようなビデオ一体型テレビを購入するケースがこの数字を高め

ているのではないだろうか。

ウ 持っていない人が多いメディアは FAX（5％），TVゲーム（5％），電子メール（5

％），インターネット（4％）の順である。

この調査の後に，20年までにすべての学校からインターネットにアクセスできる状況にな

ったことと，インターネットや携帯電話やｉモードメールの爆発的な普及［世帯浸透率6.4

％，インターネット人口41.5万人 20年版インターネット白書（財団法人インターネット

協会監修）］という状況を考えると，携帯電話，電子メール，インターネットは持っている人

が大幅に増加していることが予想できる。

⑶ メディアの利用頻度

問１⑵ あなたは次のメディアを使って（読んで）いますか （図３-４）

前項目が までのメディアであったのに対して，この問からはメディアとして 携帯メール

を追加している。ここでは全体的な特徴のみを述べる。

ア ほぼ毎日使うメディアは多い順に，テレビ（8％），新聞（8％），本（5％），ラジオ

（4％），パソコン（4％）であった。教員にとってテレビが新聞よりもよく見られることは

特筆したい１つである。この調査だけでは理由は明確にならないが，勤務時間の早い教師が

時計代わり・新聞代わりに各社の朝刊の第１面や社会面，芸能面などを短時間で比較してく

れるテレビ番組を見ていることが考えられる。

イ 時々使うメディアは多い順に，ビデオ（7％），ファックス（4％），ラジオ（1％），本

（3％），パソコン（3％）の順であった。このうち，ラジオ，本，パソコンはほぼ毎日使う

と回答した人も多いことを考えると，合わせて比較的よく使うメディアだと考えられる。

ウ 使わないメディアは多い順に，携帯メール（7％），テレビゲーム（7％），電子メール

（5％），インターネット（4％），ファックス（4％）の順であった。このうち，電子メー

ルやインターネットは保有状況でも述べたように，現在では保有が進み，さらに授業での利

用が本格的に始まっていることから，急激に増えているものと思われる。
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問１⑵ あなたは次のメディアを使って（読んで）いますか （図３-４） （％）

⑷ メディアの難しさ

問１⑶ あなたは次のメディアを使うことがむつかしいと思いますか （図３-５）

図３-４

図３-５
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ここでも全体的な傾向を述べる。

ア 本や新聞を時々難しいと感じるという回答があるが，その難しさは内容的な難しさであろ

う。これに対して，パソコン，インターネット，電子メール，携帯メールは，操作や機能習

得が難しいと感じての回答であろう。

イ 難しいと感じない項目を見てみると，①本から⑧ファックスまでアナログ時代からのメデ

ィアはすべて5％を越えており，⑨パソコン以降とは顕著な差がある。まだデジタルの機能

豊富さ，操作の複雑さを使いこなしていない状況が見られる。ちょうどその逆の現象が「い

つも難しさを感じる」グラフにも現れている。

⑸ メディアが役立った体験

問２⑴ あなたは新聞や雑誌，テレビ，インターネットなどのメディアからの情報によって

次のような体験をしたことがありますか。

ア メディアによって元気が出た事では，全体を平均すれば本とテレビが「よくある」「とき

どきある」の間にあり，新聞，雑誌は「ときどきある」と「あまりない」の前者寄りになっ

ている。

イ 学習に役立った事では，インターネット以外は１点台であるように，メディアが自分の学

習に役立っている。特に本と新聞は役立っていると感じている。

ウ 遊びに役立った事では，本，雑誌，テレビが役立っており，新聞やインターネットは役立

つ場面がやや少ないようである。

エ 授業に役立てた事では，本，新聞が多く，テレビが次いでいる。

本，新聞，テレビが利用頻度が高い中で，そこから得られる情報が役立っていると感じる場

面が多いようである。逆にインターネットは他のメディアよりも役立った貢献度は少ない結果

であったが，これも調査時期の特徴であって，現在とは異なることが予想される。

⑹ メディアの情報のマイナス面

問２⑵ あなたは本や新聞，雑誌，テレビ，インターネットなどのメディアからの情報につ

いて，次のように感じたことがありますか（表３-４）

ア 教師の感覚では，本はもっともマイナス面が少ないメディアと感じている。それは，そう

いう書籍を選んで購入しているからであろう。一方，新聞は配達されてくるという点で，選

択することなく配達されてくることから，本に比べて若干マイナス面を感じているようであ

る。

イ 雑誌，テレビは本や新聞に比べるとマイナス面を感じることが多いようで，「報道が行き

表３-３

メディア 元気が出た事 学習に役立った事 遊びに役立った事 授業に役立った事

本で 1.8 1.3 1.8 1.5

新聞で 2.1 1.6 2.1 1.8

雑誌で 2.1 1.9 1.8 2.1

テレビで 1.9 1.8 1.9 2.0

インターネットで 2.7 2.4 2.4 2.5

注）各項目の数値は「よくある」を１として，「全くない」を４としたときの平均値である。
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過ぎ」と感じることが特に多かった。

ウ インターネットはどの項目も「時々ある」と感じられているが，情報量が膨大でしかも毎

日変化しているメディアであるだけに，全体像がつかめずに，このような回答になったと思

われる。

⑺ 児童生徒に好ましくない暴力場面等

問２⑶ あなたはテレビ番組の次のような場面に対してどのように考えますか（図３-６）

ア 全体的に「少なくするべきである」「やめるべきである」という強い意見が多い。しかし，

残酷な場面は「しかたがない」に近かった。ニュースやドキュメンタリーなどの残酷な場面

は真実だから「しかたがない」となるのだろうか。

イ 「酒・たばこのコマーシャル」は「やめるべきである」と考えている教師が最も多かった。

⑻ 有害情報の規制

問２⑷ あなたは本や新聞，雑誌，テレビ，インターネットなどが提供する有害と思われる

情報をどのようにすべきだと思いますか。（図３-７）

「法律で制限すべき」「制作側が配慮」と考えている教師が多く，「近づけない工夫」と「利

用者が判断」は1％であった。前者は提供側の努力を期待するもので，後者は情報の受け手

（教師や生徒）が判断するであり，圧倒的に提供側の配慮を望んでいる。

表３-４

メディア 事実と相違 考え方に偏り 気持を傷つけ 報道が行過ぎ

本 2.3 2.0 2.4 2.3

新聞 2.2 2.0 2.1 1.9

雑誌 1.8 1.7 1.7 1.5

テレビ 1.9 1.8 1.6 1.4

インターネット 2.0 1.9 1.9 1.9

注）各項目の数値は「よくある」を１として，「全くない」を４としたときの平均値である。

注）表の各項目は「今のままでよい」を１，「やめるべきである」を４として求めた平均値である。

図３-６

問２ ⑶

暴力 3.2

残酷 2.4

からかい 3.2

酒たばこ 3.4
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⑼ 授業利用の経験と重要度

問２⑸ あなたは次のような授業を行ったことがありますか。（表３-５）

⑹ あなたは今後，次のような授業がどの程度重要であると思いますか。（表３-５）

この表は，学習活動の５通りとメディアの４つを組み合わせて作成し，実際に行われている

①～ の活動に整理して聞いたものである。

図３-７

表３-５

学 習 活 動 授業利用 重要度

① 新聞の記事を教材として使う 2.3 1.9

② テレビ番組を教材として使う 2.5 2.2

③ コンピュータを利用する 2.8 1.8

④ インターネットの情報を教材として使う 3.0 2.0

⑤ コンピュータの操作方法を学習させる 3.0 1.8

⑥ インターネットのアクセス方法を学習させる 3.3 2.0

⑦ 新聞を使って調べさせる 2.8 1.9

⑧ インターネットで調べさせる 3.3 1.9

⑨ 新聞の記事について分析や評価をさせる 3.1 2.0

⑩ テレビ番組について分析や評価をさせる 3.3 2.2

インターネットの情報について分析や評価させる 3.5 2.1

新聞を作らせる 2.9 2.2

テレビ番組やラジオ番組を作らせる 3.6 2.7

インターネットのホームページを作らせる 3.5 2.5

注１）授業利用は「よく行う」を１，「行ったことはない」を４として，回答者の平均値を示した。

注２）重要度は「非常に重要である」を１，「重要ではない」を４として，回答者の平均値を示した。

学 習 活 動 メ デ ィ ア

教材としての利用 新聞

調べ学習 テレビ番組

それ自体を学習 コンピュータ

分析・評価の対象 インターネット

制作

有害対処 頻度

法律で制限 30(3％)

制作側が配慮 35(3％)

近づけない工夫 9(1％)

利用者が判断 9(1％)

無回答 4(5％)
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これを見ると，教材としての利用と調べ学習が多く，分析・評価や制作は少ない傾向が見ら

れる。児童生徒の力量や制作には時間がかかることなど，学習活動として取り入れにくい状況

があるからであろう。メディアとしては新聞が上位に来ていることは，児童生徒の多くが日常

的に利用していて活動に取り入れやすいからであろう。インターネットが全体的に低い場所に

来ているのは，学校でパソコンやインターネットが日常的に利用されていない現れであろう。

このグラフは今後重要になると思われる授業でのメディア利用の項目（重要度）について，

重要度が高かった順に並べ替え，その学習活動を行った経験をグラフに併記した。

授業での利用経験の順位>

図３-８

図３-９

重要度と授業利用>
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新聞教材，TV教材，新聞調べ学習は重要度も授業利用も高いので，実際に使っていて重要

性を感じているメディアと活動である。逆に，使っていないけれど今後重要になると感じてい

る活動とメディアとして，授業利用が1.5以下であるインターネット分析，ホームページ制作，

TV制作がある。また，「コンピュータの操作方法を学習させる」「コンピュータの操作法を学

習させる」というコンピュータ関係の２つの学習活動が重要度の最も高い２つになっている。

今後特に重要だと思う使い方（ベスト３）

問２⑹ あなたは今後，次のような授業がどの程度重要であると思いますか。①から のそ

れぞれについて，あてはまる番号に１つ○をつけてください。また，①から の中で，あなた

が「特に重要だ」と思うものを３つまで選び，その順に記号を次の欄にご記入ください。

表３-６

授業利用と重要度 上位５項目，下位５項目>上位５項目

授 業 利 用 重 要 度

① 新聞の記事を教材として使う ⑤ コンピュータの操作方法を学習させる

② テレビ番組を教材として使う ③ コンピュータを利用する

⑦ 新聞を使って調べさせる ⑦ 新聞を使って調べさせる

③ コンピュータを利用する ① 新聞の記事を教材として使う

新聞を作らせる ⑧ インターネットで調べさせる

下位５項目（低い順）

授 業 利 用 重 要 度

テレビ番組やラジオ番組を作らせる テレビ番組やラジオ番組を作らせる

インターネットのホームページを作らせる インターネットのホームページを作らせる

インターネットの情報について分析や評価

させる

新聞を作らせる

⑩ テレビ番組について分析や評価をさせる ② テレビ番組を教材として使う

⑥ インターネットのアクセス方法を学習させ

る

⑥ インターネットのアクセス方法を学習させ

る

表３-７

項 目 第一位 第二位 第三位 合 計 ％

③ PC利用 19 6 4 24 3.6％

① 新聞教材 17 2 2 20 2.6％

⑤ PC操作学習 8 9 4 29 2.3％

⑨ 新聞記事分析 6 6 6 10 2.9％

⑧ インターネットで調べ 2 6 9 18 2.7％

⑦ 新聞調べ学習 3 7 5 17 1.3％

④ インターネット教材 3 7 4 14 1.8％

インターネット ９ 2 9 10 1.9％

⑩ TV番組分析 1 5 3 16 1.2％

⑥ I Netアクセス 1 4 4 15 1.1％

② TV番組教材 2 6 1 12 1.8％

新聞制作 1 ９ 4 6 7.6％

ホームページ作成 １ ４ 2 3 3.9％

TV・ラジオ番組制作 １ ３ 1 1 2.0％

合 計 64 69 69 17

無答数・空欄回答数 12 27 27 66
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ア 第一位で飛び抜けて高い値を示したのが，「③コンピュータを利用する」「①新聞の記事を

教材として使う」であった。

イ 低い方で特徴的なのは，「②テレビ番組を教材として使う」である。第一位にあげた人が

2人で７番目だったが，第三位までの合計では1番目と低い結果となった。

第二位，第三位の集計と考察もあるが，報告書を参照していただきたい。

図３-1
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第４章 小学校におけるメディア・リテラシーの授業実践

駒谷 真美

１．はじめに

欧米では，2年以上前から学校教育の場でメディア・リテラシー教育が取り上げられてき

た。日本でも近年，中等・高等教育機関を中心に関心が高まりつつある。20年４月から総合

的な学習の時間が本格的に実施されるにあたり，課題例の一つして「情報」が挙げられてい

る。メディア・リテラシー教育を課題として，検討する学校は増加すると予想される。

このような背景から，本研究ではメディア・リテラシー教育が初等教育段階では，どのよう

に実践されているか，その現状を把握することを目的とする。

20年度の研究段階で，メディア・リテラシー教育の実践を行っている学校やプロジェクト

について，次の３点に該当するものを探索した。

第一は，小学校での実践である。メディア・リテラシーは，加齢に伴いスパイラルにリテラ

シーを育成していくのが望ましい。この観点から，最初の学校教育の場である小学校での実践

を押さえる必要があると考え，小学校を研究対象とした。

第二は，公立小学校での実践である。一般性や汎用性の観点から公立小学校での実践例を紹

介することで，メディア・リテラシー教育の普及と公教育への発展の意義を見いだせると考え

た。

第三は，オリジナルの単元やカリキュラムを実施していることである。実践規模の大小・年

数にかかわらず，独自の単元やカリキュラムで行っている学校やプロジェクトを取り上げた。

それらは，自分たちの学校やクラスに適した実践を行っている場合が多く，これから実践を検

討する教師や学校にとって，大いに参考になると考えた。

以上の３条件に該当した学校やプロジェクトについて，授業観察・実践担当者のインタビュ

ーやアンケートの調査を行った。本研究では，それらの結果を教師，学校，アカデミア（ここ

では大学の研究機関），放送局とアカデミアと学校の４つの実践に分類し報告する。

２．教師による実践―岡山県笠岡市立金浦小学校の教師の取り組み―

⑴ 取り組みを始めた背景

この取り組みは，笠岡市立金浦小学校の中村ひとみ教諭と高橋伸明教諭が中心となり，小学

高学年を対象に，「情報活用の実践力」の育成を目指した単元「マスメディア探検隊」を開発

し，実践したものである。

健康教育が専門の中村教諭は，以前からテレビや雑誌が流布する「性」に関する情報を簡単

に信じてしまう児童の姿に疑問を抱き，メディアからの情報を批判・検討できる力を育成する

教育が必要だと感じていた。高橋教諭は，教室で見受けられた児童の人権感覚に欠如した行動
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がテレビのバラエティ番組の模倣であることを知り，児童に情報を正しく選択できる力を体得

させることが重要であると認識していた。

そこで高学年を担任していた両教諭は，他のクラスの担任教師と共に，平成1年度の総合的

な学習の時間で，メディアに関わる学習の実践を試みた。

５年生は「カブトガニは絶滅する vs.絶滅しない」という対立テーマで新聞やビデオ作品を

制作，「同素材でも制作者の意図により異なるメッセージを受け手に伝える」メディアの特性

を学習した。

６年生はテレビについて考える学習「します メディアチェック‼」を実施し，テレビ日記

を書いたり，番組分析を行ったりして，メディアから得られる情報について「批判的に読み解

く」学習を行った。

平成1年度は５年生（２クラス・合計4人）と６年生（２クラス・合計4人）の児童を対象

に，前年度から更にメディア・リテラシー教育に踏み込んだ単元「マスメディア探検隊」を計

画した。

⑵ 実践内容

この実践の特徴は，教師レベルで高い問題意識に基づき，独自の単元開発を行い，５年生と

６年生の協同学習の形式で授業実践をしているところである。「マスメディア探検隊」の活動

は以下の３部構成になっている（図４-１）。第１次ではテレビ観察を通して問題発見や学習の

見通しの活動を開始した。模造紙にキーワードを書き，自分の考えをわかりやすく伝達するた

めのプレゼンテーションも行った。第２次は様々な映像資料をもとに技法や制作者の意図を分

析的に捉える活動をし，パネルディスカッションを通して，多面的な見方や考え方を養った。

第３次ではデジタルビデオカメラやコンピュータを活用し情報の制作・発信活動を行った。グ

ループ協議・ディレクター会議・審査会を通して，班毎に制作するビデオ番組とWebページ

の完成度を高めていった。

⑶ 公開授業―ビデオ番組審査会―

「マスメディア探検隊」は，第３次ではビデオ番組とWebページの制作に取り組んでいた。

平成1年1月1日に行われたビデオ番組審査会を見学した。堀田龍也氏（静岡大学情報学部助

教授）と下村健一氏（ジャーナリスト・東京大学客員助教授）をゲスト審査員に迎え，専門家

の意見を聞く機会を持った。児童は発表が終わるたびにチェックカードに記入し活発に意見交

流を行っていた。児童の発表後，堀田氏は，情報教育の観点から，情報活用の実践力をつける

には，見ている人にわかりやすく制作者の意図を伝えるための工夫として，メッセージとカッ

トの選択は一致しているかなど技術的な表現方法にも留意するように助言した。下村氏は，ジ

ャーナリストの視点で，番組は「鳥の目と蟻の目」で制作すると同時に，視聴者の立場になっ

て番組を作ることが大切であるとアドバイスをした。

審査会を終えた児童から，「とても楽しかった」「他の班のビデオは色々工夫していてすごい

と思った」「自分たちで作ったビデオを見るのは恥ずかしかった」など素直な感想が出た。ま

た，ゲスト審査員からコメントをもらい，「プロの人に意見をもらって具体的にどうやればい

い番組が作れるかよくわかった」「番組を作る人がわくわくして作らないと出来上がったもの

がつまらないということを知った。一方通行ではだめだと知った」「プロの人の意見を再編集

には取り入れて直したい」と感じた児童もいた。

審査会には2名の保護者も参観していた。児童が制作したWebページ作品を見た保護者の
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一人は，「テレビと異なり，コンピュータでは自分の希望する以外の内容も探索してしまう可

能性があり，自分で良し悪しを判断する力は本当に必要だと思う。今回の総合学習はそういっ

た意味でも現実的で意味のある学習だった。学んだことは，子どもの意識の中に強くインプッ

トされ，必要な時にその力が発揮できると思う。この学習を通して，保護者もメディアとの関

わり方を色々学んだ」と感想を述べていた。

小学校におけるメディア・リテラシーの授業実践

図４-１ 「マスメディア探検隊」単元構想図
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⑷ 実践のまとめ

教師による実践の特徴は，教師の創造性と柔軟性に富んだ単元開発が可能なことである。対

象学年の習熟度を考慮した単元を制作し，児童の学習状態を把握しながら軌道修正が行える。

また，総合的な学習の時間枠のみでの実践ではなく，国語科・社会科などの教育課程全般にお

いても取り組める。この学習を通して児童はメディア・リテラシーを確実に獲得し，「情報の

発信者」を体験する活動を通して，能動的な「情報の受信者」になっていった。協同学習で

は，６年生が５年生に情報活用や機器操作面で自分たちが昨年度得た知識・経験・技術を伝達

でき，学年の広がりと価値観の共有で学習が深まった。一方，実践前には単元や教材の開発に

十分な研究と準備が必要である。この実践を支えたのは，教師の十分な教材研究であった。中

村教諭は，指導前に映像制作を自ら体験すべく「尾道映画講座」に参加していた。高橋教諭

は，実践開始前に自作のビデオ教材やプレゼンテーションの資料を制作していた。この２名の

教師を中心に他の教師とのチームで実践目的から検討し，単なる「コンピュータ操作活用」に

終わらせず，児童が情報発信する意味や意義について十分に吟味し実践に備えた。「マスメデ

ィア探検隊」は，上記の活動が評価され，平成1年度財団法人上月情報教育財団第1回情報教

育賞優秀賞を受賞した。

３．学校による実践―福井市円山小学校の取り組み―

⑴ 取り組みを始めた背景とその流れ

この取り組みは，福井市円山小学校（全校生徒42名）がメディア活用とコミュニケーショ

ン活動を核とする全学年を対象としたカリキュラムを実践したものである。円山小学校は，平

成６年度に視聴覚教育の研究委嘱を受け2台のコンピュータを導入し，翌７年度に視聴覚メデ

ィアの活用を学習過程に取り入れた授業研究を開始した。平成８年度福井市教育委員会「学校

教育におけるマルチメディア通信ネットワークへの利用実験」実践校に指定され，更に2台の

コンピュータ導入により，インターネットの接続が可能になり，学校のホームページを開設し

た。平成９年度には，整備されたメディア環境下でのコミュニケーション活動を中心とする単

元開発に取り組み，年一回の教育研究発表会を開始する。平成1年度から「一人一人の思いが

輝き共に創り出す学校」づくりを研究主題に設定し，「メディアを活用したコミュニケーショ

ン活動」を行える学力の育成を目指す。平成1年度より地域との連携を深める「ネットワーク

コミュニケーション」を志す。平成1年度は，今までのメディア・リテラシー教育に加え，英

語活動にも取り組み始め，国際化・高度情報化への対応を進めている。

第１次 テレビ観察後のミニ発表会

金浦小学校，20

第２次 パネルディスカッション

金浦小学校，20

第３次 意見交流会
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⑵ 実践内容

この実践は，学校レベルで，低学年・中学年・高学年毎にテーマや技能目標を設定し実践し

ているのが特徴である（図４-２）。この構想の根本には，円山小学校独自のメディア・リテラ

シーの特色がある。テーマ性を高めるコミュニケーション活動（ネットワークのように共同で

学ぶコミュニケーション能力の育成）と創造性・探究心を高めるメディア活用（総合表現を支

える技能育成）である。これらの特色をクロスオーバーしたカリキュラム作りがされている。

例えば，低学年では，デジタルカメラを使用し，コンピュータのお絵かきソフトなどでメディ

アと慣れ親しむ一方で，季節の草花や生物，地域のお祭りに接するなどの生の体験や交流を行

う。中学年では，コンピュータでひらがなやローマ字入力の技能を習得し，デジタルビデオカ

メラや一太郎・アルバムソフトを活用し，アピール性を高めたアルバムやスタディノート制作

に取り組む。制作のため，地域のネットワークを活用し，テーマ性を持った取材を行う。高学

年では，情報の収集と加工をインターネットや電子メールで体験し，学校のホームページで発

信活動をする。中学年から継続的に行っているグループ毎の作品発表に加え，卒業記念の CD

制作を通して，総合的なメディア表現を学ぶ。メールやテレビ会議を活用し国内外での交流や

相互学習を行う。この６年間で「メディア社会に生きる力」を育てるカリキュラム構成となっ

ている。

図４-２ 円山小学校の構想
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⑶ 公開授業

平成1年度の円山小学校教育研究発表会（1月２日）において，２年生・４年生・５年生の

公開授業が行われた。２年２組「大 校の子と友達になろう part２」の授業を参観した。こ

の授業は，２年生の生活科単元「いきいき円山 part２―見つけよう ふれあおう 広げよう

―」の第３次「ふれあいを広げよう」（全1時間の1時目）での実践である。昨年香港に引っ

越した友達とのやりとりが契機となって，１学期に円山小学校から友達が在籍している日本人

学校（大 校）へビデオレターを送っていた。今回はその返事である。ビデオに映し出された

香港の町の様子や友達の学校生活と，自分たちの町や学校を比較することで，異文化への積極

的理解を促した授業になっていた。

４年生は，総合的な学習の時間で1歳記念のホームページを制作している。見学したのは，

１組「環境発表会の準備をしよう―環境レポート part２―」の授業で，「見つめよう 伝えよ

う 自分の思いを―1歳記念きらきらホームページの完成に向けて―」の第２次（全1時間の

1時目）での実践である。夏休みに作成した環境レポートを改良し，ポスターセッション式の

発表会に備え，それぞれグループが主体的にテーマに合った発表方法を選択し，お互い批評し

ながら練習を繰り返していた。

５年生は，総合的学習のテーマに「つなごう 世界のみんなと 心と心―てとてとてとて

友だちねっと―」を掲げている。１組の授業「オーストラリアの子どもたちとテレビ会議やチ

ャットで交流しよう」を参観した。この授業は，単元「レッツ ゴー・豪‼ ふれあおう

part２」での実践である。今回は，オーストラリアのムールーラバ小学校との交流をテレビ

会議で試みた。授業開始直後，オーストラリアから音声が上手く届かないというアクシデント

が起きたが，児童は，今まで学習したコンピュータの知識を生かし，自らが「こうしたらどう

かな」とアイデアを出し合い，前向きに問題解決していた。ゲーム中は英語と日本語が飛び交

い，言葉の垣根を越えて，児童が相手をよく知りたい，自分たちのことも知ってほしいという

思いが伝わる授業だった。

⑷ 実践のまとめ

小学校による取り組みのメリットは，全学年に合ったカリキュラムの実践が可能であり「体

系的な学び」が実現できるところにある。メディアの操作に慣れた低学年が，中学年では自己

表現の道具としてメディアを活用し，高学年では，地理的文化的境界を越えて他者とのコミュ

ニケーションツールとしてメディアを駆使する。その過程において個々のメディア・リテラシ

ーが獲得されていくばかりでなく，地域交流や異文化理解など学習の発展が可能になる。これ

には，メディア環境の整備と教師のメディア・リテラシー教育の理解が基礎づくりとして必要

である。８年の歳月をかけその礎を培い，円山小学校はメディア・リテラシー教育の先進校に

なった。

香港発のビデオレターを視聴（小２) デジタルビデオカメラで撮影（小４) オーストラリアとテレビ会議（小５)
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４．アカデミアによる実践―お茶の水女子大学の取り組み―

⑴ 取り組みを始めた背景

この取り組みは，平成1年度総務省「メディア・リテラシー教材等の委託研究」に採択され

た「小中学校の総合的メディア・リテラシー教材」研究プロジェクトの一環として，無藤隆

（お茶の水女子大学教授）監修のもと，駒谷真美（お茶の水女子大学大学院人間文化研究科）

が開発した小学校中学年用教材「うっきうきテレビたんけん」を使用した実践である。都内２

校の協力を得て，１年生と３年生を対象に授業実践から調査分析までを行った。

⑵ メディア・リテラシー―教育入門教材「うっきうきテレビたんけん」について―

この教材は，メディア・リテラシー教育を初めて行う教師を支援し，授業を通して児童がメ

ディア・リテラシー教育の基本である「メディアを主体的に読み解く力」を育成するのが目的

である。教材の種類は，メインの先生用教材（ガイドブック・ビデオ）と補助の授業用教材

（アクティビティシート・ビデオ）がある。

先生用教材はメディア・リテラシー教育を初めて教える教師を対象とし，授業準備のために

使用する。ビデオ（１本・3分）の前半は，メディア・リテラシー教育の概論から教材の特徴

まで説明している。後半は，実際の授業を想定し，授業で使用するビデオの映像を紹介してい

る。ビデオでは「うっきーちゃん」が，児童と同じ目線で，２つのテレビたんけんをする。た

んけん①では，コマーシャルとキャラクターグッズに見るメディアの流行について，たんけん

②では，アニメやドラマ，ニュースなどのテレビ番組の中の「現実と空想」について学習す

る。たんけん全体をカリキュラム，たんけんを単元として考え，２つのたんけんから成る２部

構成（総時数1～1時間）の短期カリキュラムを呈示している。ガイドブックは，ビデオに準

ずるもので，教師が授業プランを計画しやすいように，学習活動案に加えてアクティビティシ

ートの見本も提示している。

授業用教材では，「総合的な学習の時間」の初学年である３年生を対象としている。児童が，

授業の始めにビデオ（１本・1分）でポイントを把握した後，アクティビティシートを使用し

ながら自分の考えをまとめたり，グループで話し合ったりすることで能動的なかつ主体的な学

びができるようになっている。

図４-３のフレームワークで示したように，「うっきうきテレビたんけん」を通しての体験

は，他の教科と関わり合いながら，家庭や地域への発展・拡大が期待できる。それが，メディ

ア・リテラシー教育の目標である「メディアを主体的に読み解く能力」の獲得になり，「メデ

ィアにアクセスし活用する能力」と「メディアを通じてコミュニケーションを創造する能力」

の育成へとつながっていくと考える。

⑶ 実践内容

この実践の特徴は，調査研究の一環として，大学が教材提供から授業実践の支援，客観的分

析まで行うところである。

① 目的

メディア・リテラシー入門教材「うっきうきテレビたんけん」を活用した授業実践の効果を

検討する。
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②方 法

ａ．参加者

東京都区立小学校２校に通う１年生と３年生計13名（男児8名，女児6名）が調査に参加

した。参加者を各学年でクラス毎に，２種類の実験群と統制群に分けた。小学１年と３年は共

に３クラス構成である。

ｂ．時期 平成1年1月初旬から中旬にかけての２週間

ｃ．手続き

図４-３ 「うっきうきテレビたんけん」のフレームワーク

実験群① 実験群② 統制群

小学１年生（Ｎ＝7，Ｍ＝6.7，SD＝0.4） 2 2 2

小学１年生（Ｎ＝8，Ｍ＝8.7，SD＝0.4） 2 2 2

実験群① 実験群② 統制群

介入方法 授業実践＋ビデオ視聴 ビデオ視聴 何もなし

プレテスト・ポストテスト あり あり あり
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今回は，たんけん①「今何がはやっているの 」（コマーシャルとキャラクターグッズにみ

るメディアと流行）の授業実践を調査した。教材の汎用性を見るために１年生と３年生を対象

とし，同内容の調査を行っている。

調査開始前，２小学校の実験群①・実験群②・統制群の担当教師を対象に，調査の意図や内

容に関する説明会を行った。特に，実験群①の担当教師には，調査マテリアルを渡し，２～４

時間のオリエンテーションを行い，活動の流れを把握してもらった。１年生と３年生の実験群

①は，総務省のすべての教材を使用して，駒谷が作成した活動案を元に，「うっきうきテレビ

たんけん」の教材ビデオ視聴（約７分）を含む４時間の授業を担任教師が行った。実験群②

は，授業は行わず，教材ビデオのみを１度視聴した。統制群は，授業もビデオ視聴も行わなか

った。調査開始時にアンケート形式のプレテスト（3項目・1分）を，１週間後の調査終了時

にポストテスト（5項目・2分）を実験群①・実験群②・統制群それぞれ同時期に実施した。

テストでは，コマーシャルやキャラクターグッズ，テレビの現実性についての理解，授業やビ

デオ視聴に対する児童の反応を主に測定した。授業実践の効果を明確にするため，３群の比較

を行った。実験群①の教師には，実践後の感想を質問紙（2項目）と自由記述式アンケート

（1項目）に回答してもらった。

ｄ．授業内容

１年生と３年生の実験群①が，以下の４時間の活動を行った。第１時の「コマーシャルって

何だろう 」では，実際のコマーシャルを視聴後，その内容・目的・ターゲット・スポンサー

やコマーシャルの種類について，アクティビティシート（たんけんメモ①）に書き込んだ。各

自の意見や不明点を発表後，「うっきうきテレビたんけん」の「たんけん①」の部分を視聴し，

コマーシャルの特性について学習した。第２時の「自分たちの活動グループのコマーシャルを

作ってみよう 」では，１年生は生活科，３年生は特別活動に関連したコマーシャル案を各自

アクティビティシート（たんけんメモ②）に書いた。そのシートをもとに，何を伝えたいか，

誰に伝えたいか，どのように発表するかなどをグループで話し合った。第３時の「自分たちの

コマーシャルを完成させよう 」では，スケッチブックに絵コンテや台本，ポスターを書き，

発表準備を具体的に開始した。限られた発表時間（3秒）に入る情報量を吟味するため，教室

の壁掛け時計で計測するグループもいた。教室の隅や窓際に陣取ってリハーサルを重ねるグル

ープもいた。第４時の「コマーシャル作りは楽しいね 」では，グループ毎にコマーシャルを

発表した。グループの発表後は，感想や批評をアクティビティシート（たんけんメモ③）に書

き留め，相互評価を行った。

CMについての説明（ビデオ)

総務省，20

ポスター形式で発表（小１) コント形式で発表（小３)
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④ 実践調査結果

ａ．「コマーシャル理解」についてプレテストとポストテストの結果（表４-１）

メディア・リテラシーの中でも，教材「うっきうきテレビたんけん」で取り上げている「コ

マーシャルの理解」について，プレテストとポストテストの測定結果を示す。「コマーシャル」

については，実験群①と実験群②が教材ビデオを視聴し，実験群①は授業でコマーシャルの制

作を行っている。質問は「コマーシャル」について，コマーシャルの意味・目的・特徴・スポ

ンサーの意味・キャラクターグッズの制作理由の５項目をそれぞれ４択で児童に尋ねた。１問

につき正解を１点とし５点満点で，１年生と３年生の各群の平均値を出した。学年別に群⑶×

テスト⑵の対応がある場合の分散分析を行い，検定結果で有意差が出た場合には，下位検定を

行った。分析には SPSS1.0Jを使用した。

分散分析の結果，１年生と３年生共に，群とテストの交互作用が有意であった（１年生 F

⑵＝3.31，p＜.0；３年生 F ⑵＝4.56，p＜.0）ことから，実験群①と実験群②と統制群

の３群では，プレテストとポストテストの変化のパターンが異なることがわかった。更に下位

検定の結果，小学１年生では，実験群①に有意差が見られ，実験群②と統制群には見られなか

った（実験群① F ⑴＝9.24，p＜.0；実験群② F ⑴＝1.04，ns；統制群 F ⑴＝0.03，

ns）ことから，実験群①のポストテストの結果が，プレテストより有意に上がったといえる。

小学３年生では，実験群①と実験群②に有意差が見られ，統制群には見られなかった（実験群

① F ⑴＝1.26，p＜.0；実験群② F ⑴＝9.77，p＜.01；統制群 F ⑴＝0.19，ns）こ

とから，実験群①と実験群②のポストテストの結果が，プレテストより有意に高かったことが

わかる。１年生と３年生の実験群①のポストテストの結果が，プレテストより有意に上がった

ことから，メディアの受け手として，実際のコマーシャルを視聴，疑問点を議論，教材ビデオ

で理解を深めた後，作り手として，自分たちの活動グループのコマーシャルを制作した体験が

効果として表れている。また，３年生の実験群②は，ポストテストの結果がプレテストより有

意に上回ったことから，教材ビデオの視聴のみでも３年生には，コマーシャル理解に効果があ

ることがわかった。１年生と３年生の統制群に有意な変化は見られなかったことから，コマー

シャル理解は，児童の自学自習的には伸びずに，教師や教材の介入がなければ，その効果は見

られないといえる。

ｂ．児童の感想

授業に参加した実験群①と教材ビデオを視聴した実験群②の児童を対象に，授業とビデオ視

聴に関する質問を尋ねたポストテストの結果を示す。

表４-１ 「コマーシャルの総合的理解度」の平均値と統計的検定の結果

M(SD)

群 プレテスト ポストテスト 変化量 検定結果(p)

１年生 実験群①(N=2) 2.4(1.3) 3.3(1.5) 0.98 0.06

(N=7) 実験群②(N=2) 2.3(0.8) 2.6(1.3) 0.22 0.37

統制群 (N=2) 1.9(1.3) 1.8(1.3) -0.0 0.87

３年生 実験群①(N=2) 2.8(1.4) 3.7(1.3) 0.93 0.04

(N=8) 実験群②(N=2) 2.4(1.2) 3.1(1.2) 0.74 0.04

統制群 (N=2) 3.4(1.3) 3.3(1.3) -0.0 0.73

(1)テスト間についての1元配置の分散分析における有意水準である( p .0)。
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b-1．ビデオ視聴の感想（表４-２）

実験群①と実験群②の児童に，ビデオ教材「うっきうきテレビたんけん」のたんけん①を視

聴した感想を８項目，４段階評定尺度で尋ねた。最大値は４で最小値は１である。肯定的感想

と否定的感想に分類し，「まあまあ思う＝３」と「すごく思う＝４」と答えた比率を合計し，

肯定的感想と否定的感想に分類した。

１年生３年生共にビデオ視聴後「楽しかった」と肯定的な反応が示された（１年生7％・３

年生8％）。３年生は，「続きを見たい（8％）」「コマーシャルを作りたくなる（6％）」と意

欲を示している。また，教材の構造について，７割前後が「内容がコーナーごとにわかりやす

くまとまっている」「ビデオの場面の変わり目がよくわかる」と理解している。「コマーシャル

の意味がよくわかった」と内容を理解できたのが７割で，「説明できる」段階には４割が至っ

たことがわかる。一方，１年生は，７割近くが「続きを見たい」と意欲を抱いているが，「コ

マーシャル作り」に興味を示すのは３割強に留まっている。「場面の変わり目がわかり」，「ま

とまっていた」と過半数近くは構造面について理解を示していた。内容について，４割が「コ

マーシャルの意味がわかり」，３割が「説明できる」と答えている。

表４-２ 児童(実験群①＋②)のビデオ視聴の感想と統計的検定の結果

比率(％)

１年生(N=4) ３年生(N=5) 検定結果(p)

肯定的感想 楽しかった 7.1 8.2 0.24

わかりやすくまとまっていた 4.6 7.1 0.02

CM を作りたくなった 3.3 6.0 0.00

内容を説明できる 3.3 4.7 0.30

否定的感想 CM の意味がよくわからなかった 5.3 2.3 0.04

場面の変わり目がわからなかった 4.7 3.5 0.12

たいくつだった 3.6 1.0 0.02

続きを見たくない 3.3 1.1 0.02

(1)数値は「まあまあ＋すごく思う」と回答した比率である。
(2)χ検定における有意水準である(p .0, p .0, p .01)。

表４-３ 児童（実験群①）の授業の感想と統計的検定の結果

比率(％)

１年生(N=4)３年生(N=5)検定結果(p)

肯定的感想 楽しかった 7.8 9.3 0.03

CM の意味がよくわかった 7.0 8.5 0.26

CM を気をつけてみるようになった 6.5 7.9 0.26

新聞やチラシを注意して見るようになった 5.5 5.6 0.94

自分でも調べたくなった 4.6 6.7 0.14

購入時 CM との違いを注意するようになった 3.5 6.7 0.07

否定的感想 CM 作りは難しかった 6.7 6.7 1.00

続きをやりたくない 5.0 2.6 0.17

つまらなかった 2.2 7.0 0.02

(1)数値は「まあまあ＋すごく思う」と回答した比率である。
(2)χ検定における有意水準である(p .0)。
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１年生と３年生を比較すると，２学年×２回答（思う・思わない）の x検定結果，以下の

５項目で２学年に有意差が生じていた。３年生の方が，「続きを見たい」（x＝4.65，df＝

１，p＜.0），「わかりやすくまとまっている」（x＝9.40，df＝１，p＜.0），「コマーシャ

ルを作りたい」（x＝1.14，df＝１，p＜.01），「コマーシャルの意味がよくわかる」（x＝

8.09，df＝１，p＜.0）と感じている。これは，教材ビデオが３年生を対象に設定した結果

と考えられる。また，１年生（3％）の方が「たいくつだった」（x＝9.41，df＝１，p＜.

0）と感じたのは，ビデオ視聴時間（約７分）との関連が示唆される。

b-2．授業の感想（表４-３）

実験群①の児童に，４時間の授業の感想を９項目，４段階評定尺度で尋ねた。最大値は４で

最小値は１である。「まあまあ思う＝３」と「すごく思う＝４」と答えた比率を合計し肯定的

感想と否定的感想に分類した。

授業でコマーシャルを学習・制作したことについて，７割の１年生と９割以上の３年生が，

授業は「楽しかった」と答えている。また，１年生の８割と３年生の９割が，授業を通して

「コマーシャルの意味が理解できた」と実感している。３年生の７割と１年生の５割が「授業

の続きをやりたい」「授業で習ったことを自分でも調べてみたい」と意欲を示していた。一方，

１年生と３年生の７割近くが「むずかしかった」と感じていた。このことから，初めてのメデ

ィアの学習で戸惑いを感じながらも，最後まで意欲を失わず，コマーシャルを理解し，作品と

して発表できたことが，達成感を伴い楽しさにつながったと考えられる。

授業でコマーシャルについて学習したことが普段の生活にどのように発展していったかを尋

ねたところ，６割弱の１年生と７割強の３年生が，今まで何気なく見ていた「コマーシャルが

何を伝えているかを気をつけて見るようになった」と答えている。また，１年生と３年生の過

半数が「新聞やチラシの広告に何が書いてあるのかを気をつけて見るようになった」と活字へ

の発展も見られた。更に，「物を買うときにコマーシャルと同じかどうかを気をつけて見るよ

うになった」のは，１年生では４割近く，特に３年生では７割近くになり，コマーシャルの視

聴者から消費者への意識の芽生えが明確になった。

１年生と３年生を比較すると，２学年×２回答（思う・思わない）の x検定結果では，以

下の３項目で有意差が生じている。３年生は１年生より，有意に「つまらない」（x＝4.19，

df＝１，p＜.0）と感じずに，授業を大いに「楽しんだ」ことがわかる（x＝6.29，df＝

１，p＜.0）。その結果が，３年生の方が「購入時にコマーシャルとの違いに注意する」発展

活動につながっていったと考えられる（x＝4.39，df＝１，p＜.0）。

ｃ．教師の感想

１年生と３年生の実験群①を担当した教師２名に，４時間の授業実践後，児童の学習につい

て1項目，授業実践全体について1項目，それぞれ４段階評定尺度で尋ねた。加えて，自由記

述式のアンケートで実践の準備や工程で感じたこと・実践してみてわかったこと・意義や抱負

などを尋ねた。今回は少人数のため数値化は行わない。

児童の学習における質問では，１年生と３年生の教師共に，「メディア・リテラシーの基礎

知識を定着することができた」「メディアの受け手から作り手に意識や活動を発展することが

できた」などの７項目について肯定的評価をしていた（「やや思う」か「とても思う」に回答

した）。続いて授業全体の質問では，１年生と３年生の教師共に，「児童は色々考えて発言して

いた」「今後の活動への動機づけが高まった」「この授業の目標は一応達成できた」などの1項
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目について授業の手応えを感じていた。特に「児童は授業に熱中していた」「ビデオ教材は児

童の理解に役立った」の２項目は，教師２名とも高く評価していた。

自由記述のアンケートでは，１年生担当の教師は，アクティビティシート（たんけんメモ）

について，１年生にはやや理解しにくく時間がかかること，教師が説明しにくい文章も含まれ

ていることを指摘していた。アンケートで，戸惑った点として，３年生担当の教師は，授業で

使用するビデオが数種類に及び，操作に少々手間取ったことを挙げていた。授業を通してわか

った点は，児童は教師が思う以上にコマーシャルの商業的本質を見抜いていたこと，児童の自

己表現の手段の一つとしてメディア・リテラシー教育に意義があることも述べていた。今後は

総合的な学習の時間での取り組みを検討していきたいと記していた。

⑤ 調査結果から

本研究は，メディア・リテラシー教育入門教材「うっきうきテレビたんけん」を使用した授

業実践の効果について，検討したものである。今回は紙幅の関係上，前述の結果から示唆され

る点について，授業と教材の関連の観点と，児童の発達の観点からまとめてみる。

まず，授業と教材の関連から実践の効果を検討する。１年生では，教材の使用に加え，授業

での教師の適切な関わりによって，児童の理解度が促進された。１年生の場合，教材の使用開

始時期は，「ビデオのコンテントを理解する，教師の説明を理解する，授業と教材ビデオの関

係において意味を理解することが可能になる」２学期後半以降が望ましいだろう。３年生は教

材ビデオの視聴だけでも理解度は上昇したが，授業体験が理解度を更に深めた。この教材の対

象を３年生としたことは妥当であったといえる。以上のことから，授業と教材は，メディア・

リテラシー教育の土台作りとして，一連の活動の中で捉えるべきであり，相補的な組み合わせ

により相乗効果が期待される。加えて，教師が本教材（教師準備用と授業用）を肯定的に評価

していたことは，メディア・リテラシー教育を初めて教える教師が，教育の基本的コンセプト

の理解を得るのに教材が有効であったことが推察された。

続いて，児童の発達の観点から，実践の効果を考察する。授業に参加した１年生と３年生の

児童には，学習自体を積極的に楽しんでいる姿勢が見られた。このことは，コマーシャルにつ

いての理解度が有意に向上したポストテストの結果からも裏づけられる。メディア・リテラシ

ー教育の学習は，答えやゴールが一つでない「多様性」の難しさと楽しさが同居している。今

回の実践では，コマーシャル制作という初めての学習で，試行錯誤を繰り返し，児童がグルー

プでの相互活動を通して，メディアについて協同的発見を得たと考える。その学校の文脈にお

いて培ったメディアへの積極的な参加態度は，日常生活においても活字広告への興味や消費者

としての意識の芽生えへと確実に展開していった点は興味深い。このように，メディア・リテ

ラシー教育を低学年から開始することは，メディアの受け手として，新たな視点を知ること

で，ポジティブかつアクティブな参加意識が高まり，リテラシーの定着が早期から育まれるメ

リットがあると示唆される。

⑷ 実践のまとめ

アカデミアによる実践は，学校現場にカリキュラムや教材，実践に際してのアドバイス，客

観的分析に基づくフィードバックを提供できるメリットがある。しかし，それには，常に現場

との「実践をめぐる対話」が必要不可欠である。現場の実践に対しての不安や疑問をいかに払

拭していくか，教師と共に考える姿勢が問われる。メディア・リテラシー教育が単にツール操

作の学習に終始しないためにも，アカデミアと学校現場の「実践をめぐる対話」の継続が重要
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である。アカデミアと学校の強固な連携が，長期的かつ体系的カリキュラムなど更なる取り組

みを可能にしていくだろう。

５．放送局とアカデミアと学校による実践
―「発信 マイスクール」プロジェクトの取り組み―

⑴ 取り組みを始めた背景

この実践は，福井大学の協力を得て，NHK福井放送局の番組内のコーナー「発信 マイス

クール」で，地元の小学校から高校までの児童・生徒・教師が制作した映像を放送し，県民に

視聴してもらうプロジェクトである。NHK福井放送局が，地域情報番組拡充のため，子ども

たちの制作した映像を放送する番組コーナーを企画し，福井大学村野井均助教授と福井県教育

工学研究会が協力し，視聴覚教育や情報教育を行っている学校へ作品提供を呼びかけた。昨今

メディアに登場する学校や児童のネガティブイメージを懸念していた学校側は，このプロジェ

クトに参加することで，一般の人たちに学校のありのままの姿を見てもらい，地域社会との関

わりを深めるいい機会だと考えた。こうして，コミュニティとの共存を願う放送局，メディア

教育に意欲を示す大学，地域に開かれた教育を目指す学校によるプロジェクト，「発信 マイ

スクール」が始まった。

⑵ 番組について

「発信 マイスクール」は，平成1年４月からNHK福井放送局が福井県内に向けて放送し

ているコーナーである。学校が取材・撮影・編集した５分程度のVTR作品にNHKのキャス

ター・スタッフが取材した制作上のエピソードを加えて構成されている。学校現場の生き生き

した表情を視聴者に伝えるため，作品はなるべく未加工での放送を心がけている。放送開始当

時の平成1年度の前半は，学校が記録や記念，あるいは放送教育の一環として撮影したビデオ

テープが主だった。その内容は，例えば，地場産業の越前和紙を学習し取材したもの，高齢者

の住みよい環境を１年かけて勉強したものなど，学校の個性があふれる作品が多かった。後半

になると，「発信 マイスクール」の放送に照準を合わせた作品が増えてきた。内容は，学校

が一番力を入れている学校祭や体育祭の行事紹介が多かった。中でも，中学校の体育祭での応

援合戦を準備段階から発表までを克明に記録し，生徒のコメントや一行詩を加えた作品は，放

送後，町内放送で再放送の通知が流れるほど，地域の反響も高かった。平成1年は，放送コン

テスト福井県予選入賞作品や「NHK放送体験クラブ」のノウハウを生かした作品も登場し，

積極的参加校が増え，内容的にも充実してきた。放送開始以来，「発信 マイスクール」でこ

れまで5校近く紹介したが，機材や技術の有無にかからず児童の頑張っている姿を，できるだ

け多く紹介していくというプロジェクトの基本スタンスは変わっていない。

⑶ 実践内容

「発信 マイスクール」では小学校から高校までの作品が集まっているが，今回は小学校の

実践を２例紹介する。放送された番組のビデオと，番組担当ディレクターと担任教師のアンケ

ートから振り返る。まず，鯖江市立豊小学校は「５年１組ニュース」を制作した。（平成1年

５月3日放送）。豊小学校の５年１組（2名）は，社会科で情報に関する学習があり，「クラス

の特徴を紹介するニュース」を制作することにした。１ヵ月の準備期間を経て，1時間で作品

を制作した。アナウンサー「スマイルまなみ」と「すこやかきたろう」の司会で，「福井県で

58



一番遊ぶクラスが発見された」というニュースについて，運動場や体育館にいるクラスの児童

にレポーターがインタビューしていく内容になっている。この制作は，まずクラス内で募集し

たプロデューサー１名とディレクター４名の企画会議からスタートした。ニュースの内容や構

成について話し合いを重ね，原案を考えた段階で，クラスで，カメラマン・アナウンサー・レ

ポーターなど本人の希望に応じた役割分担を行った。グループで撮影した映像を，クラスでお

互いに批評し合い，撮り直して完成させていった。次は，勝山市立成器南小学校の第６学年

が，バレーボール元オリンピック選手の三屋裕子さんの母校訪問を取材した作品である（平成

1年1月3日放送）。三屋さんが同小学校の卒業生という縁で，スポーツと科学について講演

会と実技会が開催された。その様子と三屋さんへのインタビューを中心に作品をまとめてい

る。準備に１週間，制作に５時間を費やした。既にホームビデオカメラを使用した番組制作を

経験していたので，ビデオ機器の操作には問題なかったが，バレーボールの実技やインタビュ

ーでは，その場面に適した構図を考えながらの撮影に苦労もあった。豊・成器南両小学校と

も，実践を通して，「児童のニュース番組の見方が変わった」「放送されるまでの作り手の苦

労，聞き手に対しての工夫を知るよいきっかけになった」と答えている。

⑷ 実践のまとめ

この実践の特徴は，放送局とアカデミアと学校の協業で成立している点で，循環性が高いプ

ロジェクトであるといえる。すなわち，学校で制作した作品に放送局が発表の場を提供するこ

とで，学校側は取り組みへの意欲が増し，作品を視聴した地域の意識も変化してくる。実践に

ついては大学からアドバイスやフィードバックがもらえる状態であるので，心強い一面もあ

る。「発信 マイスクール」の視聴者は，作品を制作した当事者の児童だけではない。保護者

をはじめとした地域の人たちもいる。児童が生活をしている文脈で，このプロジェクトが行わ

れている点が興味深い。

６．おわりに

本研究結果から，小学校におけるメディア・リテラシー教育は，「多様性」に富んだ実践が

行われていることがわかった。教師レベルでは，教師の高い問題意識とモチベーションで，創

意工夫された単元が実践されていた。学校レベルによる実践では，メディア環境の整備と，学

校と教師双方のメディア・リテラシー教育に対する理解が，低学年・中学年・高学年に適した

カリキュラムに基づく体系的な学びの獲得を可能にした。アカデミアレベルによる実践では，

大学が開発した入門教材によって，効果的な実践をサポートするとともに，実践中の教師と児

「発信 マイスクール」の放送

NHK福井放送局，20

サッカーする男子にインタビュー

NHK福井放送局，撮影 豊小学校，

20

卒業生にインタビュー

NHK福井放送局，撮影 成器南小学

校,20
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童の対話を促進したことが，分析結果から得られた。放送局とアカデミアと学校による実践で

は，新しいタイプの協業を提唱しただけでなく，地域の人々の意識変化までもたらした。無論

今回の調査はすべての実践校を網羅したわけではない。しかし，紹介した実践例から，都市や

地方など地域にかかわらず，教師レベルでも学校レベルでもそれぞれ特徴のある実践が可能で

あること，また，アカデミアが客観的分析を通して効果的実践を支援できること，放送局との

協業により発表の場に広がりを持てることなどがわかった。一方，メディア・リテラシー教育

に興味を持ち実践を希望しながらも，以下の問題で多くの小学校が断念していることも，調査

過程で明らかになってきた。学校におけるメディア環境の整備不足，メディア・リテラシー教

育のためのカリキュラムや教材の不足，教師のメディア・リテラシー教育についての意識の低

さなどである。これらの問題をすべてクリアにするのは，現段階では極めて困難かもしれない

が，すべての問題の解決を待ってからでは，メディア・リテラシー教育の普及が立ち遅れてし

まう。焦眉の問題は，実践へのハードルを如何に低く少なくするかである。その意味で，本研

究では，具体的に様々なアプローチとその効果を紹介してきた。試行錯誤の中で，自分たちの

学校や学年に適した実践方法を探し出した例や，アカデミアや放送局の支援を得ることで，結

果的に問題点を補い突破口が見出せた例などである。これからメディア・リテラシー教育を取

り入れようと検討している教師や学校にとって，自分たちの学校やクラスに即したプラン選び

の参考になることを期待する。

今後は，より多くの小学校での実践を可能にするために，メディア・リテラシー教育につい

て，教師間や異分野との情報と意見の交流の場を拡大していくことが切に望まれる。そして

様々なレベル間でのコラボレーションを推進することで更なる展開が期待される。
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い子先生，福井大学村野井均先生，NHK福井放送局佐藤美希ディレクター，福井県鯖江市立豊小学校

三崎光昭先生，勝山市立成器南小学校市岡幸恵先生，九州大学人間環境学府大森晶子氏，植草学園短期

大学非常勤講師小沢恵美子氏，NHK放送文化研究所白石信子氏，兵庫教育大学吉田寿夫教授のご協力
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第５章 メディア・リテラシー教育の重要性

笹井 宏益

１．IT の進展状況と国家戦略

地球規模での情報通信技術の飛躍的発展に伴い，情報通信環境は，広範かつ急速に変貌を遂

げている。特に，パソコンと携帯電話は，職業生活のみならず，生活全般にわたって深く浸透

し，大きな影響を及ぼすようになっている。

例えば，我が国のインターネット利用者数は，ここ数年で急速に増加している。平成1年度

の「通信利用動向調査」（総務省）によれば，同年末における我が国のインターネット利用者

数は，5,53万人（対前年比1.8％増）と推計されている。この増加は，１年間で85万人利用

者が増加したことを示しており，それを人口レベルの利用率でみると，4.0％利用者人口が増

えたことになる。平成1年には，インターネット利用者数は8,70万人に達するものと推計さ

れている⑴。

また，平成1年度末における携帯電話の加入契約数は，6,92万契約（対前年度比1.4％増）

となっており，年ごとの増加率は鈍化しつつあるものの，着実に普及している⑵。

さらに，我が国における主な放送サービスである，地上系放送，衛星系放送及びケーブルテ

レビの３つをみると，いずれも拡充の一途をたどっている。特に，衛星系放送については，平

成1年に BSデジタル放送，平成1年 CS10度衛星によるデジタル放送が開始され，放送サー

ビスの多様化とともに多チャンネル化が進展している。併せて，ケーブルを使ったコミュニテ

ィ放送局が多くの地域に設置されてきており，多彩な内容の放送が展開されている。本年（平

成1年）は，昭和2年に地上テレビジョン放送が開始されてからちょうど5年目の年にあた

り，この間，我が国の放送サービスは，技術革新に支えられて著しい成長をとげ，現在では国

民生活に不可欠なものになっている。

こうした状況は，今後もますます進展し，我が国のみならず世界的規模で，社会経済構造全

体の変容を促すものと予想され，そのような事態に適切に対処するため，高度情報通信ネット

ワーク社会の形成に関する政策を国家戦略として推進することが求められるようになってい

る。このような潮流の中で，平成1年１月より「高度情報通信ネットワーク社会形成基本法

（IT基本法）」が施行され，政府に IT戦略本部が設置された。同本部では，我が国が５年以

内に世界最先端の IT国家となることを目指した国家戦略である「e-Japan戦略」を制定，併

せて同年３月には，それを具体化した「e-Japan重点計画」を制定した。これらの下で，平

成1年３月には，平成1年度までに我が国が IT人的資源大国となることを目指し，

① 将来を担う子どもたちの IT活用能力を高めるための「学校教育の情報化等」

② すべての国民が日常生活の中で自然に ITを使いこなすための「IT学習機会の提供」

③ 各分野の IT専門家育成のための「専門的な知識又は技術を有する創造的な人材の育

成」
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を柱とした「IT人づくり計画」を策定した。

２．初等中等教育とメディア・リテラシー

⑴ 情報教育の推進

すでに述べたように，国をあげて高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する諸施策が講

じられる中で，様々な教育の場で IT活用能力をはじめとするメディア・リテラシーを育成す

ることは，極めて重要かつ緊急の課題になっている。とりわけ学校教育においてメディア・リ

テラシーの育成に取り組むことは，その中核をなすものである。

こうしたことから，学校教育においては，平成1年度から実施されている学習指導要領の下

で，情報リテラシーの育成を図ることを趣旨として，次のような取り組みが行われている。

ア）小・中・高等学校を通じて，各教科や総合的な学習の時間においてコンピュータやイン

ターネットを積極的に活用する

イ）中学校の技術・家庭科で「情報とコンピュータ」を新設する

ウ）高等学校に平成1年度より「情報」を普通教科として新設する

ここで，情報教育の目標として掲げている「情報活用能力」（情報リテラシー）については，

文部科学省は，「情報及び情報手段を主体的に選択し活用していくための個人の基礎的な資質」

と定義して，表５-１に示すとおり３つの能力に整理している⑶。

このように学校教育においては，平成1年度より本格的に情報教育が始まっており，これと

対応する形で，情報通信環境の整備も進められている。例えば，公立の初等中等教育施設（特

殊教育諸学校を含む）におけるコンピュータの設置状況は，平成1年３月現在で9.3％と10

％近い水準にある⑷。

⑵ 児童生徒とメディアとの結びつき

先に述べたように，学校教育において情報リテラシー教育が進められる中，児童生徒は，

日々の生活の中でどのようにメディアに接しているのであろうか。この点について，「生涯学

習社会におけるメディア・リテラシーに関する総合的研究 学校教育・中間報告書」（平成1

年３月国立教育研究所）では，いくつかの興味深いデータが示されている。

表５-２は，「メディアとの接触経験がどのような形で役立ったか」について，肯定的な回答

が多い順からメディアの順位をつけたものである。例えば，小学生のケースをみると，メディ

表５-１ 情報教育の目標としての「情報活用能力」

①「情報活用の実践力」 課題や目的に応じて情報手段を適切に活用することを含めて，必

要な情報を主体的に収集・判断・表現・処理・創造し，受け手の

状況などを踏まえて発信・伝達できる能力

②「情報の科学的な理解」 情報活用の基礎となる情報手段の特性の理解と，情報を適切に扱

ったり，自らの情報活用を評価・改善するための基礎的な理論や

方法の理解

③「情報社会に参画する態度」 社会生活の中で情報や情報技術が果たしている役割や及ぼしてい

る影響を理解し，情報モラルの必要性や情報に対する責任につい

て考え，望ましい情報社会の創造に参画しようとする態度

出典）文部科学省「情報化の進展に対応した初等中等教育における情報教育の推進等に関する調査研究協力者会議」

第一次報告（平成９年）より
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アとの接触で「元気が出た事があるか」との問に対して，肯定的な回答が最も多かったのが

「テレビ」，次いで「本」，「TVゲーム」ということになり，否定的な回答が最も多かったのが

「新聞」ということになっている⑸。

上記の表をみてわかるように，「元気が出た事がある」メディアとしては，小学生，中学生，

高校生いずれも「テレビ」をトップに挙げており，「本」はその次である。「遊びに役立った

事」のあるメディアも，「テレビ」がトップである。面白いのは，「勉強に役立った事」のある

メディアとしても，「テレビ」は「本」に次いで２位であり，テレビは，いわば勉強にも遊び

にも役立つ，児童生徒にとってなくてはならないメディアであることが浮き彫りになってい

る。

また，「新聞」については，「テレビ」や「本」ほどではないが，勉強に役立つメディアとし

て挙げられている。ただし，遊びにはあまり役立たないものであることが，これらの表からう

かがえる。

他方，インターネットは，勉強でも遊びでも順位は低く，児童生徒の生活においてまだまだ

定着していないことがうかがわれる。こうした傾向は，パソコンの普及率や使用頻度ともかか

わる問題ではあるが，今の段階では，インターネットが，そのもつポテンシャル（情報量の多

さやアクセスの容易さ）と比べて，「メディア」として十分機能していないことを示している。

今後，「情報へのアクセス」という点からみて学習が望まれるリテラシーはコンピュータ・リ

テラシーであり，学校教育を通じて，コンピュータのもつ価値（機能）を完全に引き出すこと

が大きな課題になっていることがわかる。

⑶ マルチメディアの出現とメディア・リテラシー

言うまでもなく，人と人とのコミュニケーションを支えるメディアは絶えずその姿を変えて

メディア・リテラシー教育の重要性

表５-２ メディアとの接触経験から得られる成果のランキング

〔小学生〕

テレビ 本 新聞 雑誌 インターネット TVゲーム

元気が出た事 １ ２ ６ ４ ５ ３

勉強に役立てた事 ２ １ ３ ５ ４ ６

遊びに役立てた事 １ ２ ６ ４ ５ ３

〔中学生〕

テレビ 本 新聞 雑誌 インターネット TVゲーム

元気が出た事 １ ２ ５ ３ ６ ４

勉強に役立てた事 ２ １ ３ ４ ５ ６

遊びに役立てた事 １ ２ ６ ３ ５ ４

〔高校生〕

テレビ 本 新聞 雑誌 インターネット TVゲーム

元気が出た事 １ ２ ５ ３ ６ ４

勉強に役立てた事 ２ １ ３ ４ ５ ６

遊びに役立てた事 １ ３ ６ ２ ５ ４

注）上記３つの表は，「生涯学習社会におけるメディア・リテラシーに関する総合的研究 学校教育・中間報告書」

（平成1年３月国立教育研究所）に掲げられているデータをもとにして，筆者が作成。
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おり，社会の変化や技術革新に応じて，次々と新しいメディアが登場してきている。とりわ

け，マルチメディアの出現は，メディア・リテラシーの育成にとって，大きなインパクトを与

えるものであり，その教育における役割や機能をきちんと把握しておく必要がある。マルチメ

ディアの大きな特徴は，これまで文字中心であった学校教育の現場に，静止画や動画，音声な

どを導入し，児童生徒の表現手段を多様化することであるとともに，デジタル技術の採用によ

り，双方向のコミュニケーションを可能にする点である⑹。この２つの特徴は，児童生徒に能

動的なコミュニケーション・スタイルを身に付けさせることを可能にする。

すなわち，先に述べたように，児童生徒が最も頻繁に接触し，信頼しているメディアはテレ

ビであるが，テレビは，基本的に受動的なメディアであり，多くの場合，視聴者の能動的な行

為を必要としないで情報を入手できるので，児童生徒のテレビ対応は，どうしても受動的にな

りがちである。後述するように，テレビからの情報は，取材から発信までの過程に「編集作

業」を伴うものであり，「クリティカルに解読する」ことが求められる。この「テレビに対す

るクリティカルな態度」こそメディア・リテラシーの基本的な要素であり，こうした能力は，

児童生徒が，テレビをはじめとする様々なメディアにクリティカルに接し，それらの活用を能

動的に進める中で，育成されるものと考えられる。

このような文脈で考えると，マルチメディアの出現は，「児童生徒のメディアに対する受動

性」を打破する格好の契機となるものであり，今後，学校においては，マルチメディアを単な

る情報収集のツールとだけ見ないで，メディア情報のクリティカルな解釈を身に付けさせる，

メディアを自己の興味関心に沿って能動的に使いこなす，という観点を重視して活用を進める

ことが望まれる。

⑷ 新聞の活用によるメディア・リテラシー育成

新聞については，児童生徒にとって「遊びのツールとしてよりも勉強には役立つツール」で

あることが表５-２に示された結果から読み取れるが，表５-３からもわかるように，教師にと

っても授業での利用経験が比較的多いメディアである。

現在，全国各地で，新聞を学習活動に活かすという趣旨で，「NIE（教育に新聞を）」にかか

る活動が取り組まれている⑺。NIE活動は，13年代にアメリカ合衆国で始まった運動で，組

織的にはNIC（Newspaper in Classroom＝教室に新聞を）が始まりとされている。日本で

は，諸外国での事例を参考に，18年日本新聞協会にNIE委員会が設立され，新聞界あげて

取り組むこととなり現在に至っている⑻。

NIEは，例えば，新聞の社説やコラムを現代国語のテキストとして活用したり，政治や経

表５-３ 各メディアの授業での利用状況にかかるランキング（教師調査の結果）

１ 新聞を教材として利用する ８ 新聞を分析・評価の対象とする

２ TVを教材として利用する ９ インターネットを調べ学習として利用する

３ 新聞を調べ学習として利用する 1 インターネットのアクセス方法を学ばせる

４ パソコンを調べ学習として利用する 1 TVを分析・評価の対象とする

５ 新聞の制作をさせる 1 インターネットを分析・評価の対象とする

６ パソコンの操作方法を習得させる 1 ホームページの制作をさせる

７ インターネットを教材として利用する 1 TV番組の制作をさせる

注）「生涯学習社会におけるメディア・リテラシーに関する総合的研究 学校教育・中間報告書」（平成1年３月国

立教育研究所）に掲げられているデータをもとにして，筆者が作成。
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済の記事を社会科学習の討論のテーマにしたり，あるいは文化やスポーツの情報を自らの学習

実践に活かしたりすることなどにより，大きな教育的効果を導き出すことができるものであ

る。このような効果に加えて，取材，記事作成，編集，発行という一連の「新聞づくり」を児

童生徒に体験させることで，情報の収集の仕方，情報の取捨選択の方法，事実や主張の自己表

現の方法，編集の進め方，他者との利害の調整の仕方など，メディア・リテラシーの育成にと

って不可欠なことがらを自然のうちに学ばせることができるものである。その意義や効果を考

えると，今後のさらなる展開が期待される。

⑸ テレビ・リテラシー育成への取り組み

表５-４は，メディアから得られる情報の信頼性について，表５-２と同じような方法で，順

位をつけたものである⑼。例えば，中学生の場合，「本当のことと違う」と感じた経験が最も

あるメディアは「テレビ」であり，そうした経験が最も少ないメディアは「インターネット」

である。

表５-４をみてわかるように，「本当のことと違う」「考え方が偏っている」「人の気持ちを傷

つけている」というような，情報の信頼性を失わせるような経験は，圧倒的に「テレビ」が多

い。

このような動向に関連して，小学校５年生と中学校２年生の保護者を対象にした「家庭での

メディア利用調査」（平成1年，国立教育政策研究所）においては，テレビ番組の受け止め方

について調査した結果が掲載されている。それによれば，「ドラマでの暴力場面」や「バラエ

ティーでのからかい等の場面」については，回答者した保護者の８割以上が，「少なくすべき」

あるいは「やめるべき」と考えていることが示されている 。ほとんどの人は，テレビ番組の

一部には改善すべき問題があるという受け止め方をしているのである。先に述べたように，テ

表５-４ メディアの信頼性のランキング

〔小学生〕

テレビ 本 新聞 雑誌 インターネット

本当のことと違う ２ １ ４ ３ ５

考え方が偏っている １ ２ ４ ３ ５

人の気持ちを傷つけている １ ３ ２ ４ ５

〔中学生〕

テレビ 本 新聞 雑誌 インターネット

本当のことと違う １ ２ ４ ３ ５

考え方が偏っている １ ２ ４ ３ ５

人の気持ちを傷つけている １ ４ ２ ３ ５

〔高校生〕

テレビ 本 新聞 雑誌 インターネット

本当のことと違う １ ３ ４ ２ ５

考え方が偏っている １ ３ ４ ２ ５

人の気持ちを傷つけている １ ４ ３ ２ ５

注）上記３つの表は，「生涯学習社会におけるメディア・リテラシーに関する総合的研究 学校教育・中間報告書」

（平成1年３月国立教育研究所）に掲げられているデータをもとにして，筆者が作成。
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レビは，児童生徒の普段の生活に深くかかわっている。こうした事実の上に，テレビからの情

報には信頼できないものがあったり，テレビ番組の一部に不適切な場面があったりすることを

考えると，学校教育においても，テレビからの情報の適切な取り扱い方を，小学校段階からき

ちんと教えることが必要である。テレビは我々の生活に絶大な影響を及ぼしているメディアで

あるがゆえに，学校でのテレビ・リテラシー教育は，重要な意義をもつものである。

これに関連して，テレビ・リテラシーの育成に関して，興味深い取り組みをしている学校が

ある。福井県坂井郡丸岡小学校では，全校一斉の「メディアタイム」の時間を毎月一回特別に

設け，「映像リテラシー」の育成を目的とした活動を行っている。同校では，映像リテラシー

の内容を表５-５のように定めて，それを身につけさせるための年間スケジュールを作成して

いる 。

同校の「メディアタイム」の年間のスケジュールをみると，１年生では，例えば，特定のテ

レビ番組を「段落分け」することにより番組の構造を把握することを目的とする授業があった

り，４コマのイラストを並べ替えてストーリーをつくる授業があったりして，テレビ番組の構

造や機能を主体的に理解させることに焦点をおいている。また，２，３年生の授業では，１年

生のときの内容をさらに発展させて，ホームビデオを駆使して児童に５分間の番組を作成させ

るなど，情報の発信にかかる内容を含む授業も導入している 。これまでのところ，メディア

タイムは「ゆとりの時間」を利用して行われているが，各教科との関連も十分考慮して，学校

教育全体として取り組む方向で拡充が図られる予定になっている。丸岡小学校の取り組みは，

映像リテラシーを総合的に身に付けさせるための先駆的な取り組みであるといえよう。

⑹ インターネット教育の重要性

その一方で，表５-４においては「インターネット」は，いずれも最下位である。これは，

おそらくインターネットの場合には，十分な「アクセス」がなされていないために，児童生徒

にとって情報の信頼性を失わせるような経験が生じていないことが，その背景にあるものと推

察される。しかしながら，今後の動向を考えると，多くのメディアの中でも，これから我々の

生活に最も多大な影響を与えるのは，インターネットである。次表は，これまでのインターネ

ットの利用状況の分析から，それが個人のライフスタイルにどのような影響を与えているかを

示したものである。

これによれば，「新しい友人を作ること」「友人との会話の頻度・時間」「趣味等に対する支

出」「外食・イベント等で外出すること」といった項目で，インターネットの活用が「増加」

を生み出したことが示されている。インターネットは，ややもすると，自宅に閉じこもってパ

ソコンをいじるというようなマイナスイメージがあるが，実際は，これまでよりも行動的（活

動的）になったとする人が増えている。このデータは，インターネットは，単なる情報の獲得

表５-５ 映像リテラシーの内容

映像視聴能力 映像制作能力 映像活用能力

①内容を理解しとらえる力

②状況や心情に反応し感じ取る

力

③情報を把握し表現する力

④現状をつかみ問題を見つける

力

⑤情報を構成し組み立てる力

⑥自分の考えを効果的に伝達す

る力

⑦自分に必要な情報を選択する

力

⑧目的に合わせて情報を利用し，

生活に役立てる力

⑨情報を批判的に眺め真実を見

抜く力
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手段にとどまらず，自らの生活の質や活動内容を充実させることにもつながり得るもので，そ

の影響は社会生活全般にまで及び得る，ということを示すものである。

また，インターネットの活用によって，「新聞を読むこと」「雑誌を見ること」「手紙を出す

こと」「TVを見ること」「電話をかけること」といった，従来型のメディア行動が代替され得

ることが示されている。その意味で，インターネットは，他のメディアの機能を代替し，今後

のメディアの主役（メディア行動の主流）になる可能性を有しているのである。

このように，インターネットは，大きな潜在的可能性を有しており，子どもの頃から，その

活用方法等を身に付けさせることは，今後の学校教育において極めて重要な課題である。この

ことに関連して，ウェブ上のコンテンツに使用されている言語の割合を見ると，英語が6.4％

に対し英語以外の言語が3.6％と，英語の割合が圧倒的に高くなっている 。こうしたことか

らわかるように，メディア・リテラシーをより豊かにするためには，高度な英語力を身に付け

ることが大切であり，学校教育におけるメディア・リテラシー育成は，こうしたこともきちん

と視野に入れておくことが求められる。

３．高等教育とメディア・リテラシー

⑴ メディアの活用状況

現在，高等教育機関に在籍している多くの学生たちは，インターネットや電子メールに親し

んでいる。また，学内の事務・教務に関する情報も，少なからぬ部分が電子化されてきてい

る。それでは，大学の授業においてメディアはどのように活用されているのであろうか。

表５-６ インターネット活用がライフスタイルに与える影響

（単位：％）

新しい友人をつくること 2.7

友人との会話の頻度・時間 1.3
社会活動の変化

地域コミュニティー活動に参加すること 4.7

家族との会話の頻度・時間 1.6

趣味等に対する支出 3.2

外食・イベント等で外出すること 1.4

消費行動の変化 旅行をすること 9.6

買い物に出ること ▲ 8.6

店頭でチケットを購入すること ▲ 2.0

新聞を読むこと ▲ 1.1

雑誌を見ること ▲ 2.1

メディア行動の変化 手紙を出すこと ▲ 2.3

TVを見ること ▲ 3.3

電話をかけること ▲ 3.5

睡眠時間の変化 睡眠時間 ▲ 5.6

注）表の数字は，２年前の調査と比較して，「「増加した」と回答した利用者の割合（％）」から「「減少

した」と回答した利用者の割合（％）」を差し引いたもの

出典）総務省「ITと国民生活に関する調査分析」（平成1年）より
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19年にメディア教育開発センターが行った調査によれば，現在，授業で利用されているマ

ルチメディアは，表５-７に掲げるとおり，録画ビデオやオーディオ・カセットが中心で，電

子メールが授業に利用されているケースは，全体の半分にも満たない。その反面，授業以外の

事務連絡に電子メールが利用されている割合は５割を超えており，コミュニケーション・ツー

ルとしての電子メールは，不可欠のものになりつつある 。

インターネットについては，利用頻度が他のメディアと比べて低く，授業で十分活用されて

いるとは言い難い結果になっている。同じ調査の別のデータによれば，インターネットは，

「学部生対象の専門教育」の授業で２割近く利用されているものの，他の領域（共通教養教育，

語学教育，補習教育など）では，１割前後あるいは１割にも満たないことが示されている 。

他方，表５-８に掲げたように，インターネットの将来的な利用をみると，「電子メールや電

子掲示板による事務連絡」や「図書資料のオンラインカタログ」が高い割合を占めており，コ

表５-７ マルチメディアの利用頻度

（単位：％）

よく行われ

ている

ある程度行

われている

あまり行わ

れていない

ほとんど行わ

れていない

録画ビデオの授業への利用 3.4 5.7 1.7 2.2

図書資料のデータベース化 4.7 3.8 1.6 1.8

オーディオ・カセット教材の利用 3.2 4.8 1.2 7.8

電子メールや電子掲示板による事務連絡 2.6 2.7 1.2 2.5

パソコンによるプレゼンテーション 1.4 4.9 2.2 1.5

インターネットによる教材の提供 1.4 4.2 2.8 1.7

電子メールによる課題の抽出 1.2 3.2 2.1 2.4

電子掲示板や電子メールによる授業への質問

や学生間の討議

1.9 3.4 2.9 2.7

ビデオカメラやデジタルカメラの授業での利用 9.5 4.3 3.3 1.9

CD―ROM 教材の利用 6.3 3.3 3.7 1.6

マルチメディア教材の作成 3.9 3.3 3.8 2.7

出典）メディア教育開発センター「高等教育におけるマルチメディア利用実態調査（19年度）」より

表５-８ インターネットの教育への利用の将来計画

（単位：％）

積極的に利

用したい

ある程度は

利用したい

利用の必要

がない

授業の提供 3.3 5.1 1.7

学生がインターネットによって収集した情報による授業 3.8 5.8 9.5

電子メールによる学生からのレポート提出 5.4 4.3 5.3

電子メールや電子掲示板による事務連絡 6.8 2.7 3.5

ホームページを利用した学生の情報交換 3.9 4.8 1.3

電子掲示板や電子メールによる授業への質問や学生間の討議 5.2 4.8 5.0

出典）メディア教育開発センター「高等教育におけるマルチメディア利用実態調査（19年度）」より
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ミュニケーション・ツールとしての電子メールの機能が強調されているものの，「電子メール

による学生からのレポートなどの提出」「電子メールや電子掲示板による授業への質問や学生

間の討議」といった項目も，5％を超えている 。

これに関して，マルチメディアの利用目的を調べた別のデータによれば，重視している利用

目的として，「教育の効果を上げるため」及び「学生の動機づけを高めるため」が高い割合を

示しており，授業へのマルチメディアの導入に対する関心が高くなっている 。

以上の結果からすれば，将来的には，インターネットが高等教育を支える重要な役割をもつ

ようになることは十分に予想される。そのためにも，電子メールやインターネットの活用を中

心とするコンピュータ・リテラシーの育成は不可欠といえる。

⑵ 高等教育とメディア情報の読み解き

その一方で，「情報の読み解き」能力に焦点を当てた教育については，これまでのところ，

一般的にはなっているとはいい難いい。しかしながら，一部の大学においては，そこに焦点を

当てた教育が展開されている。

例えば，立命館大学においては，19年から産業社会学部の専門科目として「メディア・リ

テラシー論」が開講されており，また，それに対応する形で，19年より「メディア・リテラ

シー研究会」（当初は，「インターネットとメディア・リテラシー研究会」）が学内に発足し，

メディア・リテラシーの理論研究，研究と実践の情報収集及び発信，国内外のメディア・リテ

ラシー関連研究機関等との連携，などが実践されている。同大学の「メディア・リテラシー

論」のねらいとするところは，「高度に発達したメディア社会にあって，私たちの生き方を主

体的なものにするうえで不可欠なメディア・リテラシー（メディアを社会的文脈でクリティカ

ルに読み解き，メディアにアクセスし，多様な形態でコミュニケーションを創りだす力とその

取組み）について，理論と実践的研究の両面から学ぶ。とくに，本科目では，メディアのなか

のテレビを中心にとりあげ，映像言語の特性，メディアが記号化し提示する価値観やイデオロ

ギー，そのような内容をつくりだす産業や制度としてのメディア，オーディアンスなどの 基

本的概念>を社会的文脈で読み解く方法を，自らの経験として理解することに力点をおく」と

されている 。こうした取り組みは，メディア・リテラシーの重要で柱である「メディア情報

のクリティカルな解釈」を身に付けさせる上で極めて重要な教育実践であり，他の高等教育機

関への普及が期待される。

４．メディア・リテラシー教育の今後

表５-９は，企業が求める IT活用能力について，３年前と現在とを比較したものである。

これによれば，「IT機器操作・設定能力」が2.9％から4.8％と大幅に減っており，反対に，

「IT活用による業務改革の企画」と「ITを活用した新規ビジネスの企画」が，それぞれ1.1

％から4.7％，6.6％から1.2％と増加している。

すなわち，企業においては，単なる IT機器の操作だけではなく，それらに習熟しつつ，自

らのアイデアや意見を，ITを使って提案できる人材が求められているのである。こうしてみ

ていくと，もはや ITは，「思考のツール」として活用が期待されていることがわかる。「情報

の伝達ツール」から「思考のツール」へとメディアは進化をとげていく。そうした点からみて

も，今後，ますますメディア・リテラシー教育の重要性が増していくのは確実である。メディ

ア・リテラシーの育成は，一朝一夕にはできない。それゆえにこそ，学校教育における取り組
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みが大きな意味をもつのである。

注>

⑴ 総務省の調査および推計値による。平成1年度「情報通信白書」から引用。

⑵ 総務省の調査による。平成1年度「情報通信白書」から引用。

⑶ 筆者自身としては，メディア・リテラシーの一般的定義を「情報にアクセスし，入手した情報を適切に

解釈し，自ら情報を発信できる能力」というように考えているが，これと学習指導要領上の「情報リテラ

シー」の概念と比べると，後者のほうが，情報モラルの問題なども視野に入れており，やや幅広い概念に

なっている。いずれにしても，現行の学習指導要領は，一般的定義としての「メディア・リテラシーの育

成」も，情報教育の目的に含めて考えていることは間違いない。

⑷ 文部科学省「学校における情報教育の実態等に関する調査結果」（平成1年度）より

⑸ 「生涯学習社会におけるメディア・リテラシーに関する総合的研究 学校教育・中間報告書」（平成1年

３月，国立教育研究所）においては，メディアとの接触経験が役立ったか否かについて，「よくある」「と

きどきある」「あまりない」「まったくない」の四件法で尋ねている。本文の順位は，このうち「よくあ

る」「ときどきある」の割合の合計を比較してつけたものである。

⑹ 市川克美著「これが“2世紀の学力だ” 」（明治図書，19年），2-2頁。

⑺ 「NIE」とは英語のNewspaper in Educationの略で，「教育に新聞を」の意味である。朝日新聞のHP

（http://www.asahi.com/edu/nie/#aboutnie）によれば，「授業で新聞を『生きた教材』として使う運動」

と説明されている。

⑻ 秋田新聞のHP（http://www.edu.city.akita.akita.jp/ skr-c/kenkyu/sakura1/3 nie.html）によ

れば，NIEの起源として，15年にアイオワ州で「中学生の文字との接触調査」を実施したところ，50

人の生徒の４割が教室の外で文字をまったく読まないとの回答が得られ，これに驚いた地元紙『デモイン

・レジスター』が，米国教育協会の協力を得てこの運動を始めた，とされている。なお，NIEについての

詳細は，財団法人日本新聞教育文化財団のHP（http://www.pressnet.or.jp/nie/nie.htm）を参照のこ

と。

⑼ 「生涯学習社会におけるメディア・リテラシーに関する総合的研究 学校教育・中間報告書」（平成1年

３月，国立教育研究所）においては，メディアからの情報が信頼できるものであるか否かについて，信頼

を疑わせるような経験が「よくある」「ときどきある」「あまりない」「まったくない」の四件法で尋ねて

いる。本文の順位は，このうち「よくある」「ときどきある」の割合の合計を比較してつけたものである。

「生涯学習社会におけるメディア・リテラシーに関する総合的研究 学校教育・中間報告書」（平成1年

３月，国立教育研究所）9頁。

村野井均ほか編「学校と地域で育てるメディア・リテラシー」（ナカニシヤ出版，19年）8-9頁。

前掲書 9-9頁。

平成1年度「情報通信白書」8頁。

メディア教育開発センター「高等教育におけるマルチメディア利用実態調査（19年度）」６頁。

表５-９ 企業が求める IT活用能力の変化

（単位：％）

３年前 現在

ITを活用した新規ビジネスの企画 6.6 1.2

IT活用による業務改革の企画 1.1 4.7

IT活用の実行計画の策定 7.8 7.0

IT活用のプロジェクト推進 5.5 7.3

IT機器操作・設定能力 2.9 4.8

情報システムのソフトウェア開発 1.0 2.9

情報システム運営・管理 1.9 7.8

IT専門知識 1.3 4.3

出典）「ITと国民生活に関する調査分析」（平成1年，総務省）より
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前掲書 2頁。

前掲書 6頁。

前掲書 3頁。

本文中の「メディア・リテラシー論のねらい」については，同大学の20年度のシラバスから引用し

た。詳細は立命館大学産業社会学部のシラバスのHP（http://www.ritsumei.ac.jp/cgi-bin/syllabus/ss
 

list.cgi）を参照のこと。
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第６章 成人のメディア・リテラシー
―成人のメディア利用とメディア・リテラシーの現状―

加藤 かおり

１．成人のメディア利用

私たち成人は，日常的にマスコミをはじめ様々なメディアから多くの情報を入手し，携帯電

話やインターネットを利用して，実に広い範囲でのコミュニケーションを楽しんでいる。しか

しながら，これほど多様なメディアがあり，あふれるほどの情報が流されている情報社会とい

う環境の中で，すべての人が同じようにその情報社会の恩恵を受けているわけではない。個々

の人々が実際に利用しているメディアの種類，利用回数，そしてメディアの捉え方も情報の量

も質も，当然のことながら異なっている。

そこで，『メディアの利用に関する調査』（国立教育政策研究所，平成1年）の調査結果を用

いて，第１に，成人がどのようにメディアを利用しているのか，メディアの利用の状況と，第

２に，メディアに対して，私たちがどのように対応するべきだと考えているのか，狭義の意味

でのメディア・リテラシー（メディアに対する批判的思考力）の現状についてみてみよう。

成人にとってのメディア利用には，大きく分けて，①主に新聞，テレビやインターネットな

どを用いた，情報源および情報入手のツールとしてのメディア利用，②携帯電話，メールなど

を用いた，他の人とのコミュニケーションツールとしてのメディア利用，③主にパソコンを用

いた，事務処理，データ分析，数的処理，翻訳などの作業ツールとしてのメディア利用，④そ

の他応用（データベースなど）がある。

ここでは，②の他の人とのコミュニケーションツールとしてのメディア利用に注目し，利用

状況の傾向を明らかにするとともに，特にインターネット接続のパソコン利用，およびパソコ

ンや携帯電話での電子メール（Email）利用の現状から，今後の課題を提示する。

⑴ コミュニケーションツールとしてのメディア利用

成人が日常的に使用するコミュニケーションツールとしてのメディアには，携帯電話・

PHS，ファクス，インターネットに接続したパソコン，パソコンでの電子メール，携帯電話

での電子メールがある。これらのメディアを毎日利用している人の割合を示したのが，次の表

６-１である。

携帯電話・ PHSの利用状況をみると，成人全体では3％の人が毎日使っている。年代別

で，4代以下と5代以上とで利用度に大きな差があり，若い世代ほど毎日利用している人が多

い。また，学生や有職者，最終学歴が各種学校・専門学校の層で利用している人が多い。

ファクスの利用では，3代から6代では年代にかかわらず，時々の利用者を含めて７割近く

ある。とくに自営業者で毎日利用している人が多い。また，主婦層で日常的に最も利用頻度の

高いメディアが，このファクスであった。

インターネットに接続したパソコンを毎日使っている人は，全体で約2％，すなわち成人の
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４人に１人が使っていることになる。このメディアの利用状況で，携帯電話やファクスの利用

状況と異なるのは，性別による利用度の差が大きいことである。とくに男性で毎日利用してい

る人が多い。年代でみると，携帯電話と同様に，4代以下と5代以上での利用状況にギャップ

が見られる。また職業別では，主婦層の利用率が低いなど，パソコンの利用状況では，年齢，

職業生活スタイル，そして最終学歴による相違が目立つ。

パソコンでの電子メール利用をみると，全体では２割弱の人が使っている。性別による利用

状況の差はみられないが，やはり年代や職業，最終学歴での差がある。

携帯電話での電子メール利用になると，全体での毎日の利用者はさらに少なくなり，約１割

にとどまった。しかし，性別では女性で利用者がやや多く，2代，3代の若年層での利用率が

それ以上の年代層に比べて非常に高いのが特徴的である。他のメディアに比べて，利用してい

る人の層がより偏っているといえる。

⑵ 携帯電話・PHS とインターネット接続パソコンの所有と，電子メール利用率の関係

携帯電話・ PHSやインターネット接続のパソコンを持っている割合は，その人の職業生活

スタイルによって大きく異なっている（表６-２）。

携帯電話・ PHSについて，自分自身のものを持っている人は，同じ性別でも有職者のほう

が主婦や無職より多く，同じ有職者では女性の方が所有している人が多い。インターネット接

続のパソコンでも同様に，有職者や学生で自分自身のパソコンを所有している人が多く，主婦

層では，家族と共有している人の割合が他の職業層に比べて多い。

また，パソコンでのメールを毎日利用しているかどうかは，自分専用のインターネット接続

表６-１ メディアの毎日利用度 （％）

携帯 ファクス(毎日・時々) インターネットPC PCでメール 携帯でメール

全体 ｎ＝63 3.2 7.2 5.0 2.4 1.9 1.6

女性 3.3 7.2 5.6 1.7 1.0 1.7性
別 男性 3.8 7.1 5.9 3.2 1.4 9.0

2代 8.5 7.4 3.0 3.2 3.5 4.5

3代 5.5 4.1 6.0 4.7 3.4 1.8

4代 4.0 9.2 6.8 2.8 2.5 9.9年
代
別 5代 2.0 1.6 5.5 1.1 9.7 6.5

6代 1.3 6.9 5.0 1.5 1.0 4.0

7代以上 1.7 1.7 5.3 1.0 3.3 0.0

学生(n＝1) 7.0 0.0 5.0 5.0 5.0 5.0

自営(n＝1) 3.3 1.6 5.9 2.5 1.8 1.8
職
業
別

主婦 1.7 6.6 5.0 1.7 1.1 3.3

特に職なし 1.4 4.7 5.9 2.7 1.0 2.3

有職者 5.2 8.3 6.2 3.6 2.5 1.9

各種・専修 4.5 2.7 6.9 2.0 1.4 1.7

義務教育(n＝9) 3.3 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0最
終
学
歴

高等学校 3.3 7.1 5.9 1.7 1.6 1.5

大学 3.7 8.2 5.9 3.8 2.6 9.9

大学以外 3.3 6.3 4.3 2.7 1.8 1.1

注）ファクスのみ毎日と時々の利用を表示してある。
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のパソコンを持っているかどうかと関係がある（表６-３）。例えば，毎日使っている人の割合

が少ない主婦層や無職の男性でも，個人でパソコンを持っている人では，電子メールを使って

いる人の割合が有職者と同じくらい高い。

有職者でみると，家族で共有している女性の利用度は２割強であるのに対し，男性で家族共

有している場合には，半数以上の人が毎日電子メールを使っている。つまり，パソコンを家族

で共有している場合，実質的には，男性が優先的に使っている場合が多いことがわかる。

⑶ コミュニケーションツールとしてのパソコン利用の今後

パソコンを今後どのように活用したいかについては，成人全体では，「文書作成のため」に

使いたいという希望がもっとも多く，ワープロ利用の延長としてパソコンを使ってみたいとい

う状況がみえる（図６-１）。

その一方で，「情報収集や検索のため」「電子メール等の通信のため」の利用希望は，前述の

インターネット接続のパソコンやパソコンでの電子メールを毎日利用している人の現状からす

ると，高くなっているといえる。これらのメディア利用の現状では，職業生活スタイルで差が

見られたが，今後の活用希望では，いずれの職業生活スタイルにおいても関心が高くなってい

る（表６-４）。

同じ職業生活スタイルでも，メディアの所有状況が利用状況に影響を与えていることは，す

でに見た通りであるが，その他にも利用の現状と利用希望とのギャップの要因があるだろう

か。

そこで，職業生活スタイル別に，ア．過去１年のパソコン学習経験率，イ．メディアの操作

がわからない時にとる手段，ウ．インターネット接続パソコンに対する難しさの感覚と，その

毎日の利用率について見てみた。

① 過去１年のパソコン学習経験率

過去１年にパソコンの学習をした人（ｎ＝24）の割合は，主婦では2.6％，女性の有職者

成人のメディア・リテラシー

表６-２ 職業別にみた携帯電話・PHSとインターネット接続パソコンの所有率 （％）

携帯・ PHS

自分の 家族と 所有なし ｎ

インターネット接続パソコン

自分の 家族と 所有なし ｎ

主婦(女) 2.6 2.6 5.0 15 7.5 4.5 5.0 10

有職(女) 6.5 8.9 2.6 13 3.4 2.3 4.3 11

有職(男) 5.1 9.6 2.3 17 3.6 3.3 3.1 18

無職(男) 2.1 3.8 4.1 16 2.6 1.4 6.0 11

学生 7.0 1.0 2.0 1 5.0 2.0 3.0 1

注）ｎは実数

表６-３ インターネット接続のPC所有形態別にみたパソコンでのメール利用率 （％）

主婦(n＝17)

毎日 時々

有職女(n＝15)

毎日 時々

有職男(n＝16)

毎日 時々

無職(n＝11)

毎日 時々

学生(n＝９)

毎日 時々

個人所有 6.7 3.3 6.8 2.3 7.0 3.0 7.9 2.1 10 0.0

家族所有 1.2 4.2 2.0 5.0 5.0 3.0 2.4 4.1 5.0 5.0

所有なし 0.0 0.0 4.3 2.3 8.8 1.5 2.4 0.0 0.0 0.0

注）nは実数
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では5.8％，男性有職者では6.2％，無職男性では4.3％，学生では4.0％であり，主婦層で

の学習経験の低さが目立つ。

② メディアの操作がわからない時にとる手段

「マニュアルを読む」は全体に多いが，特に男性でこの手段をとる傾向が強い。それに比べ

て，「家族に聞く」は主婦層で最も多く，有職者でも女性で多い。また有職者層と主婦を含む

無職者層とで異なるのは，「詳しい友人に聞く」かどうかで，有職者ほど身近な友人に聞くと

いう人が多い（表６-５）。つまり，有職者ではマニュアルを見るほか，身近にパソコンに詳し

い友人がおり，その人から教わっていることが多いのに対し，無職者層では身近にそのような

友人が少なく，家族に聞いたり，自分一人で対応している人が多いといえる。

③ インターネット接続パソコンに対する難しさの感覚と，その毎日の利用率

インターネット接続のパソコンを利用する時，利用の難しさを「いつも感じる」「ときどき

感じる」「感じない」という人の中で，インターネット接続のパソコンを毎日利用していると

いう人の割合をみると，全体的に難しさを感じない人で利用率が高いのがわかる（表６-６）。

これに加えて，有職者では，難しさをいつも若しくは時々でも感じながらも毎日利用している

人が女性，男性ともにいる。すなわち，有職者では，利用がむずかしいと感じる，感じないに

かかわらず，毎日利用している状況の人がいる。

以上のことから，次のようなことがいえる。コミュニケーションツールとしてのパソコンの

利用には，職業生活スタイルによって利用状況が異なってくる。そこには，職業生活による相

違点として，特に有職者は，パソコンをコミュニケーションツールとして，利用上の困難さを

感じるか否かにかかわらず利用している状況にあることや，周囲にパソコンに詳しい人がいて

聞くことができること，学習経験が多いことがあり，それらが重なってパソコン利用者が多

く，また今後の利用希望も高いという結果を生じていることがわかる。これに対し，特に主婦

図６-１ パソコンを今後どのように活用したいか
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層では，パソコン利用を高めるような状況からいわば疎外されている人が多く，結果として関

心の高さのわりに，利用度が低いといえる。今後パソコンのコミュニケーションツールとして

の利用度が高まるかどうかは，ここでみてきたような利用を高める状況が，職業生活スタイル

にかかわらず一般化されるかどうかに関わっている。

２．成人のメディア・リテラシーの現状

メディアを利用してコミュニケーションを図ったり，情報収集をしたりするためには，その

メディアにどのようにしてアクセスすればよいのか，とくにパソコンや携帯電話などのニュー

メディアについては，その機器自体を使いこなすための操作能力が必要である。この能力は，

メディアを利用する際の基本的なリテラシーであり，広義の意味でメディア・リテラシーのひ

とつといえる。

これに対して，狭義の意味でのメディア・リテラシーとは何かというと，メディアにアクセ

スした際に，メディアのメッセージやメディアの意味を理解し（読み解き），時に批判的，分

析的な視点をもってメディアを考察することのできる能力である。

ここでは，この狭義の意味でのメディア・リテラシーについて，どのくらいの割合の成人が

メディア（主にマスコミ）に対して批判的な視点をもっているのかをみてみよう。

表６-４ 職業別にみたパソコンの活用希望率 （％）

メール等通信 情報収集

主婦女性 5.8（＞1.3） 7.6

有職女性 7.4（＞2.6） 6.1

有職男性 7.5（＞2.7） 7.8

無職男性 4.2（＞1.7） 6.4

学生 9.0（＞5.0） 9.0

注）（ ）内は現在のパソコンでのメールの利用率

表６-５ メディアの操作がわからない場合にとる手段 （％）

手引きマニュアルを読む 家族に聞く 詳しい友人に聞く

主婦(n＝13) 8.3 7.6 3.9

有職女性(n＝18) 7.7 4.9 7.9

有職男性(n＝18) 8.9 1.9 8.8

無職男性(n＝11) 9.7 3.2 4.3

学生(n＝1) 10.0 2.0 6.0

表６-６ インターネット接続パソコンに対する難しさの感覚と，その毎日利用率 （％）

いつも感じる ときどき感じる 感じない

主婦女性(n＝6) ― 2.0 5.3

有職女性(n＝9) 1.3 3.1 6.0

有職男性(n＝15) 1.8 3.6 6.5

無職男性(n＝6) 1.6 3.1 6.2

学生(n＝７) ― ― 8.3

注）インターネット接続のパソコン利用の難しさを「いつも感じる」「ときどき感じる」「感じない」人の中で，毎日

使っている人の割合を示している。
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⑴ メディアへの懐疑度

① メディアからの情報は本当のことと違う

人々に，情報が本当のこととは違うと思われているメディアは，第１位が雑誌，第２位がテ

レビである（図６-２）。本当のことと違うと思うことが「よくある」人と「時々ある」人の割

合をあわせると，約８割の人が雑誌やテレビの情報の信憑性に対して疑いを持っている。とく

に，テレビに対して2代，3代で疑いを抱いている割合が高い。

② メディアの情報は考え方がかたよっている

情報の考え方にかたよりがあると思われているメディアの第１位は雑誌，第２位はテレビで

ある（図６-３）。テレビに対しては，やはり若い世代ほど考え方に偏りがあると感じている。

③ メディアの報道は行き過ぎている

報道が行き過ぎているのではと思われているメディアの第１位はテレビであった（図６-

図６-２

図６-３
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４）。２位は雑誌で，（ア）の本当のことと違うや，（イ）の考え方の偏りに比べると，この報

道が行き過ぎているとよく思う人の割合は半数以上にのぼっており，強くそう思われているこ

とがわかる。活字よりもテレビ中心のビジュアル世代といわれる2代，3代では，じつに９割

以上の人が報道が行き過ぎていると「よく思う」「時々思う」と答えているのは興味深い。

⑵ 有害情報への対処について

本や新聞，雑誌，テレビ，インターネットなどが提供する子どもに有害と思われる情報をど

のようにすべきかについて，全体では「制作する側が気をつけるべき」とする人（4.1％）や

「法律で制限すべき」とする人（3.5％）など，つくり手や上からの規制で対応すべきとする

他者依存型の傾向が強く，高年層ほどその傾向が強い。これに対して2代では，「利用者が自

分で判断すればよい」という自己判断を重視する傾向も見られた（表６-７）。

これらの傾向から確定するにはデータが少ないが，これまではどちらかといえばメディアか

らの情報について，作り手や上からの規制に判断を委ねてきた傾向が強いが，これからは，世

論として，むしろ自分自身のメディアからの情報に対する判断力を問う傾向が強くなることが

予想される。

⑶ 情報理解への姿勢

テレビを見ていて，Ａ．わからない言葉や問題があった時，またＢ．信じられないようなニ

図６-４

表６-７ 子どもに有害と思われる情報をどのようにすべきか （％）

2代 3代 4代 5代 6代 7以上

法律で制限すべき 2.8 3.1 4.5 3.5 2.4 4.3

制作する側が気をつけるべき 3.2 4.2 3.1 5.5 6.2 5.8

情報に近づけないよう大人が工夫すべき 7.4 1.4 9.2 7.4 5.1 4.8

利用者が自分で判断すればよい 2.8 1.3 1.2 1.6 6.3 3.2

注）ｎ＝68
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ュース報道の内容があった時，いずれの場合も分からなくてもそのままにしておく人は６％，

1％と少なく，何かしら他の情報を入手したり，他のメディアと比較したり，できるだけ本当

のことを知ろうとする姿勢が見られる。また，Ａの場合であれば，家族や友人に詳しいことを

聞いたり，関連する本を買ったり，借りたりして調べる人が多く，Ｂの場合であれば，同じテ

レビの違うチャンネルや番組を見たり，より詳細な番組を見るという人が多く，場合によって

メディアを使い分けている人が多い（表６-８）。

３．まとめ

メディアの利用状況では，現状では職業生活スタイルによって，メディア利用の生活環境が

異なり，利用状況にも格差が生じている。とくにパソコンの利用においてはその格差は明らか

で，今後，職業別にみられるメディア環境の傾向にこのまま変化がみられないとすると，利用

する人としない人との格差は広がることが予想される。また若い世代ほど，多様なメディアを

使いこなしており，世代間における格差も懸念される。

メディア・リテラシーの状況では，全体的にみてメディアからの情報に対し，何らかの疑問

を抱いている人が多く，テレビや雑誌からの情報については，若年層の方がより懐疑的であ

る。流されてくる情報への対応では，未だ作り手の責任や上からの規制に判断を委ねている傾

向がみられたが，一方で若年層では，情報を受け取る読み手側の自己判断を求める傾向もみら

れた。こうした若年層の存在は，メディアとくにマスコミに対する批判の目をもつことの重要

性や，情報を読み解く読み手側の自己責任を重視する傾向が強まる可能性を示唆しており，す

なわち今後の生涯学習におけるメディア・リテラシーの重要性を示すものである。

参考文献>

国立教育政策研究所『生涯学習社会におけるメディア・リテラシーに関する総合的研究 第２次報告書―社

会教育編―』平成1年９月

笹井宏益・山本慶裕編著『メディアと生涯学習』玉川大学出版部，平成1年

表６-８ テレビを見ていて次のことを知りたくなった時，どうするか （％）

A.わからない言葉
や問題があった時
どうするか

B.信じられないニュ
ース報道の内容があ
った時どうするか

わからなくてもそのままにしておく 6.3 8.6

家族や友人に詳しいことを聞く 3.5 2.7

関連する本を買ったり，借りたりして調べる 3.5 2.2

違うチャンネルを見て，その情報を知るように心がける 3.8 3.1

解説番組など，より詳細な番組を見る 5.1 1.9

新聞やラジオなど他のメディアで調べる 1.6 1.7

インターネットなどで情報を収集する 7.0 2.6

役所や大学，専門企業の詳しい専門家に聞く 0.2 0.2

現地にでかけて自分の目で確かめる 0.0 0.0

n＝603
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第７章 メディア・リテラシー学習による意識変容

小池 源吾

１．はじめに

メディア・リテラシーとは，情報へのアクセスにはじまり，そうして入手した情報をクリテ

ィカルに読み解き，さらには自らも情報を発信するまでを射程におさめ，それらの営為に必要

な知識，技能，態度を総称する概念を指す。この包括的な定義をもって，本邦における情報や

メディアに関する教育の現況を見渡すとき，両者の懸隔ははなはだ大きいと言わざるをえな

い。とりわけ気がかりなのは，情報へのアクセスを重視するあまり，ツールとして使用するパ

ソコンであったり，インターネットであったり，いずれにしても機器を操作するための能力の

育成をもって事足れりとする風潮である。

顧みれば，ラングランも，今日言われるところの生涯学習を提唱する理由の一つに「情報」

を挙げている。彼は，マス・メディアのめざましい発達によって全地球的文明の可能性を予見

する一方で，集中的かつ継続的な教育訓練なくして，情報は，その建設的な役割を果たすこと

ができないと警鐘を鳴らした。そのため強調したのが，教育訓練の必要性であった。なかでも

彼が重視したのが，情報に対する批判的精神や選択能力の涵養であったという事実を看過して

はならないだろう⑴。

本邦のメディア教育が，メディア・リテラシーの本旨に則って発展をとげるためには，情報

の入手に資する技能の習得もさることながら，メディアに対する見方や考え方，つまり情意的

な教育目標にかかわる実践と，それを支える実証的な研究成果の蓄積が不可欠である。広島に

おいて「メディア・リテラシー入門」と題する実験講座を開設した目的は，そこにある。

メディアをクリティカルに読み解くことをねらいに謳った講座において，果たしてどのよう

な学習が展開され，いかなる学習成果がもたらされるのであろうか。そうした問題意識から，

受講生には受講前と受講後にアンケート調査を行い，また講座期間中は毎回学習が終わるたび

に簡単な調査を継続的に実施した。さらに各回の学習状況は，ビデオとカセットテープにも収

録した。本稿では，ひとまず受講生に対して受講前と受講後に行ったアンケート調査結果の比

較から，学習の成果，とりわけメディアをめぐる意識変容の諸相について考察することを意図

している。

２．講座「メディア・リテラシー入門」の概要

「メディア・リテラシー入門」講座は，各回２時間，全５回の学習でもって構成され，１月

1日から２月1日のほぼ１ヵ月にわたって広島県立生涯学習センターにおいて実施した。

広島では，メディア・リテラシーに関する初めての試みである。そうした事情を勘案して，

プログラムは，（a）メディア・リテラシーの要諦が，（b）一般市民の興味をそそるような素
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材を使って，（c）主体的に，かつ楽しく学習できるように立案されている。たとえば，第一の

特徴，メディア・リテラシーの要諦に関して説明しようとすると，「メディアに関する基本概

念」が重要である。ここでいう「メディアに関する基本的な概念」とは，日常の中で付き合っ

ているメディアを意識化し，経験として理解するために必須の視座もしくは分析枠組を意味す

る。ちなみにカナダ・オンタリオ州教育省の資料によれば，それは以下の８つの概念で構成さ

れる⑵。

① メディアはすべて構成されたものである。

② メディアは現実を構成する。

③ オーディエンスがメディアから意味を読みとる。

④ メディアは商業的意味をもつ。

⑤ メディアはものの考え方（イデオロギー）と価値観を伝えている。

⑥ メディアは社会的・政治的意味をもつ。

⑦ メディアの様式と内容は密接に関連している。

⑧ メディアはそれぞれ独自の芸術様式をもっている。

今回の講座の場合でいうと，初回には，基本概念の①と②が学習課題に設定されている。次

いで２回目の学習では①，②，⑤，⑥，３回目では③から⑥まで，４回目では④，⑤，⑦を取

り上げ，そして最終回ですべてが出揃う。こうして，メディアに関する８つの基本概念が無理

なく効果的に学べるように配慮した。

第二の特徴は，講座で扱う素材に関係している。一般市民の興味をそそる素材という点で

は，マスコミがこぞって取り上げた事件や社会問題にまさるものはないだろう。今回の場合で

いうと，１回目と２回目の学習で用いられた「和歌山毒物カレー事件」をめぐる報道や，最終

回に使用した，「松本サリン事件」をめぐる報道のあり方などは，事件の生々しさと社会性に

鑑みて，この上なく刺激的な素材であった。また，４回目の学習で取り上げた「ネスカフェ」

の CM は，誰しもが，日常茶飯テレビ画面でみて馴染みのあるものであっただけに，逆に，

そこに込められた制作者の意図を読み解き，発見したときの受講生たちの驚きと喜びは予想を

はるかに越えて大きかった。

第三の特徴，真剣にしかも楽しく学ぶ工夫は，学習方法・形態に関係している。「講座」と

聞けば，系統学習を思い浮かべ，ついつい講師による連続講義を連想しがちである。たしかに

本講座でも，講師が講義を行うが，それは，２時間の学習時間のうち，最初の3分程度にすぎ

ない。講師が，当日のねらいなり，必要に応じて基本的な用語や理論等について解説をする

と，後はワークショップを機軸にして学習は展開されていくことになる。ワークショップは，

おおむね３つのプロセスをたどる。まず最初に，ビデオに収録された番組（CM）を視聴し，

それを分析シートを用いて各自分析する。次いで，その結果についてグループ内で自由に話し

合い，最後には，そうして話し合った成果をグループごとに発表し合う，というものである。

メディア・リテラシー入門

―メディアを読み解くメディア・リテラシーの学びを通して，

メディア社会を主体的に生きる力を身につけませんか―

第１回 １月1日（土） メディアを読み解くとは

1：3～1：3 ―時代の要請としてのメディア・リテラシー―

講師 増田幸子（立命館大学講師，FCT）
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第２回 １月2日（土） ニュース報道はどう「現実」を構成するか

1：3～1：3 講師 鈴木みどり(立命館大学教授，FCT代表)

第３回 ２月３日（土） 私のメディア史，私たちのメディア史

1：3～1：3 講師 新開清子（FCT理事）

第４回 ２月1日（土） 映像言語とは何か：テレビCMの場合

1：3～1：3 講師 増田幸子（立命館大学講師，FCT）

第５回 ２月1日（土） ジャーナリズムとメディア・リテラシー

1：3～1：3 講師 西村寿子（立命館大学大学院社会学研究科，

FCT）

他方，受講生についていうと，他都市における先例に倣い，当初，定員を3名として募集に

着手した。しかし，地元の新聞で今回の企画を取り上げてもらった効果は絶大である。紙上に

掲載された当日から数日間は，引きも切らず研究室の電話が鳴り続け，対応に閉口した。結

局，使用する施設の物理的条件もあり，また教育的な効果等も勘案して，応募者のうちの約半

数にあたる4名に限定して申し込みを受理することにした。そのうち，男性は2名，女性は2

名。年齢は，2代が３名，3代５名，4代1名，5代1名，6代６名で，最年少の2歳から最

年長6歳まで多様な層からなる。職業も同様，会社員，公務員，自営業，学校教師，大学教

師，社会教育関係の指導者，主婦，大学生，さらに現役あるいは元マスコミ関係者も７名含ま

れ，顔ぶれはじつに多彩である。

ただし，いざ開講してみると，海外主張や仕事，あるいは病気等の事由で欠席を余儀なくさ

れるケースが相次いだ。ちなみに各回の出席者数は，初回3名，２回目3名，３回目3名，４

回目2名，５回目2名である。しかしデータとしての有効性となると，出席状況はもとより，

事前と事後に行った調査の回答者であるという条件が加わる。そのため，考察の対象たりうる

受講生数はさらに減少して，2名となった。

以下，本講座の学習からもたらされた意識変容をこの2名の受講生について，検証しよう。

３．メディア観の変容

学習成果として，まず考察すべきは，メディアに対する見方，考え方の変化である。全５回

にわたる学習が終了した後に実施した調査では，「この講座を受講して，あなたのメディアに

対する考え方は変わりましたか」と尋ねた。その結果，2名中1名，6.4％の者が「変わっ

た」と答えた。

無論，これだけでは，メディアに対する考え方がどのように変化したのか，その内実は明ら

かにならない。そのため，今回の研究では，先述した「メディアに関する基本的な概念」に着

目し，受講前の回答傾向が受講後の調査ではどのように変化するかを考察することにした。

ところが，８つの基本概念はきわめて抽象度の高い表現が用いられている。そのため，この

ままでは調査項目には適さない。そこで，それぞれの概念に込められた意味を損なわぬよう注

意して，８つの概念を具体的で平易な文言で合計1項目に読み替え，質問を作成した。賛否は

リッカート尺度を用い答えてもらった。同一の質問を受講前と受講後に行った結果を対比して

みると図のようになる。

選択肢のうちの「だいたいそうだ」と「まったくそうだ」を回答すれば，その基本原理を肯

定的に捉えていることを意味する。図中のそれら２つの選択肢に注目するなら，1項目すべて

メディア・リテラシー学習による意識変容
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図 「メディアに関する基本的な概念」の意識変容（その１)

86



図 「メディアに関する基本的な概念」の意識変容（その２)
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について，受講前より受講後の方が回答率で増加をみている。学習による成果は，基本概念の

すべてに認められたことになる。

もっとも，個別に検討すれば，すでに受講前の時点で肯定的な回答率に差がある。肯定的な

回答率が高ければ，受講生はその基本的概念を了解していたことになり，反対に肯定的な回答

率が低ければ，意味するところはその逆となる。このようにみていくと，1項目は，①ほとん

どの者に了解されている概念，②過半数の者に了解されている概念，③ほぼ半数の者に了解さ

れている概念，④少数の者にしか了解されていない概念，の４群に大別することができる。

この分類に従うと，流行や世論の形成にメディアが大きな潜勢力をもっている（［概念５-

２］，［概念６-１］）ことや，メディアからの情報の受け取り方は人によってそれぞれ異なる

（［概念３-２］）などといったことはすでに経験則として了解されていたようだ。また，同じ情

報でもメディアによって印象は異なるといった項目（［概念７-２］）への肯定的反応は，目的

によってメディアを使い分けている生活実態を連想させる。ちなみに事前調査結果によると，

情報の入手には「テレビ」と「新聞」，出来事や事件について深く理解したり解釈するには

「新聞」，文化の継承には「本・雑誌」，そして気晴らしや楽しみには「テレビ」を選択する傾

向が明らかであった。

このようにメディアの基本原理のなかでも，日常生活のなかで体験したり，実感できるよう

な諸側面については，当然のことながら肯定的な回答率が高くなる。それにひきかえ，メディ

アという社会システムを成立せしめ，それを動かしている原理を言い表した［概念４-１］［概

念４-２］［概念６-２］などは，市井の生活のなかでは実感する機会に乏しいからであろう，

受講生にとっては了解しにくい概念であることがうかがわれた。また，［概念５-１］の回答傾

向は，流行などのように可視的な現象ではないと，メディアの影響が無意識のうちに価値観や

生き方にまで及んでいる事実に気づきにくいことを証左している。

４．メディア視聴態度の変容

それにしても，［概念１-１］は，メディアに関する基本概念のなかでも中核的なものだけに

回答傾向が注目された。たしかに事前調査では，肯定的回答は半数にとどまっている。しかし

事後調査ではその割合は増加して，およそ４人のうち３人が肯定的回答を寄せている。

調査では，意識変容の様相をできるだけ具体的かつ詳細に把握する目的から，自由記述欄を

設け，「講座を受講する以前の考え方」が「講座を受講した後」にどのように変化したかを思

いつくままに開陳してもらった。自由記述欄に記された内容を詳細に分析してみると，その多

図 「メディアに関する基本的な概念」の意識変容（その３)
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くが，［概念１-１］に言及していることが理解された。いくつか事例を拾い出してみると，次

のようである。

事例１）2歳の女性（大学生）の場合

【受講前】「メディアから流される情報を何の疑いもなく信じている（無意識に）傾向がありまし

た。すべて正確な情報のように思っていました。」

【受講後】「メディアは，［ひとつの情報の真偽，信憑性］について疑わしいだけでなく，他のもの

を巻き込んでイメージアップを図るなど，特定の意図を持っていることに気づきました。テレビを，

疑いのフィルターを通してみるようになりました。」

事例２）4歳の男性（教員）の場合

【受講前】「自分とメディアの関係など考えたことはなかった。テレビっ子で育ってきたので，メ

ディアの情報を無防備に受け入れてきた。かなりの影響を受けていることに気づき，自分のことを反

省している。」

【受講後】「（情報は，）メディア制作側の意図によって構成され，真実が伝えられていないことが

わかった。すべてが真実ではなく，ほんの一部であったり，構成されているのだと思いながら，読め

るようになった。インターネットはとくにしっかり読みとりたいと思うようになった。」

事例３）5歳の女性（会社員）の場合

【受講前】「報道情報は，そのまま鵜呑みにしていた。」

【受講後】「情報は，それぞれのテレビ局やラジオ局によって構成され，つくられた部分があるこ

とがわかったので，複数の報道をよく聞（聴）いて考える必要があると思った。」

メディア観が変化すれば，それはメディアを視聴する態度にも少なからぬ影響を与えるはず

である。そのような仮説のもとに，調査では，「この講座を受講して，あなたのメディアに対

する考え方は変わりましたか」と質問を試みた。その結果，この講座を受講することで，テレ

ビの見方が「変化した」と回答した者の割合は，6.3％に達した。

視聴態度の変化を自由記述でみてみると，受講前の態度にはいくつかのタイプがあることが

わかる。ひとつは，「ニュースで報道されることは真実と思っていた」などの記述に代表され

るように，テレビによる情報に誤りはないと思い込んだり，テレビ報道を無条件に信じてしま

うタイプである。結果的に無批判に情報を受容するという点では似ているが，もうひとつの視

聴タイプは，「漠然と」とか「なんとなく」あるいは「ボーッと」などの文言に象徴される。

とりたててテレビを見ることを意識化したことがないから，番組は「なんでも見る」。しかし，

明確な意図や目的があるわけではないので，「映し出される映像を眺め」ているだけの視聴と

なりがちである。

とはいえ，なにがしかの問題意識をもってテレビを視聴する者もいないわけではない。ジェ

ンダーバイアスについてチェックをしていた3歳の女性などは，これにあたる。しかし，彼女

の場合，問題意識は明確であったが，テレビを読み解く術をもちあわせていなかった。そのた

め，彼女は，映像として映し出されたもの，たとえば「ジェンダーによる色や役割分担の偏

り」，つまり巷間で言われるところのジェンダーチェックを繰り返すにとどまっていたことが

わかる。しかし，色にしても役割にしても，それらはジェンダーバイアスが顕現した現象のほ

んの一部でしかないのである。とすれば，番組の作り手や送り手の意識までたどっていって，

ジェンダーバイアスを読み解かねばならない。その意味からすると，本講座において，映像を

多角的に分析する手法を獲得できたことは，彼女にとってはかりしれない意味をもったといえ
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るだろう。

さらに興味深いことに，態度の変容は，テレビの視聴にとどまらず，新聞の読み方にまで及

んでいた。大半の者は「変わらなかった」（5.8％）もしくは「どちらでもない」（2.1％）と

答えたが，約４分の１の者（2.1％）は，新聞の読み方が「変わった」と回答している。

自由記述に記された内容を検討すれば，「変化があった」と答えた受講生に共通するのは，

テレビ視聴態度の場合と同様に，なんら「疑う」ことなく，漠然と記事を読み，受容していた

ことを自己批判している点であろう。また，なかには，活字を信奉するあまり，新聞は信用が

おけるものと思い込んでいた受講生もいた。

受講後の変化をみると，一人の受講生は，紙上で報じられている事実にしても，それは「意

図的に選別された」ものであることを念頭に置いて読むようになったと答えている。このよう

な意識が芽生えてくると，それまでのように大雑把な読み方で済ませるわけにはいかなくな

る。そこから，「注意して」とか，「文章をもっと細かく分析」して読むようになったことがう

かがえる。

また，「テレビで読みとったものが，新聞ではどのような表現になっているのか，興味を持

って読むことができるように」なったと記述している者もいた。ここにもまた，問題意識を持

って新聞を読み始めた様子が示されている。

５．学習観および自己概念の変容

「メディア・リテラシー入門講座」における学習の成果は，学習観や自己概念においても認

められた。分析結果によると，５割の者が，学習についての考え方が「変化した」と答え，ま

た，半数近くの者（4.0%）が，自分自身に対する考え方が「変化した」と答えている。

学習観がどのような変化をとげたかは，やはり自由記述からうかがい知ることができる。そ

こに記された内容を読むと，「学習」とは言いながら，他者から出来合いの知識を「教えても

らう」ことしか念頭になかった様子がうかがわれる。「学習というものは，教えていただき，

単に理解するだけ」と考えていた，とか，「結論を学ぶのが，学習と考えていた」などといっ

た文章が，それである。したがってメディア・リテラシーについても，「講師の話を専ら聞く

だけの講座が，私にとっては好ましいと考えて」いるかぎり，「専門家でもない受講生どうし

で話し合うワークショップ」などで，「知的な好奇心」は満たされるはずはなかった。少なく

とも彼は，そのように考えていた。

そんな彼らが，わずか１ヵ月間の講座を受講することによって，自分で「結論を出していく

のが学習」と考えるようになったのだから，驚くに値する。教えてもらうことをひたすら希望

していたもう一人の女性にしても，受講後には，学習においては主体的に行動することの重要

性に気づき，そして「どうしてなのか どうすればいいのか どう理解すればいいのか 考え

ていくことが学習なのだ」と考えるようになった。すでにそこには，教えてもらい，それを理

解するのが学習と考えていたかつての姿は，ない。しかも，そうした変化は，テレビを視聴し

ている際には「自分がこう感じたのはなぜだろうと考え」，また新聞を読んでは「書けなかっ

たもの，書かなかったものは何か，と考える」態度とも通底している。

いうまでもなく，こうした変化はワークショップに負うところが大きい。受講前には，講師

から話を聞くことを望み，ワークショップをあれほど忌避していた先の男性であるが，自由記

述をみると，そこには，ワークショップを体験することによって，話し合う楽しさを知り，自

分とは異なる意見との出会いの大切さを開陳しているのである。同様な変化は，4歳の男性教
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員の場合にもみられる。他にも，「講義を聴き，知識を増やしたいと思って参加した」4歳の

大学講師がいる。彼女は，ワークショップを体験するなかで，変化していく自分を次のように

書きとめている。「途中から，知識は本からでも得られるが，他の人の考えはこんな機会にし

か得られないと考えを切り替えました」。

実際，メディア・リテラシーに関する学習の希望とその際どのような学習形態がよいかを尋

ねた結果をみると，おもしろい。メディア・リテラシーについて，9.2％の者が「継続する」

と回答したのには，まず驚かされる。しかし，それにも増して注目したいのは，その際，どの

ような学習形態がよいかを質問した結果である。受講前調査では，メディア・リテラシーの学

習形態として「講師による講義」を希望する者が圧倒的に多く（2名），以下，「討論などを併

用した，学習者が参画できる講義」 ，「グループワークなど，学習者どうしの共同学習」⑶，

「実習や演習などといった体験学習」⑶がつづく。しかし，受講後調査では，希望する学習形態

として「講義」は３位に後退してしまう。それに代わって，「討論などを併用した，学習者が

参画できる講義」 とともに，「グループワークなど，学習者どうしの共同学習」⑼が上位を

占める。ここには，学習に対する受講生たちの志向性は変化し，自分たちの主体性が発揮でき

る学習の形態を好む傾向が看取されるのである。

もうひとつ看過できないのが，自己概念の変容である。自由記述に記された内容を細かく検

討すると，自己概念の変化といいながら，そこには自己をめぐる２種類の意識変容がみられ

る。5歳の男性が自由記述欄に記した文章から察するに，自分では「メディアの内容を詳細に

把握していると思っていた」ようである。にもかかわらず，入門講座を受講しているうちに，

じつは，そうではなかったということに気づきはじめる。4歳の女性も，それに似た心情を吐

露している。彼女の場合，“いまの自分”は自己形成の賜と思い込んでいた。学習の記録によ

れば，おそらく第３回のワークショップ（「私のメディア史，私たちのメディア史」）あたりが

契機になったのであろう，メディアによる有形無形の影響を再確認することによって，それま

での自負がゆらぎはじめている。意識変容の学習で言われるところの，「前提」の問い直しが，

これである。これら二人は，冷徹な眼差しをもって自己と対峙し，ありのままの姿を直視しよ

うとした点で共通する。

これに対して，どちらかといえば消極的，ないし内向的な受講生の場合，今回の学習が勇気

や自信を付与する効果をもったことがわかる。6歳の女性を例にとると，「私は，新しいこと

を学ぶのが好きなんだなあ」と半ば驚き，そして，「自分の中で漠然としていた学びへの情熱

にひとつの指針を与えることができた。」と，喜びを表現している。5歳の男性は，「自分でよ

り深く考えるようになったし，自分が目指そうとしていることに，これまで以上に信念を持っ

てあたることができるようになった。」と，自信のほどを語っている。また，教師でありなが

ら人前で話すのが得意でなかった，4歳の教師は，「終わってみると，グループでの話し合い

が一番楽しく，自分では気づかなかった点もわかるようになり，心に残った。」と充実感を記

した。行間には，新しい自分を見出した嬉しさが横溢している。

６．おわりに

ここで，学習参加とその規定要因を論じたクロスの言説を想起してみるとよい⑶。すなわち

学習活動で成功経験が繰り返されると，学習そのものに好印象をもつとともに，肯定的な自己

概念も強化される。他方，肯定的な自己概念をもつ人間は，学習活動にも積極果敢に挑戦する

傾向が顕著である。このように学習観と自己概念は互いを規定し合いながら，しかも両者は相
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まって学習参加行動を規定する関係にある。とすれば，本講座の学習成果として，学習観と自

己概念が不即不離の関係にあったとしても不思議ではないだろう。このように考えると，今回

の分析結果にも納得がいく。

だが，それにしても，メディア・リテラシー学習が学習観と自己概念の双方に好ましい変容

を帰結したのは，なぜなのか。この疑問に答えようとすれば，メディア観の変容で取り上げた

一連の傾向をいまいちど思い出す必要があるだろう。とりわけ注目すべきは，それらの陳述に

は，メディアからの情報を能天気に受け取り，「鵜呑みにしていた」自分への反省の弁と，ク

リティカルに情報を読み解くことの重要性とそのことへの意志が表明されていたことである。

つまり，受講生たちは，メディアによる情報を読み解くことをめぐって「状況と対話」するだ

けでなく，それと併行して「自己との対話」を展開していたことをうかがわせる。換言すれ

ば，アージリスとショーン（Argyris,Chris& Schone,Donald）が言うところの「二重のル

ープ（double loop）」⑷による学習を展開していたからこそ，メディア観やメディア視聴態度の

変容にとどまらず，学習の効果はさらに受講生自身の深層にまで及び，約半数の者ではあった

が，自己概念の変容を確認することができたと考えるべきではなかろうか。

だが，その一方で，自由記述からは，メディア・リテラシー学習をめぐるいくつかの課題も

提起されている。一人の受講生は，テレビの見方の変化について，次のように記していた。

「テレビに対して問題意識をもって見るということは以前よりできるようになりましたが，言

葉を換えると『疑いのまなざし』をもって見るようになってしまいました。メディア・リテラ

シー教育を子どもに対して行う場合，少し誤ると，そのような（何も信じられない）姿勢で固

まってしまうという危険性をはらんでいるのでは と感じました。」（女性，2歳）これに類す

る所見は他にもある。「テレビの画面に『意図』をよみとろうとするようになった。少し意地

悪な見方をするようになったとも，身構えて見るようになったともいえると思う。」（女性，4

歳）

意識変容の学習プロセス⑸に引きつけて考えると，彼らが，「批判的なふり返り」の段階に

ひとまず達したことは明らかだ。したがって，いつとはなしに身についた，メディアに対する

見方や考え方を問い直し，その「前提」の妥当性について吟味しようとしている。これまでの

前提をあらためようとする気持ちは，いうまでもなく強い。にもかかわらず，同時に，もしも

その前提を捨て去ったらどうなるであろうかとふと考えてしまう。あるいは，それに代わる新

たな前提をしかとは見出せないでいることで，不安にかられているようだ。だから，彼らは葛

藤のさなかにある。

もう一人，別の受講生の事例も示唆に富む。第３回のワークショップでは，NHKと民放の

比較が話題にのぼったときのことである。折から，民放の方が，カットのつながりとか，クロ

ーズアップの仕方でアッピールをねらい，また衝撃的な場面を好んで取り上げようとする傾向

が強いのはなぜか，という問題をめぐり議論は白熱した。その原因を，視聴率で商売をしなけ

ればならない民放の体質に帰そうとする見解に，それは独断ではないかと，彼は一人強く反発

する。視聴率を稼ぎたいのは，NHKとて同じ。したがって商業ベース云々ではなくて，要

は，カット割りなど，先輩からの教えが連綿と続いてきたからではないか，と持論を展開する

のである。しかし，それだけでは，民放の方が，どぎつい手法を良しとしたこと，あるいはそ

れを受容し，結果的に慣例化してきたことについて，かならずしも十分に納得のいく説明にな

ってはいない。彼の場合，当然のことながら，「メディア・リテラシーに関する基本概念」の

４番目とか６番目にかかわる学習の成果は低い。

無意識のうちにも民放を擁護しようとした事情は，長年民放局のディレクターとして生きて
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きた彼の経歴をぬきにしてはおそらく理解できないであろう。

フェスティンガーによると，人は，不協和が生ずると，それを低減させる態度や行動をと

り，不協和を増幅させるおそれがある情報ならば拒否しようとする⑹。これを意識変容の学習

に引きつけていえば，すべての前提が，同じプロセスを通って吟味され，変容し，再安定に至

るわけではない。振り返りの対象となる前提が，もしも自己のレゾンデートルに関わってい

て，それゆえに重篤なる不協和を生ぜしめかねないとしたら，意識変容の学習は抑制されるこ

とになるからである。民放ディレクターの場合のように，前提そのものを問い直すというより

も，不協和を回避せんがために，むしろそれにいっそう固執して再安定化を図ろうとする例は

少くない。意識変容の学習には長い時間が必要だといわれるのも，このためである。

だからといって，すべての人を一定の価値観へと導くことを意識変容の学習とみなし，その

成否に一喜一憂するなら，ゆゆしき誤謬を犯すことになる。考えてみれば，「クリティカルに

読み解く」とは，自分の頭で思考し，主体的に判断を下すことにほかならない。誤解を恐れず

に言ってしまうと，重要なのは，思考や判断の結果よりも，自分の頭で思考し，主体的に判断

を下そうとする構えであり，そのための学習スキルが備わることなのである。いくら公是だか

らと言っても，特定の価値観でもって人びとを染め上げることにでもなれば，意識変容の学習

は，たちまちにして教条主義の教育となんら変わらないものになってしまうだろう。意識変容

の学習と教化とは，似て非なるものである。だからこそ，意識変容の学習には，定型も完璧も

なく，さらには，ひとたび定立した原理までもふり返りの対象に据えるという意味において，

終着点もない，と明言したブルックフィールドの言説は傾聴に値するように思われるのである⑺。

注>

⑴ P.ラングラン著，波多野完治訳『生涯教育入門』日本社会教育連合会 18年 2-2頁。

⑵ カナダ・オンタリオ州教育省編，FCT〔市民のテレビの会〕訳『メディア・リテラシー マスメディア

を読み解く』リベルタ出版 19年 8-1頁。

⑶ Cross,K.Patricia,Adults as Learners,Jossey-Bass Publishers,18,p.14.

⑷ Argyris,Chris& Schone,Donald,Theory in Practice:Increasing Professional Effectiveness,Jossey

-Bass Publishers,17.

ドナルド・ショーン著，佐藤学，秋田喜代美訳『専門家の知恵』ゆみる出版 20年 1頁。

⑸ パトリシア・クラントン著，入江直子，豊田千代子，三輪建二訳『大人の学びを拓く』鳳書房 19年

26頁。

⑹ L.フェスティンガー著，末永俊郎監訳『認知的不協和の理論：社会心理学序説』誠信書房 15年。

⑺ ブルックフィールドは，批判的思考の特徴とそれを支援するための原理について論じ，①批判的思考を

支援するための標準的モデルはない，②批判的思考を支援するには，多様な方法と教材が必要である，③

完璧はあり得ない，④学習者の満足が，批判的思考の目的ではない，⑤支援者は，危険を冒すことを怖れ

てはならない，と指摘している。Brookfield,S.D.,Developing Critical Thinkers,Jossey-Bass Pub-

lishers, 18 ; Brookfield, S. D., Understanding and Facilitating Adult Learning, Jossey-Bass
 

Publishers,18.
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第８章 メディア・リテラシー学習の事例研究

井上 豊久

１．事業の概要

メディア・リテラシーに関する研究は，特に成人に対するものは緒についたばかりである。

ここでは，メディアを構成していく体験学習活動を通じ，メディア・リテラシーの能力，操作

・発信の能力などではなく特に批判的能力の育成を念頭においた事業における検証結果を示

す。

この事業は子どもと大人の双方を対象とし，メディア（ビデオ）作品を実際に創っていく体

験をしながらメディア・リテラシーを身につけようとしたものであり，市民団体である「子ど

もとメディア研究会」との共催で行われた。事業名称は，参加者募集を容易にすることもあ

り，アピール度を考慮し，「カメラ探検隊 CoCo１ PR大作戦」とされた。子どもとメディ

ア研究会は，19年1月に子ども劇場福岡県センターが呼びかけてできた市民の主体的な研究

団体である。医療，福祉，教育の専門家や保育所・幼稚園・学校関係，放送，新聞，そして地

域の親や子ども劇場などが協力して，子どもとメディアについての実態調査と研究，子どもと

メディアのよりよい関係づくりのための実践，そして提言に取り組んでいる団体である。この

事業は自主参加の下，５回シリーズで行われたが，事前にNHK福岡の見学とメディアで何

をとりたいのかという（テーマ，素材，構想を考えてくる）宿題提示が行われた。

第１回目は平成1年１月2日に行われ，前半が鈴木みどり氏（立命館大学教授，メディア・

リテラシー専門家）の講演，後半が元NHKのディレクターなどによるビデオ制作実践のオ

リエンテーションであった。２回目は何をどのように表現するかの説明と撮影と編集の仕方に

ついての解説がなされた。３回目は現場に出ての撮影（ロケ）・取材である。４回目はスタジ

オを借りての編集作業である。最後の５回目は自主制作したメディア作品の試写会と評価，そ

して話し合いであった。

全体として参加者は子ども（小学５年生から中学２年生），大人，それぞれ８人が２グルー

プ，合計3人で４グループに限定した。テーマは「自分たちのまち」の紹介ということで，必

ず長短にかかわらずインダューを入れることとした。８人という人数制限をしたのは，役割分

担をしてもらい，各々の活動を明確化するためである。１．プロデューサー／番組制作上の最

高責任者・班の代表，企画・予算・関係者との打ち合わせ，制作条件の整備，班内の民主的運

営・チームワークづくりなど，２．ディレクター／制作現場の総指揮，演出担当，番組づくり

上の何でも屋，３．アナウンサーまたはリポーター／インタビューやナレーション，４．カメ

ラマン，５．音響技術者，６．編集者，７．記録係／サブ・プロデューサー，班内の担務と動

き，班活動のすべての記録，良かった点，悪かった点，経理も，８．サブ・プロデューサー／

プロデューサーの補助だが，実験研究のため欠員が出た場合問題が生じやすいので欠員の際の

補充のメンバーでもある。ただし，今回は子どもも大人も欠員は０であった。
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その他，「子どもとメディア研究会」のメンバーが，各班に付いて指導・援助ということで，

相談にのるとともに，指導者の目で記録を行った。

各回について，もう少し詳しく記述する。

第１回は，国立教育政策研究所生涯学習政策研究部の笹井宏益氏によるこの事業の説明が行

われた。その後，鈴木みどり氏の講演であったが，内容ではメディアは構成され，つくられた

ものであり，独特な表現を持っているので，主体的，批判的に読み解いていく必要が示され

た。ビデオや資料を使ってできるだけわかりやすくメディア・リテラシーの基本事項について

説明がなされた。そしてつくる場合の注意点として価値観を押しつけないということが強調さ

れ，これから技術的な面で学習していく基礎的事項が示された。しかし，今後の技術面での学

習過程でメディアへの批判的思考がすぐに思い起こされることはアンケート結果から示される

ことは少なかった。この初回の内容については子どもからは「専門用語ばかりでわからなかっ

た」という意見も見られ，かなり理解されやすいように内容を工夫されていたが，大半は難し

かったという意見であった。すべて理解する必要はないが，わからないことを適切に質問でき

るというコミュニュケーションが今後育つ必要がある。ただし，他のアマチュアビデオ講座で

はすぐに機器の操作等の技術の基礎事項が扱われるのに対して，メディア・リテラシーについ

ての根本であるクリティカルシンキング（批判的思考）が第１回目で解説された意味は大きい

といえる。参加者の意見でも「もう一度鈴木みどりさんの講演を振り返りながら，メディア・

リテラシーについて考えていきたい。みることがだめなのではなく，どうやってつくられてい

るかを知ることが必要」がみられた。

次に，１．自己紹介／名前，学年または年齢，仕事，参加の動機などをひとこと入れながら

参加メンバー3人が簡単な自己紹介を行った。２．企画検討／プロデューサーを中心に班ごと

に話し合いが行われた。番組のねらい，テーマを設定し，下調べ（リサーチ）をしてきた素材

の洗い出しや点検を行い，タイトルをつける予定であったが，タイトルの確定までには至らな

かった。その後，各班に台本用紙を配布（表紙１，構成表１．中身５）し，ファシリテーター

が説明した。レクチャーとしてデジタルカメラとビデオテープについて，標準（SP）で撮る

こと，インタビューの際にはコードを延ばしてマイクをつけること，できるだけ三脚を利用す

ることなどの実際的・現実的留意点も示された。そして宿題として今日の話し合いに基づい

て，ディレクターは次回（１／2）までに「撮影用台本」の第一次案の作成が義務づけられ全

員に示された。

第２回１月2日はまず各班のディレクターがまとめてきた台本をもとに，みんなで修正して

完成させる予定であったが，大人の一つの班は最初からやり直さなければならないところまで

進行上戻った。次に次回２月４日のロケ・スケジュールの打ち合わせの予定を書いて実施本部

に提出した。撮影や取材のポイントが示され，危険の回避，相手の了解の必要，ローポジショ

ンは被写体を見上げることになり相手が偉そうに見えることなど撮影の方法によって表現・伝

達が変わることも知らされた。経験豊富な元NHKディレクターが実際上の課題を中心に説

明したこともあり，専門用語が数多く矢継ぎ早に使用され，初心者には理解が不十分なまま進

んだことがアンケート結果から知らされ，最後の作品発表の時にやっと理解できた内容もあっ

た。メディアは専門化が進んでいる分野であり，深く理解しようとすると用語の意味の理解な

ど基礎からの体系的なシリーズが不可欠である。

第３回２月４日は実際に室外の町に出てロケがなされた。実はどの班も一日では終わらず何

回も何日も自主的に集まって撮影がなされた。ここでの作業の膨大さ，大変さは予想外のもの

であったということがうかがわれる。最終日（３月1日）には「５分間の作品でも撮影に10
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時間以上もかかるのに6分番組なんて（もし制作するとなると）どうなるの」という３月1日

にこの実験事業の取材に来ていた福岡テレビ放送の記者やカメラマンへの質問がなされた。ま

た，提示されている作品はいかに価値観や操作によって構成されていたものかが実感として理

解された。次回２月1日までに撮影したビデオである「荒編集ビデオ作品（ラッシュ）」の試

写会を班の全員で行うことが宿題として示された。何度も見直して編集方針を決め，できれば

何分何秒までがどんな絵（コンテ）であるかをメモしておくことが示され，あらかじめ作成者

の意図に沿ってメディアが作成されることが暗に示された。

第４回２月1日．２月1日は富士ビジョンという民間のスタジオでの編集作業がなされた。

編集者と音響技術者とディレクターが中心となり台本に基づいて，それぞれの項目の長さも計

算しながら，全体で５分ちょうどにまとめ，音かぶせ，映像かぶせなどもなされた。ここでの

音かぶせなどでのメディアからの視聴者へのもっていきかたなどが体験された。

参加者全員は最終回３月1日までに「今回のビデオ制作のイベントになぜ参加しましたか。

班の中でどんな役割を担当し，何を感じましたか。これまでのテレビの見方とビデオ制作を終

えた今のテレビの見方とはどんな風に違っていますか。今回の番組づくり全体を振り返っての

感想は。」というテーマでの作文の課題が出された。

第５回３月1日の最終回では，まずアンケートと課題の「作文」が回収された。次に本事業

の共同研究員である井上豊久（福岡教育大学）による事業の経過意見が示され，参加者・促進

者（ファシリテーター）の先進的で困難な活動状況結果が示された。班ごとに，番組のタイト

ルやねらい，「評価」（作品の出来具合や「カメラ探検隊 CoCo１ PR大作戦」の取り組みの

中での班のチームワーク）などがプロデューサーによって発表された。子どもの一つの班で

は，例えばインタビューの前にも映像を撮っておくなど，後で初めてメディア作成の際の決ま

り事の意味が分かるものもあり，「わからなくても聞き流していたが，素人がやるのだからも

っとわかりやすく説明して欲しい」などの意見が出された。子どもの２つ目の班では実は子ど

もが実際住んでいる地元の町ではないという「我が町紹介」というきつさはあったが，「不老

水」というひとつの事象にこだわった制作がなされた。子どもたちのそこに住んでいる人たち

への関心は薄く，途中でメディア制作活動とは関係ない10円ショップヘ寄ったりということ

もあった。ファシリテーターは継続的に商店街の人に興味を持ってもらいたいということにも

かかわらずであり，ファシリテーター自身の興味・活動の方向づけの専門性が問われた。大人

の一つの班は1歳代から6歳代といろいろな年代がいたが，それぞれの年齢の思い入れがみら

れた。１回目で台本，２回目でほぼ完成という制作期間の短さが指摘され，それによってプロ

デューサーが暗い表情になってしまっていて，ファシリテーターにとっては単なる作品づくり

でなく，メディア・リテラシー講座という位置づけの確認が必要であった。大人の二つ目の班

は最初はバラバラであったが，ロケやインタビューで地元の高齢者と接することで活動の楽し

さが出てきたという報告がされた。５回シリーズであったが，その他に各班1回以上集まって

制作作業がなされたが，途中でやっと全員そろったところで初めて一から考え直したりしたと

いう班もあった。ただし，ここでインタビューでは自分たちの意図に沿ったものだけを取捨選

択していくという作業を直接体験することとなったため，その怖さを感じたという。最終回の

全体意見の中で参加者である新口さん（大人）は「自分たちの意図に即して，いいとこ取りが

可能であり，まずい発言はカット，ということがわかった。そのことで，メディアを今後見る

ときはたぶん人がつくっているとまず考える。正直，やらせも理解できるようになった」と発

言した。メディア・リテラシーの基本である作成者の構成への理解が，インタビューされる人

の選択やとったインタビューの選択の活動上の必要性ということから実感・理解されたのであ

メディア・リテラシー学習の事例研究
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る。

２．調査結果の概要

メディアの利用について，あるいはメディアとの関係や意識についてアンケートを実施し

た。対象者は3人であったが，すべてに回答が適切なものは子ども1人，大人1人のみの有効

回答で，合計2人が今回の調査結果分析の対象となった。子どもは小学校５年生から中学校２

年生で男子７人，女子６人，大人は1歳から6歳代まですべて女性であった。子どもは毎日テ

レビを全員が使い，テレビで元気が出たりする場合が多いと回答している。大人の女性は大半

が専業主婦である。研究対象となった大人の大半が毎日テレビを使っているがビデオカメラは

７割が使わないと回答。対象の大人は子どもに比べテレビより本の影響が強い。対象の大人の

傾向はボランティアへの興味があったり，人と話すことが苦にならないといった心理面でも積

極的で交流も比較的得意であるという特徴が回答からみられる。次からの図は以下，２本だけ

の帯グラフは大人のみ，６本のものは子ども大人別そして子どもと大人を合わせた合計の１回

目（１月1日配布，１月2日に回収）と２回目（３月８日配布，３月1日回収）で同じ質問へ

の回答結果を示したものである。上の２本の帯グラフが子ども対象，中の２本が大人対象，下

の２本が合計を表している。

図８-１ 本で報道が行きすぎていると感じることがある（大人）

図８-２ 新聞で報道が行きすぎていると感じることがある（大人）

図８-３ 雑誌で報道が行きすぎていると感じることがある（大人）
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変化の過程を重視し，調査結果を次の６点にまとめる。

第１は，全体として認識や実践意識が大きく変わったとはいえないが，約半数の事項で有意

な変化がみられ，焦点化体系化して取り組めばこういった生涯学習事業によるメディア・リテ

ラシー育成の可能性は十分にみられる。参加者の意見で「ビデオ制作したことで，映っている

画面以外の切り取られた部分や工夫されたアングルを想像できるようになった。『音を追うの

ではなく映像を見る』という提示から，インタビュアーの服が同じインタビューの中でも変わ

ったことやドキュメントや情報番組などは何を伝えたいのか探るようになり，それを感じさせ

ない番組もあることに気づいた」もあった。図８-１～４に示されるように子どもに比べて大

人の場合，各種メディアの報道の行き過ぎへの批判的視点やテレビの仕組みの認知度が変わっ

てきている。

図８-４ テレビがうつる仕組みについて知っていると思うか

図８-５ テレビドラマに出てくるサラリーマンはテレビ以外の生活でもサラリーマンをしていると思うか

99

メディア・リテラシー学習の事例研究



第２は全体として今回のメディア・リテラシー事業ではまず図８-５に示されるようにテレ

ビのサラリーマンが完全にそこだけのものだという認識を子どもは持てていないし，図８-６

にみられるように批判的思考及び態度に関しては子どもよりも大人の変化が顕著であり，素材

や情報源を深く読み解くことが求められた。こういったメディア・リテラシーの教育における

批判的能力育成に関しては，子どもに対してはメディアを読み解くことの基礎理解のための内

容や体験等を充実させる必要がある。

第３はメディアの種類別の回答では，今回はテレビよりも図８-７にみられるように雑誌へ

の批判的な見方が高まっている。このことはメディア制作では台本づくりに大変な苦労があ

り，そこでの意図や意見の一致という自らつくりあげていく文章化への体験が影響しており，

改めて雑誌の問題性に気づかされた，という意識変容が見られた。このように本や雑誌の活字

メディアから映像メディアへとメディア・リテラシーの体系的教育の可能性が示されたといえ

よう。

第４はテレビ番組の問題性への批判的能力は全体として高まっている。暴力性に対する批判

的な傾向の高まりが特に大人に顕著に見られた。このことは初回の鈴木みどり氏の講演での最

図８-６ テレビ局などに何か言いたいと思うか

図８-７ 雑誌で本当のことと違うと感じることがある
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後にテレビ（ビデオ）において暴力に関するものが扱われたことにもあろうが，成人において

社会問題の中で自己意識や態度を自覚しなおすという作業が行われたと思われる。子ども，大

人にかかわらず批判的能力としてのメディア・リテラシー育成においては，単に知識的なもの

だけでとらえるのではなく，社会問題としてとらえる必要があり，大人の特徴である豊富な体

験や社会との直接的な関わりが必要とされるのであろう。

第５はメディアに対する意見にはあまり変化はみられないが，有害情報に対する制作側の姿

勢を問う回答が増加している。これは図８-８にみられるようにビデオ作品を制作する体験の

中でメディアの制作側の視点が見え，制作側が意図してつくっているという方向性が実感とし

て理解できたからであろう。

最後の第６は，図８-９に示されるようにメディア内容問題等への対応は他の事項ほどに変

化がみられなかったということである。こうした内容への批判的思考に関しては子どもよりも

大人の方が若干変化が示された。インターネットの活用が増えたり，多少のメディアをいろい

ろ活用したり，まず自分で内容検討する必要性が内容によって，あるいは内容にかかわらず増

図８-８ テレビの内容には作った人の考えが入っていると思う

図８-９ テレビから得た内容はうそかもしれないと思う
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加しているが，時間的制約のために技術面に目がいき，作品制作中心の５回シリーズのメディ

ア・リテラシー講座では実践意識の変革までには至りにくい。実感として無意識にメディア・

リテラシーを知るということの重要性に関しては，反省会の意見でも出された。しかし，体系

的にメディアの問題性を探る知恵のための基礎的な事項の確認の必要も認められた。今後はこ

ういった感性の面や技術面を認識面とも組み合わせることが不可欠であり，より体系的で実践

的なメディア・リテラシー講座の開拓が求められる。そして今回の研究事例では，参加者の最

後の意見の中に作業集団において支援しているスタッフに対して「上司と部下の関係で私たち

を見ていた」との意見があった。今後は学習者の主体的な活動を尊重し，学習者の気づきや経

験と知識の共有によって学習者を支援・促進できるような専門的力量としてのメディア・リテ

ラシーをもったファシリテーターの育成が急務である。
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第９章 メディアは生活をどのように変えたか

岩崎 久美子

１．メディアの浸透と溢れる情報

「われわれが情報を所有している」のではなく，正しく言えば，「われわれは情報的な世界の

中に住んでいる」のである⑴。

地理的な境界を越え，時間的，空間的制約なしに，情報がネットワーク化されている。情報

の量と速度は増大し，文脈のないまま情報は細分化され氾濫する。「多くの人にとってはあっ

という間に，情報飢饉が情報過多に変わってしまった。情報にアクセスしたいという願いが一

転して，実際にアクセスする膨大な情報量と格闘しなければならないという心配に置き換わっ

てしまった」⑵のである。必要で価値ある情報をどのように選択するか，主体的に情報を取り

扱う以前に，人の多くは氾濫する情報の中に溺れてしまうのではないだろうか。

インターネットを介在して提供される情報は，フラットで重みづけのないものである。その

重要度や内容の真偽は，それを利用する受け手の判断に依存する。図書館などでの情報提供は

従来「編集の質」や「テクストの信憑性」に基づき専門職を介して人的に注意深い選別と分類

がなされたのに対し，インターネットなどのハイパーリンクの文化では，「編集の包括性」「テ

クストの利用可能性」の中であらゆるものへのアクセスが可能である⑶。

加えて，メディアの増殖は，多様な集団，地域，国家に「声」を与えたが，少数派によって

もたらされる多数の「現実」や多数の「見方」により，人は確かなものを見失い混乱し，「真

実」という概念は崩壊する⑷。情報にふりまわされることなく，正しく情報を取捨選択するの

は，受け手自身の能力である。つまり，何が正しいのか「真実」を判断するのは，情報の受け

手である個人に委ねられたのである。

メディア・リテラシーとは，「市民がメディアを社会的文脈でクリティカルに分析し，評価

し，メディアにアクセスし，多様な形態でコミュニケーションを創り出す力」⑸と定義される。

メディアを介して押し寄せる膨大な情報の中で溺れないよう，リテラシー能力を持つことが，

メディアに依存する現代社会では，必須の能力になってきているのである。

ジャン・ボードリヤールによれば，現代文化はすべてが記号化された記号の文化とされる。

これはメディアの爆発的な成長と関連しているが，他にも生活の変化，都市化，移動の増大な

どとも関わっている⑹。このように記号化されていく匿名性の高い現代社会の中で，メディア

は，人の仕事や生活をどのように変化させていったのであろうか。

本稿では，インターネットを介した質問紙調査の結果⑺から，職場の変化を含めて生活の変

化を見るものである。メディアがもたらした主要な変化のうち，第一に，IT化に代表される

メディアの進出が職場の人間関係や就業スタイルにどのような変化をもたらしたか，第二に，

インターネットによる新たなネットワーク手段は，人々のライフスタイルをどのように変えた

か，そして，最後に，女性の労働市場参入の可能性とともに労働の柔軟化にメディアはどのよ
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うな貢献をするのか，の３つの観点から考えてみたい。

２．メディアの興隆によりもたらされた主要な変化

⑴ 静寂化するオフィス

コンピュータの設置や LANなどのネットワーク化に代表される IT化の進展が顕著に見ら

れる職場はどのようなところか。調査結果（図９-１）によれば，職場別では，外資系企業，

従業員5,00人以上の日本企業（製造業・非製造業）に勤務している女性に「かなりすすんで

いると思う」との回答が多く見られる。IT化の進展に代表される進取の取り組みが大規模企

業，外資系を中心に進んでいると言えよう。

今回の調査が，Web調査というインターネットを介在した調査に依拠しているため，当然

ながら9％の回答者が「メールの送受信」ができ，約９割の者が「文書入力」，「データ入力」，

約８割の者が「情報検索」ができると回答している。また，コンピュータ・トラブルが「あ

る」と回答した者，「ない」と回答した者のそれぞれ４割強が，トラブルの際，「職場で詳しい

人に教わる」としており，コンピュータ技能を最低限身につけ，職場の中でその技能を維持・

向上させる仕組みができていることが推察される。企業によっては IT課という社内の IT関

連のあらゆる事項に対応する部署を専門的に設置しているところもある。

では，具体的に職場が IT化することで，どのような変化が生じたのであろうか。表９-１

は，IT化の進展の度合い（「進んでいる」「どちらともいえない」「遅れている」）ごとに職場

の変化について分散分析をした結果（有意差のあるもののみ抜粋）である。この結果から浮か

び上がるのは，次の５つの変化である。

第一に，「職務内容の男女差が減少」した。つまり，男女という性差よりも個人の能力差に

基づいて仕事がなされている。ただし留意すべき点は有意差は認められるが，回答者の中に

は，「総合職」として働く者と「一般職」，あるいは「派遣職員」として働く者の異なるコース

資料出所）国立教育政策研究所「職場におけるコンピュータ利用に関する調査」20年

図９-１ 職場の IT化
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があるため，分析に精査が必要なことであろう。「一般職」や「派遣職員」は，補助的な職務

をするものであり，これらの者から，「職務内容に男女差がある」との回答が出されている可

能性がある。そのため，職種を限定すれば，より精緻な結果を導きえたと言えよう。

第二に，「個人の能力に応じた仕事」「成果（結果主義）が徹底」「仕事の外部委託化」「キャ

リアアップやキャリアの継続に役立つ」など，能力主義の徹底が挙げられている。「個人の能

力に応じた仕事の増加」の値が高いことは，第一に挙げた「職務内容の男女差が減少」との関

連で言えば，コンピュータに習熟することで，女性が専門職的な地位を持ち，性差ではなく個

人の能力差により評価されうることを推測させるものである。

第三に，「場所に制約されない勤務」「フレックスタイム等働く時間の自由化」などの労働の

場所，時間の柔軟化の点がある。携帯電話やパソコンによりメールの送受信ができる環境にあ

れば，職場を離れて仕事を遂行できる可能性が拡がっていると言えよう。

メディアは生活をどのように変えたか

表９-１ IT化の進展と職場の変化

平方和 自由度 平均平方 Ｆ値 有意確率

Ｑ1⑴.職務内容の男女差がなくなった グループ間
グループ内
合計

7.19
37.39
34.48

3
55
58

2.33
.69

3.89 .09

Ｑ1⑶.個人の能力に応じた仕事ができる
ようになった

グループ間
グループ内
合計

8.83
27.90
26.73

3
53
56

2.94
.53

5.58 .01

Ｑ1⑷.場所に制約されずどこでも勤務が
可能になった

グループ間
グループ内
合計

1.96
41.86
45.81

3
55
58

4.69
.76

5.85 .01

Ｑ1⑸.フレックスタイム等働く時間があ
る程度自由になった

グループ間
グループ内
合計

1.79
46.15
49.85

3
56
59

4.50
.83

5.63 .01

Ｑ1⑹.成果（結果）主義が徹底した グループ間
グループ内
合計

2.10
35.45
37.65

3
55
58

7.33
.65

1.82 .00

Ｑ1⑺.仕事の外部委託が増えた グループ間
グループ内
合計

2.79
35.46
38.25

3
52
55

7.53
.78

1.12 .00

Ｑ1⑻.情報のやりとりに忙しくなった グループ間
グループ内
合計

2.15
39.41
49.66

3
56
59

6.75
.70

8.78 .00

Ｑ1⑼.職場の人との直接的な会話やつき
あいが減少した

グループ間
グループ内
合計

1.54
22.89
28.43

3
56
59

5.18
.50

9.97 .00

Ｑ1 .Ｅメールの活用により職場のコミ
ュニケーションが変化した

グループ間
グループ内
合計

3.08
48.96
45.04

3
54
57

1.09
.81

1.82 .00

Ｑ1 .Ｅメールにより，上司や同僚に自
分の意志を伝えやすくなった

グループ間
グループ内
合計

3.32
43.65
48.08

3
53
56

1.41
.83

1.28 .00

Ｑ1 .キャリアアップやキャリアの継続
に役立っている

グループ間
グループ内
合計

7.48
35.67
33.05

3
55
58

2.49
.74

3.40 .07

Ｑ1 .自分の可能性がひろがった グループ間
グループ内
合計

6.08
31.24
37.32

3
54
57

2.09
.58

3.35 .08

資料出所）国立教育政策研究所「職場におけるコンピュータ利用に関する調査」20年

p＜.01， p＜.0， p＜.0
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第四に，「情報のやりとりに多忙」といった多忙感が挙げられている。コンピュータが職場

の人と人をつなぎ，仕事をつなぐ。コンピュータを使わなければ，組織の中で業務が遂行でき

ない状況になっている。IT化の進展により，データの共有が簡単にでき，仕事が早く効率的

にできるようになった。しかし，「迅速が当たり前と思われるために，処理を後回しにする弁

解が難しく辛い」との意見にみられるように，コンピュータの情報処理速度に伴い，業務量が

増加していることも推察させる。

第五に「職場の直接的会話やつきあいの減少」「電子メールでコミュニケーションが変化」

「電子メールで自分の意思伝達が容易」といった「コミュニケーションの変化」が見られる。

具体的に，「私は一番下っ端だが，最近女性の副部長ができ，メールも使えるので，現場で感

じていることを上に伝えやすくなった」など上司との距離感の変化，反対に「同じ部屋にいな

がら電子メールで連絡をとりあう」など職場における親近感の喪失，直接的なコミュニケーシ

ョンの減少による人間関係の希薄化，職場での日常的な話し声の減少，などが挙がっている。

自由記述では，「コンピュータを前に仕事をしているのか遊んでいるのか，はためから判断

できない」「職場で仕事をせずにインターネットばかりやる人が増え不快感」「若い人に引きこ

もり的なオタクの増加」などの指摘もなされている。

職場によっては，１人１台のパソコンの供給と個別メールアドレス所持で，Web上で書類

がやりとりされ，日常業務のペーパーレス化が進んでいる。「机の上にはパソコンだけ」「シュ

レッダーにかける書類の減少」や，反対に，「回覧物をメール送信するためにそれぞれがプリ

ントアウトし逆に紙が増えている」など，ペーパーレスを指向しながら実態は逆行している状

況，あるいは，電話やファックスが減り，加えて社内での会話がなくなったため，部屋全体

「しーんと」静寂化しているとの状況も表現されている。

コンピュータ技能は，職場では，もはや日常業務遂行上の基本的技能のひとつである。IT

化の進展は，情報の共有化を進め，職階制の地位をフラットなものにする。「パソコン操作の

できない者の権威の低下」「上司の管理能力の減退」など，管理職もパソコンを使えないこと

には，仕事が不可能な状態である。逆に，「パソコンの知識による自己存在感の拡大」という

ように，パソコンの知識がある者が地位や立場に関係なく，重用される状況にある。情報操作

や情報量の格差，いわゆるデジタルデバイドは，職場の上下関係をフラットから逆転さえす

る。このことは，パソコン技能に代表される個人の能力に依存した職務遂行が，経験や年齢以

上に求められていることを意味すると言えるのであろう。

⑵ 生活を楽しくするインターネット

職場の変化に比べて，生活の変化はより顕著である（図９-２）。メディア，実際には，イン

ターネットを介した新しいネットワーク手段は，生活に何をもたらしたのだろうか。調査結果

は，「自分の生活を楽しくしてくれた」「インターネットを通じて友人が増加」「自分の考えを

発表する場の増加」などの回答が高くなっている。生活に必要な情報の取得が簡便になり，メ

ールにて人間関係の幅が広がったとの意見も見られる。個人の生活の豊かさに，インターネッ

トは多くの可能性をもたらしているといえる。

インターネットによるコミュニケーションは，近くの人間との親密度を減らす一方，遠くに

いる者とのコミュニケーションを密にするパラドックスを生じさせる。電子メールにより物理

的距離が無制限となり，海外であっても早く確実にコミュニケーションをとることが可能にな

った。しかし，趣味のネットワークが拡大することは，同じことを志向する人間とのみ頻繁に

接することを意味し，逆に自分の世界が狭くなったとの意見もある。
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インターネットを介したつきあいが多くなるにつれて，インターネットに習熟している者と

していない者とのつきあいの集合体の変化も見られる。インターネットのコミュニケーション

は，フラットで目的を共有するひとつのソサエティを形成する。そこでは，性別，年齢，職業

など人間の持つ雑多な特性は隠され，共有する目的のみ前面に出たつきあいが展開される。こ

のようなつきあいの中では，文字のみの持つ淡白さから，感情の行き違いが生じることもあ

り，電子メールの行間を超える文章力と読解力が求められるのである。このことは，メディア

を中心に動く社会において，感情を補足する新たな技能が重要視されていることを物語る。

この他，インターネット中毒になり，肩こり，視力低下，睡眠時間の減少などの肉体的な疲

労や，インターネットによる買い物で，家事・外出が億劫になったとの意見も併せて提出され

た。コンピュータの普及が，生活場面でのほかのメディア，例えば，テレビ，雑誌，電話など

の使用を著しく減少させ，「インターネットで記事が見ることができるため，新聞購読をやめ

た」などの意見もある。

新しいメディアの普及で，古いメディアは隅に追いやられ，新しいメディアに応じた，便利

で効率のよいライフスタイルが新たにつくられている。今後のライフスタイルのあり方は，人

それぞれの志向を受けて，職場に IT化の影響が浸透するより早く，多様に，かつ情報格差を

伴って分化していくことが推察される。

⑶ 労働の柔軟化の可能性

最後に，女性の働き方として，今後コンピュータに代表されるメディアの進展はどのような

可能性を与えてくれるのであろうか。メディアの功罪が問われる中で，女性の働き方について

言えば，メディアは大きな貢献をしていると思われる。

資料出所）国立教育政策研究所「職場におけるコンピュータ利用に関する調査」20年

図９-２ 生活上の変化
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男女ともに望ましい今後の女性の働き方を聞いたところ，男性の4.4％，女性の3.2％が

「子どもがある程度大きくなってから再び働く」，男性の3.1％，女性の4.5％が「結婚や出産

・育児にかかわらず，ずっと働く方がよい」と回答している。仕事を継続する，あるいは再就

職することを８割前後の男女が肯定している。高度成長期には可能であった残業を厭わない夫

と家庭を守る専業主婦という家族内就労パターンは，経済動向と今後の雇用不安の中で再考を

余儀なくされていると言えよう。

子どもの有無別に見ると，子どものいる者に，再就職・転職先として「在宅での仕事」（子

どものいる女性の3.9％）を希望する者が多い。「今の職場に再就職したい」は，1.2％にと

どまる。この数字は，現段階の職場での IT化は，家庭責任と子育ての両立を可能にするほ

ど，柔軟な勤務体制を企業文化に持ち込む契機にはなっていないのであろう。

最近，テレワークと言われるコンピュータを使った在宅勤務が注目されている。表９-２に

あるように，専業系に従事する者は，主として男性であるが，副業系は，そのほとんどが女性

（9.1％）であり，配偶者（9.5％）と子ども（7.9％）がいる3代（7.2％）である。この

ように，テレワークに代表されるコンピュータを使った労働は，状況に応じた働き方や通勤に

かかる時間やコストを減らすものとして，子育て期の女性が労働に参加する労働形態のひとつ

として将来の発展が期待されている⑻。

女性は，家庭責任や子育てとの両立による時間的制約を受け，また，筋力に依存する仕事で

は肉体的，体力的にハンディキャップがあるなど，仕事を継続するうえで多くの課題があっ

た。また，終身雇用制にあっては，継続勤務が基本であり，結婚や出産で中途退職した場合，

組織に復帰することは基本的に難しい。

女性の立場から，メディアを見ると，従来の企業文化が残っている中での IT化は，必ずし

も女性に望ましい方向に動いてはいない。コンピュータの普及は，女性の労働力化を促しはし

たが，女性が家庭責任を担うことを可能にする柔軟な働き方を直接的にもたらすには至ってい

ないのである。男女の処遇格差を解消する方向は，これまでの残業を厭わなかった男性同様に

女性が働くことを意味している。女性自身もそれに適応し，生きがいを感じている場合も多

い。男女ともに家庭と職場を両立しうる働き方や，働きたい者が状況に応じて働くことを可能

にするには，いまだ日本の組織や労働市場は柔軟にはなっていないようである。

ただし，図９-３のように，職場の IT化が進んでいる職場ほど，女性の働きやすさ（「女性

表９-２ テレワークの実情

区 分 性 年 齢 配偶者 子ども

全体 男性 4.9％

女性 5.1％

3代 7.9％ あり 7.3％ あり 5.3％

事業系 男性 7.7％

女性 2.3％

3代 7.6％ あり 5.0％ あり 3.4％

副業系 男性 3.9％

女性 9.1％

3代 7.2％ あり 9.5％ あり 7.9％

備考）１．㈳日本テレワーク協会「在宅型ワークスタイルに関するアンケート調査」（20年）により作成。

２．事業系は「在宅型ワークを事業とし，生計をたてている」，副業系は「アルバイトや家計の副収入のために

在宅ワークをしている」と回答した人

３．回答者はエージェントに属するテレワーカー43人。

４．調査時期は20年1月～20年１月

資料出所）内閣府編『国民生活白書（平成1年度）』平成1年３月
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が働きやすい制度（育児休暇等）が充実している」「長く働き続けことができる」「多くの女性

は結婚・出産しても働き続けている」「知名度がある」「女性が働きやすい雰囲気がある」）の

割合が高いことは注目に値する。IT化の進展や進取の取り組みのある大企業や外資系などで

女性が働く環境の整備が進んでいることを推察させる結果となっている。

働く意志のあるものが，望むかたちで働くといった開放的な労働市場の可能性を，メディア

は広げうる。つまり，メディアは，仕事の時間，場所を拘束せず，成果主義を徹底するがゆえ

に，将来的には，労働力の柔軟化を促進することを期待させるのである。

メディアによる労働力の柔軟化は，まずは，時間と場所の拘束を離れたテレワークのような

在宅勤務というかたちから始まるのかもしれない。組織への再就職を射程に入れて，子育てと

の両立をかねながら，副業的に仕事に従事することが，女性の労働力が必要される将来におい

て，さしあたっての方向性のように思われる。この点から，メディアの普及は，女性の労働に

とって大きな可能性を提示したと言えよう。

３．バーチャルな世界を泳ぐための自己の確立

⑴ 情報を選別する能力や優劣づけ

以上，職場や生活の変化を質問紙調査の結果をとりまとめながら見てきた。コンピュータな

どの IT化に代表されるメディアの興隆は，女性にとって，筋力に依存しない労働市場への参

加の可能性を高くする。また，今後の進展が待たれるにしても，時間や場所の制約を超えた労

働の柔軟化を示唆しているものといえよう。

しかし，メディアは，同時に新たな課題をも我々につきつける。

トム・フォーレスターは，「ハイテク社会」を批判し，技術発展の再人間化を訴えている。

自動化された工場，ペーパーレスのオフィス，エレクトロニック・コッテージ等々の予言の失

敗，セキュリティや監視のリスク，技術依存の脆弱さやコンピュータ犯罪について言及す

る⑼。無機質な記号文化の中で，本質的に人間的なものがより一層重要味を増しているとい

う。

資料出所）国立教育政策研究所「職場におけるコンピュータ利用に関する調査」20年

図９-３ 職場の IT化と女性の働きやすさ
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メディアの普及は，職場環境やライフスタイルの変化をもたらした。総じて，新しい変化の

中で求められるものは，メディアのもたらす便利さと簡便さによって，駆逐されつつある最も

人間的な側面であろう。メディアの席捲は，情報がデジタル化される過程で，仲介する「直接

的な」接触に絡む人や組織，仕組みや制度を排除しようとしている 。しかし，「過去の遺物」

と思われるそのような組織，仕組み，制度に，実は，情報の分類，選別，重みづけといった目

には見えない機能があったのである。そのような機能を果たしていた人や組織の仲介がなくな

ったが故に，あらゆることを自分自身で処理し自分で判断しなければならない状況がもたらさ

れている。そのことが，人を多忙にさせ，肉体的にも精神的にも疲労させるひとつの要因にな

っているのであろう。

⑵ 人間性への回帰と自己の確立

インターネットの情報検索の迅速さと情報量の多さは，興味・関心の増加や視野の広がり，

知識量の増加をもたらした。しかし，自分が情報に翻弄されないためには，重みづけのない，

一方的に提供される細分化された情報に対して，情報の選別や自分で情報をつなぐ技能が求め

られる。情報の取捨選択の優劣づけは，ある程度情報検索に習熟すると，経験的に可能なもの

とも言えるが，明らかに本や雑誌による情報検索とは異なる選別能力が必要となろう。

どのような情報が正しく必要な情報か，電子メールによる手紙の真意は何か，情報が溢れる

中で，職場や生活でますますリテラシーが求められていると言えるのである。

つまり，個人に求められるメディア・リテラシーとは，身体から発する言語，表情，手触

り，雰囲気といった感覚的なもの，経験や体験による知恵，そのような自分の内部にある力を

総動員して，自分で情報を判断することにほかならない。そのためには，情報を統制する責任

ある自己の確立が前提なのである。

「距離を隔てて何かを行うとき，身体は消失する。電話をかけることは声だけでコミュニケ

ートすることだが，電子メールでは，この身体性の痕跡すら消え去る」。メディアが普及す

ればするほど，リテラシーの基礎として，われわれは，自然や人間的なものに触れ，自分を認

知することを希求するようになっていくのではないだろうか。情報化が進み，また，メディア

によって，記号文化が蔓延すればするほど，自己を確認するための身体性や自然，人間性がバ

ランス上必要なのである。そうでなければ，自律できずに，今の「情報的な世界」にあって，

すぐさま自分を失ってしまうであろう。

電子メールによるコミュニケーション・スタイル，そこでもたらされる情報の特質を熟知し

たうえで，われわれはメディアを使用することが肝要であろう。メディアがもたらしたメリッ

トをうまく活用し，それがもたらすデメリットをわきまえ補っていくことが，現実社会とバー

チャルな社会との境界を持つためにも必要となる。

メディアを介して，われわれは，労働のための時間と場所の拘束から解放され，また，その

生活は，今後さらに効率的，合理的になっていくであろう。しかしながら，同時に喪失されつ

つある人間同士の触れ合い，情報やものをひとつひとつ時間をかけて見出す地道な作業といっ

たものが，便利さを享受する前提として，一層認識されなければならないのである。

注>

⑴ フランク・ウェブスター（田畑暁生訳）『「情報社会」を読む』青土社 20年 26頁。

⑵ ジョン・シーリー・ブラウン／ポール・トウグッド（宮本喜一訳）『なぜ ITは社会を変えないのか』日

本経済新聞社 20年 1頁。
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⑶ フューバート・ L・ドレフェス（石原孝二訳）『インターネットについて―哲学的考察』産業図書

20年 24-25頁。

⑷ フランク・ウェブスター（田畑暁生訳）前掲書 24-25頁。

⑸ 鈴木みどり編『メディア・リテラシーを学ぶ人のために』世界思想社 19年 ８頁。

⑹ フランク・ウェブスター（田畑暁生訳）前掲書 26頁。

⑺ 【調査方法】：ウェッブ調査20年1月実施，【調査時期】20年1月，【調査対象】2歳から5歳までの

有職者（アルバイトを除く）。独身／既婚比，男女比をほぼ同じになるよう10名（男性49名，女性57

名）指定。分析の多くは女性57名で実施。

⑻ 内閣府編『国民生活白書（平成1年度）』平成1年３月 13頁。

⑼ Tom Forester,‘Magatrends or Megamistakes:Whatever Happened to the Information Society?’

Computers and Society,2 :1-4,19,p.2（ただし引用は，デイヴィッド・ライアン（合庭惇訳）『ポスト

モダニティ』せりか書房 19年 8頁）.

ジョン・シーリー・ブラウン／ポール・トウグッド（宮本喜一訳) 前掲書 ９頁。

デイヴィッド・ライアン（川村一郎訳）『監視社会』青土社 20年 3頁。
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第1章 発展するメディア・リテラシー教育
グローバルな視点から

澤野 由紀子

１．比較教育班の研究の背景・課題と方法

19年にUNESCO等がドイツのハンブルグで開催した第５回成人教育国際会議において，

成人の学習を推進し，文化的基盤を強化するうえで，ニュー・メディアの果たす役割の重要性

が確認された⑴。生涯学習社会においては，すべての市民が，メディア情報の受け手となるだ

けでなく，情報の質を評価・分析するとともに，メディアを用いて自ら学習し，情報を発信し

ていくことが求められる。このような能力は，国によって「メディア・リテラシー」（カナダ，

アメリカ），「メディア運用能力（コンピテンス）」（ドイツ），「情報コンピテンシー」（アメリ

カ），「情報リテラシー」（南アフリカ），「情報素養」（韓国），「媒体素養」（台湾），「媒介素養」

・「信息素養」（中国）などと様々に呼ばれており，その定義もそれぞれ若干異なる。また，メ

ディア・リテラシーに相当する言葉が使われていない国でも，「メディア教育」のほかに，「メ

ディア研究」（イギリス，ハンガリー），「マス・メディアのための教育」（メキシコ），「教育と

コミュニケーション」（ブラジル）などという名称の教科や講座が学校教育や社会教育の現場

に導入されている例がある。本稿では，以下これらを総称して「メディア・リテラシー教育」

とする。

生涯学習社会への移行という文脈からみると，メディア・リテラシー教育はあらゆる年齢層

を対象とした教育・学習，とりわけ活動的市民性の育成において，重要な位置を占める。これ

はインターネットをはじめとするメディアの普及が著しい高所得の先進諸国だけでなく，民主

化や市場経済化の途上にある中所得の国々においても同様である。

メディア・リテラシー教育を効果的なものとするために必要な要因としては，次のようなこ

とが考えられる。

① 社会的・経済的・文化的背景の異なる人々が平等にメディアと情報にアクセスすることが

できること

② メディアを使いこなすことに対する多様なニーズと動機を把握し，満足させること

③ メディア教育のプログラム，開発研究，教育実践ならびに指導者の研修を実施するため

の，教育政策，学校教育および社会教育を含む教育制度・生涯学習体系の支援的基盤と環境

しかしながら，19年代後半より，先進諸国における情報革命の進展に伴うグローバル社会

のなかでの情報格差，いわゆる「デジタル・ディバイド」の問題が顕著になっている⑵。国連

開発計画（UNDP）の『人間開発報告書・19年版』⑶によれば，19年には，人口規模では

全世界の1％である先進諸国に，世界のインターネット・ユーザーの8％が集中していた。全

世界の人口のわずか５％以下を占めるにすぎない北米だけでも，世界のインターネット・ユー

ザーの半数以上が集中している。逆に，世界の人口の2％以上が居住する南アジアでは，イン

ターネット・ユーザーは１％以下である。携帯電話の登場とともに，電話回線の普及にも格差
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が広がり，途上国間の情報格差も広がる傾向にある。例えば，タイの携帯電話の台数は，アフ

リカ大陸全体の携帯電話台数より多く，ブルガリアのインターネット・ホスト数は，南アフリ

カを除く全サブ・サハラ・アフリカのインターネット・ホストの総数を上回っていた。さら

に，途上国の電話回線は，首都に集中しており，人口の多い農村部の電話回線は少なく，雨期

の修繕などでコスト高となってしまっている。このため，アフリカ諸国では，米国に比べると

インターネット接続の月額平均コストは1倍となっている。電話回線の改善によりインターネ

ットへのアクセスが可能になったところで，読み書きのできない人々は，ネットワーク社会へ

参加することは不可能である。非識字率の高い国々では，このことがネックとなり，デジタル

・ディバイドにより，学習面での格差がますます増大する「ラーニング・ディバイド」が問題

となる。また，インターネットから母語で得られる情報は皆無に等しい少数民族や部族も多

い。

しかしながら，学習のための道具としてメディアの果たす役割の重要性については誰しも認

めるところである。そこで，たとえば南アフリカでは，より費用効果の高いラジオなどのオー

ルド・メディアの活用を促進することを目的とするメディア教育に力が入れられている。

「生涯学習社会におけるメディア・リテラシーに関する総合的研究」比較教育班では，こう

したことを視野に入れながら，メディア・リテラシーおよびメディア教育をめぐる国の政策を

規定する政治，経済，社会，文化等の要因を明らかにすることを最終的目標とした。

その際，「メディア」については，「報知およびコミュニケーションの手段と方法。テキス

ト，オーディオ，グラフィック，アニメ化されたグラフィックから，フルモーション・ビデオ

までを含む。メディアとは，「medium（媒体）」の複数形。マルチ・メディアとは，メディア

の混合または組み合わせ。」⑷とするUNESCOの定義に従い，オールド・メディアからニュー

・メディアまで幅広く視野に入れることとした。

また，欧米，アジア・太平洋及び中南米地域の諸国におけるメディア・リテラシーおよびメ

ディア教育の現状について，UNESCOをはじめとする国際機関の調査報告書⑸ならびに各国

・地方の政策文書，カリキュラム基準等をもとに明らかにするとともに，日本におけるプログ

ラム開発の参考となる各国の学校教育および社会教育における特色ある実践事例についての情

報を収集し，分析を行った。

日本におけるメディア・リテラシーの理論と実践に関する先行研究としては，鈴木みどりら

表1-１ 主な対象地域・国

地 域 国（経済状況）＊

アジア太平洋 日本(H/OECD)・韓国(H/OECD)・シンガポール(H)・タイ(UM)・

中国(LM)・オーストラリア(H/OECD)

北米 アメリカ(H/OECD)・カナダ(H/OECD)

中南米 メキシコ(UM/OECD)・ブラジル(UM)

ヨーロッパ イギリス(H/OECD)・フランス(H/OECD)・ドイツ(H/OECD)・スウェーデ

ン(H/OECD)・スロべニア(H)・ハンガリー(UM)

アフリカ 南アフリカ(LM)

国際機関等 UNESCO・OECD・ EU

＊世界銀行の区分による国の所得状況 H：高所得国 UM：高中所得国 LM：低中所得国，OECD：経済協力機構

（OECD）加盟国（20年） 。

＊＊下線は，重点調査の対象国
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のグループが，早くからカナダ・オンタリオ州の実践に着目し，教材の翻訳紹介をしてい

る⑺。また最近では菅谷明子が『メディア・リテラシ―世界の現場から―』を発表し，アメリ

カ，イギリスおよびカナダにおける教育実践について詳細に報告している⑻。しかしながら，

ニュー・メディアの普及は遅れているものの，様々な形でグローバルな情報化の影響が及んで

いる開発途上国や，民主化の途上にある国々におけるメディア・リテラシー教育に着目した研

究は行われていなかった。

そこで，本研究では， 表1-１>のように，アジア太平洋，アメリカ，ヨーロッパ，アフリ

カの各地域から，メディアの普及の著しい高所得の先進国だけでなく，中の上の所得があるい

わゆる「中進国」ならびに低中所得の「途上国」も調査対象に含めることとした。

研究は，文献調査と現地調査を基本としたが，予算と時間の制約もあり，上記のうちスロベ

ニア，ハンガリーおよび南アフリカについては，研究分担者が現地調査を行うことができなか

った。このため，現地在住の専門家に当該国のメディア・リテラシー教育の現状に関するケー

発展するメディア・リテラシー教育

表1-２ メディア・リテラシー教育の国際比較のための指標

Ⅰ．量的指標

１．教育環境

１）人口動態：総人口，都市人口の比率，1歳以下の人口，総人口に占める1歳以下の人口比

２）教育水準：成人の識字率，初等教育就学率，初等教育第５学年まで到達する児童の比率，中

等教育就学率，青少年の学校外教育の機会（施設・プログラム実施率，参加率），高等教育進

学率，成人の教育訓練参加率，児童の就労率

３）教育財政：各国 GNP，GNPに占める教育費

２．メディア環境

１）テレビとビデオの普及率：地上テレビ放送チャンネル数，衛星／ケーブル／有料・テレビ放

送チャンネル数，１万人当たりテレビ受信者数，ビデオへのアクセス率，ケーブルテレビの比

率，衛星放送の比率，幼児・青少年向けテレビ放送（週及び年間放送時間数，生中継番組予算

の割合，アニメ番組予算の割合，海外からの番組購入予算の割合，購入先の国名），百万人当

たり映画スクリーンの数

２）パソコン，コンピュータの普及率：人口10人当たりパソコン台数，人口１万人当たりイン

ターネット利用者数，主要電話回線数，人口10人当たりの電話回線距離，インターネット・

ホスト数，人口10人当たりのインターネット・ホスト密度，電話回線10当たりのインターネ

ット・ホスト数，双方向娯楽ソフトウエア（CD-ROM，販売マルチメディア・パソコン，フ

ァミコン等）の販売収益，教育機関へのパソコン，インターネット普及率，サーバーの数

３）ラジオの普及率：ラジオ局数，人口10人当たりラジオ数

４）書籍の普及率：年間書籍（タイトル）発刊数，人口1万人当たり書籍（タイトル）発刊数，

児童図書（タイトル）発刊数，児童図書発行部数，学校教科書（タイトル）発刊数，学校教科

書発行部数，コミック雑誌の発刊数・発行部数

５）国際的娯楽メディア供給者の実態：国際的娯楽会社トップ5，本部所在地と収入

Ⅱ．質的指標

１．メディア政策（法律，条例，勧告，資格，政府の審議会など）：全メディアに関する規制／テ

レビに関する規制／公共施設における映画上映に関する規制／レンタル・ビデオに関する規制／

コンピュータ・ビデオ・ゲームに関する規制／その他の視聴覚メディアに関する規制

２．メディア・リテラシー教育の実践：教育の担い手（政府，自治体，NGO/NPO，民間企業

等）／対象別（子ども，成人，女性，高齢者等）／教育目標／教育内容の重点／教育方法・プログ

ラム／教材／指導者養成

３．メディア制作への市民の参画：メディア制作への子ども／市民の参画等の事例
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ス・スタディ報告の執筆を依頼した。また韓国，タイ，中国，メキシコ，ブラジルについて

は，現地在住の専門家によるケース・スタディ報告の執筆を依頼した上で，現地調査を行うこ

とにより，調査内容を充実させた⑼。

各国横並びにメディア・リテラシーをめぐる状況を比較するため，情報収集と分析の際の枠

組みとして，表1-２のような量的指標と質的指標を設けた。そして，各指標間の関係につい

ては図1-１のようなイメージを考えた。

２．メディア・リテラシー教育の位置づけを規定する諸要因

本研究により，調査対象各国では，メディアの普及の度合いに関わらず，情報量が増大して

おり，情報化社会において生きる力としてのメディア活用能力とメディア・リテラシー教育が

必要と認識されていることが明らかになった。これは，メディア供給者とコンテンツのグロー

バル化が進んでいるためである。とくに，一部のテレビ・ゲームやマンガ・アニメーションが

子どもの心身の発達に与える弊害や文化的侵害が各国で懸念されており，保護者のためのメデ

ィア・リテラシー教育を始めている国も多い。インターネットに接続可能なパソコンや携帯電

話の普及に伴い，コミュニケーションと学習のための便利な道具としてこれらの賢い利用方法

を習得することも重要である。しかしながら，メディア・リテラシー教育の位置づけは，国ご

とにかなり違っている。それにより，人々が習得すべき「メディア・リテラシー」についても

批判力を重視するか，運用力を重視するかなど重点の置き方が異なる。本研究により，こうし

た相違の要因として，１）人口動態からみた都市化の度合い，２）政治体制およびメディアお

よび教育に関する政策からみた社会の民主化の度合いとメディアに対する規制の度合い，３）

図1-１ 分析の視点としての各指標間の関係
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国民の就学率からみた知識社会への移行の度合いならびに４）市民社会の成熟度を見出すこと

ができた。

第一に，タイ，中国，南アフリカのように都市人口の割合が比較的少ない国や，広大な国土

に僻地を抱えるブラジル，メキシコなどの国々では，遠隔地教育のツールとしてメディアが果

たす役割が高まっている。この場合，メディア活用能力は学習能力とも密接につながってい

る。これらの国々では，成人人口の非識字問題も抱えているため，情報格差が開くことによっ

て学習機会の格差をいっそう増大させることがないよう，配慮が必要となっている。

第二に，メディア・リテラシー教育の位置づけを規定する要因として，それぞれの国のメデ

ィアに対する規制についての考え方がある。民主主義国家の多くは，表現の自由に抵触するた

め，メディア・コンテンツに対する規制をかけることが困難となっている。このため，メディ

アを規制する代わりに，すべての市民が，メディアを通した情報の賢い受信者であり創造者と

なるために，メディア・リテラシーを身につけ，自らをエンパワーすることが重要となる。た

とえば，カナダの各州では学校教育の英語の課程のなかでメディア・リテラシーが必修になっ

ているが，同国のメディアへの規制はきわめて緩やかである 。この反対に，中国やシンガポ

ールのように，中央政府がメディア・コンテンツに厳密なコントロールを行っている場合，

人々がメディアのコンテンツを批判的に分析するようになることは，政策的にあまり歓迎され

ない。本研究対象国のうち，ハンガリー，スロベニアおよび南アフリカでは，いずれも18年

代末から9年代前半に政治体制の転換を経験し，メディアの所有者が国家から民間へと委譲さ

れた。ハンガリーおよびスロベニアでは，社会主義体制の崩壊の後，また南アフリカではアパ

ルトヘイドの廃止の後に，メディアは民主化され，多様化した。これら３ヵ国では，旧体制末

期に，NGOにより市民教育と密接に結びついたメディア・リテラシー教育がすでに行われて

おり，社会の民主化を促す市民の育成にも貢献した。しかしながら，いずれの国においても，

その後のグローバル経済への参入とともに，メディアの商業主義化が急速に進んでいる。この

ため，市民にメディア・コンテンツを批判的に視聴する力を養うことが必要となっている。

第三は，知識社会への移行を促す国の IT戦略との関係でもある。日本，シンガポール，韓

国ならびに欧米先進諸国では，「e政府」など市民生活の様々な場面の電子化を図っており，

あらゆる年齢層の市民にデジタル・テクノロジーの使い方を学習させようとしている。しかし

ながら，社会の情報化の急速な進展とともに，メディアの内容に悪影響を受けたり，メディア

を利用した犯罪を起こす青少年が増えている。そのため，家庭で早期からのメディア・リテラ

シー教育を行うために，保護者に対するメディア・リテラシー教育の重要性が増してきてい

る。とくに日本および韓国のメディア・リテラシー教育は幼い子どものテレビ視聴に関心をも

つ親たちが17～8年代に自主的に組織した社会教育に端を発している。両国ともに，メディ

ア・リテラシー教育を導入する学校が現れたのは最近になってからのことである。これは，生

涯学習の基礎を培うという観点から国の教育課程基準が大綱化し，総合的学習のための学校裁

量の時間が拡大されたことにより可能となったものである。これら先進諸国では高等教育まで

の学校教育の就学率が高く，新しいメディアの利用により，すべての人々に生涯学習の機会が

開かれることが期待されている。

第四については，いずれの国においても，メディア・リテラシー教育の発展の上で，市民の

イニシアチブ，NGOやNPOの果たす役割が大きいことが指摘できる。これらの団体の多く

は，メディア・リテラシー教育者の国際的ネットワークにも参加している 。このため，メデ

ィア・リテラシー教育のプログラム，教材や実践に類似性がみられる。また，いずれの団体の

取り組みにおいても，メディア・リテラシー教育の指導者の研修が重視されていることが明ら
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かになった。これは，メディア・リテラシー教育においては，メディア・コンテンツの分析の

ためにワークショップの手法が用いられることが多いため，指導者には参加型学習を組織する

ファシリテータとしてのスキルが求められるからである。こうしたメディア・リテラシー教育

のなかでも，コミュニティ・ラジオやテレビの番組，ウエッブサイトの制作・運営に市民が実

際に参加することが，最上級レベルの学習活動に位置づけられる。

３．各国におけるメディア・リテラシー教育の展開状況

比較研究班で調査を担当した1ヵ国におけるメディア・リテラシー教育の実践の特徴は，表

1-３のようにまとめられる 。情報源の限界により，必ずしも全体像はカバーできていない

が，それぞれの国の実情に応じて特色ある実践が展開されていることがわかる。先にも述べた

とおり，メディア・リテラシーの教材，教育方法などは，メディア・リテラシー関係団体の国

境を超えたネットワークのなかで発展してきた経緯がある。また，メディアの供給者やコンテ

ンツそのものがグローバル化していることから，教材や授業・ワークショップの手法などにつ

いて互いに参考になる部分が多くなっている。

表1-３ 各国のメディア・リテラシー教育の特色

メディア教育に関す

る政策等

メディア・リテラ

シーの認知度

メディア・リテラシー教育の取り組み

学校教育 社会教育
特色ある実践事例

ア ジ ア

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

・国家コンピュータ

庁による「IT20

構想」（19～）

・「シンガポール・

ワン事業」による高

速インターネットの

導入

・情報芸術省により，

映画，ビデオ，雑誌，

新聞の検閲が行われ

ている

・メディア・リテ

ラシーへの関心は

低い

・「メディア・リ

テラシー」教育は

とくに行われてい

ない

・情報教育基本構

想による初等中等

学校へのパソコン，

インターネットの

整備，教員への情

報教育研修の実施

・公共図書館等に

おける IT講習が

盛ん

・シンガポール大

学の「総合仮想学

習環境」

・保護者による

「インターネット

顧問団」

韓
国

・「情報化促進基本

計画」（19～）

・「サイバー・コリ

ア2」（19～20）

・ IT活用能力と

しての「情報素

養」の普及が目指

されている

・「情報通信倫理

教育指針」（20）

によるネチケット

教育の推進

・情報マインド形

成のための青少年

情報教育・情報活

動プログラム

・主婦，低所得層

の子どもを対象と

する情報教育

・高校生を対象と

する「情報素養認

証制度」の導入

中
国

・教育技術の現代化

と教育の情報化のレ

ベルを大々的に向上

させることが課題

・「媒体素養」

「媒介素養」の翻

訳語があるが認知

度は低い

・「信息素養」

（情報リテラシー）

・高・中・小学校

で「情報技術」を

必修に

・中国教育科学研

究 ネ ッ ト ー ク

（CERNET）と

・少年宮などの学

校外教育における

コンピュータ教育

が盛ん

・NPO，新聞社

により子どものメ

・「メディアと子

ども研究センタ

ー」による研究開

発活動
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の概念も登場 衛星放送による現

代遠隔教育制度の

建設

ディア制作活動が

行われている

タ
イ

・全国情報技術マス

タープラン(19～）

・ 新 国 家 教 育 法

（19）により情報

リテラシーの教育を

振興

・情報技術活用能

力としてのメディ

ア・リテラシーの

育成に力が入れら

れている

・インターネット

の情報技術による

弊害に対処するた

めの規制法案を検

討

・スクールネット

プロジェクト，ゴ

ールデン・ジュビ

リー・ネットワー

クプロジェクト等

による中等教育学

校のインターネッ

ト接続事業を全国

展開

・科学技術教授振

興研修所によるカ

リキュラム開発，

教員研修

・メディアを駆使

した遠隔地教育が

盛ん

・ノンフォーマル

教育センターにお

けるメディアを用

いた地域学習

・「ライトハウス

・ プ ロ ジ ェ ク

ト」：青少年・成

人がノンフォーマ

ル教育センターで，

地域の自然環境，

伝統文化，保健・

健康問題などに関

する学習成果をも

とにホームページ

や，ビデオ番組を

制作し発表する。

ア メ リ カ

カ
ナ
ダ

・メディア・リテラ

シー教育はメディア

の普及を背景とする

草の根運動から発展

・16年代からオ

ンタリオ州を中心

にメディア情報の

分析力と創造力を

育むことを目的と

するメディア・リ

テラシー教育が広

まった

・すべての州でメ

ディア教育が英語

の教育課程の一部

として必修になっ

ている

・メディア・リテ

ラシー協会等によ

る教員研修も行わ

れている

・イエズス会，メ

ディア・リテラシ

ー協会をはじめと

する NPO/NGO

によるメディア・

リテラシー教育活

動が盛ん

・カナダ・メディ

ア教育機構，メデ

ィア・アウェアネ

ス・ネットワーク

を通じた教育機関，

団体のネットワー

キング

ア
メ
リ
カ

・全米のすべの教室

と図書館をインター

ネットに接続

・デジタル・ディバ

イドの克服を目標と

する連邦補助事業が

導入されている

・「メディア・リ

テラシー」は「メ

ディア教育」，「情

報コンピテンシ

ー」と同義に用い

られることが多い

・インターネット

の活用方法に関す

る保護者向けパン

フレットを連邦教

育省が発行

・テキサス州をは

じめ，州レベルで

メディア・リテラ

シーをカリキュラ

ムのなかに明確に

位置づけている州

がある

・NPO，テレビ

局等による父母の

ためのメディア・

リテラシー教育が

行われている

・「教室のなかの

ケーブル」「メデ

ィア教育センタ

ー」「ニュージア

ム」等のNPOに

よるメディア・リ

テラシー教材開発，

研修

メ
キ
シ
コ

・「19-20年 度

教育発展計画」にお

いて電子メディアを

教育の発展に役立て

ることを目標の一つ

に掲げている

・9年代後半から

「マス・メディア

のための教育」と

してマス・メディ

アに対する理解力

と批判的見方を養

うための教育が試

行されている

・テレビ中学校

（テレセクンダリ

ア）等，メディア

を用いた遠隔地教

育を実施

・メキシコ・シテ

ィではメディア・

リテラシー教育の

・小学校５・６年

生教員向け指導書

『メディア・リテ

ラシー教育：批判

的見方の育成』

（全４巻）

メディア教育に関す

る政策等

メディア・リテラ

シーの認知度

メディア・リテラシー教育の取り組み

学校教育 社会教育
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教員研修を行って

いる

ブ
ラ
ジ
ル

・教育基本法におい

て遠隔教育プログラ

ムの開発を奨励

・国家教育情報技術

計画（19～）

・「教育とコミュ

ニケーション」と

呼ばれる分野でニ

ューメディアの活

用とコミュニケー

ションの問題を広

範に扱っている

・サンパウロ州教

育局が公立学校の

生徒向けHP「情

報科学の世界」を

開設

・民間企業による

情報教育のための

教材開発，教員研

修

・情報科学民主化

委員会等NGOに

よる市民のための

情報教育の推進

・サンパウロ大学

「未来の学校」

・連邦区教育財団

特殊教育センター

によるコンピュー

タを利用した心身

障害者向け教育プ

ログラム

ヨーロッパ

イ
ギ
リ
ス

・スーパーハイウェ

イ構想

・ e 政 府 構 想

（19～）

・「メディア研

究」「メディア教

育」として広い視

点からのメディア

教育が実践されて

いる

・ナショナル・カ

リキュラムの「情

報技術」「英語」

のなかでメディア

・テクストを学ぶ

機会がある

・アートにおける

マルチメディアの

活用

・「ブリティッシ

ュ・フィルム・イ

ンスティテュー

ト」（BFI）に よ

る「シネ・リテラ

シー」教育等

・成人を対象とす

る IT講習も盛ん

になっている

・14年代に生ま

れた「メディア研

究（学）」

フ
ラ
ン
ス

・「フランスが情報

化社会に適応するた

めに」（19～）

・国民教育省の情

報教育・情報能力

連 携 セ ン タ ー

（CLEMI）がメデ

ィアを批判的に読

み解き，自ら情報

発信をする素養と

してのメディア・

リテラシー教育の

強化を図っている

・国の定める教育

課程により小学校

４・５年生の「科

学・技術」，中学

校の「技術」のな

かで情報教育が行

われている

・「学校における

新聞週間」

ス
ロ
ベ
ニ
ア

・全国コンピュータ

・リテラシープログ

ラム（RO）（19-）

・質の高い情報を

選別し責任をもっ

てメディアを用い

たコミュニケーシ

ョンができる，自

立し，社会性のあ

るアクティブな市

民の育成を目指す

「メディア教育」

のなかで「メディ

ア・リテラシー」

の習得が目標とさ

れている

・メディア教育は，

初等教育学校（９

年制）のスロベニ

ア語の学習のなか

で必修となってい

る。また，７・８

学年の公民・倫理

の一部ともなって

い る。ま た，７

～９学年向けの選

択科目として「メ

ディア教育」が設

けられ，教員の研

修も行われている

・学校や地域との

連携で実施される

「父母学校」でメ

ディア暴力，過度

のメディア消費問

題などが議論され

ている。

・NGO「青少年

の友協会」，スロ

ベニアUNICEF

委員会などが，子

どものためのメデ

ィア教育を行って

いる

・「青少年の友協

会」による「子ど

も議会」における

メディア問題の討

論

・「学校バスケッ

トリーグ」による

競技を子どもが取

材し，テレビ，ラ

ジオ，新聞，雑誌

等へ報道する

・メディアを使っ

た生涯学習情報の

提供「知識交換

所」

メディア教育に関す

る政策等

メディア・リテラ

シーの認知度

メディア・リテラシー教育の取り組み

学校教育 社会教育
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教育におけるメディアの問題を考えるとき，先進国に住む私たちはとかく新しいテクノロジ

ーへの対応に焦点をあてる傾向がある。だが，インターネットが普及した社会においても新

聞，雑誌，ラジオ，テレビなどのオールド・メディアは健在であり，パソコンや家電のマルチ

・メディア化によりむしろメディア・ミックスによる情報発信の形態が増えつつある。そのた

め，ニュー・メディアの普及が日本よりも遅れている国・地域のメディア・リテラシー教育の

内容や方法のなかにも，日本をはじめ先進各国の参考となることを数多くみつけることができ

る。

次の第1・1章では，メディア・リテラシー教育の導入ではカナダを筆頭とする英語圏に比

べると後発ながらも，それぞれの独自の文化と社会情勢のなかで発展してきたユニークな取り

ハ
ン
ガ
リ
ー

・メディア法の成立

（19年）による技

術面，組織面の規制

（内容については規

制せず）

・「メディア・リ

テラシー」はニュ

ーメディアを使い

こなす技能とみな

される場合が多い。

・初等中等教育の

ナショナルカリキ

ュラムに「情報テ

クノロジー」と

「コミュニケーシ

ョン」の科目があ

る。また学校裁量

の時間を利用して

テレビ，映画，ア

ニメなどの動画を

通した人間の行動

を分析する「メデ

ィア研究」を導入

している学校もあ

る。

・大学ではほとん

どすべての学生が

ITを習得する。

・独立ビデオ・映

画製作者連盟によ

る成人のためのビ

デオ編集コースな

ど。地方テレビ局

が増えたことから

職業訓練としての

ニーズも高い

・インターネット

によるヨーロッパ

・コンピュータ・

ドライビング・ラ

イセンス(ECDL)

取得コース

・「テル・コッテ

ージ運動」：情報

の民主化を目指し，

コンピュータを通

じたコミュニケー

ションについて学

ぶ。NGOが組織。

ア フ リ カ

南
ア
フ
リ
カ

・デンマーク国際協

力事業団（DANIA）

と南アフリカ政府が

コミュニティ・ラジ

オ局の増設と支援を

決定（19年）

・アパルトヘイト政

策のもとでは，白人

とインド人の学校以

外では，メディア教

育はほとんど行われ

ていなかったが，民

主化後は，民主主義

国家を支える市民教

育の一環として重視

されるようになった

・社会におけるメ

ディアの役割と

個々人の人生につ

いて批判的に理解

する力としての

「メディア・リテ

ラシー」を育むこ

とは「メディア教

育」の目標とされ

ている。

・新しい国の教育

課程基準である

「カリキュラ ム

20」の「言語・

リテラシー・コミ

ュニケーション」

のなかでメディア

教育を行うことが

可能となった。

・メディアを用い

た成人基礎教育

・コミュニティ・

メディアの制作者

養成

・「ソウル・シテ

ィ」：NGOに よ

るテレビ・ラジオ

番組，学校用教材

を用いた健康教育

・「ウイメンズ・

ネット」：南アフ

リカの女性への

IT教育の実施と

男女平等の促進の

ため，インターネ

ットによる情報提

供，コミュニティ

・ラジオを通じた

啓発活動など

メディア教育に関す

る政策等

メディア・リテラ

シーの認知度

メディア・リテラシー教育の取り組み

学校教育 社会教育
特色ある実践事例
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組みが注目される中国とメキシコの事例について，一見真理子と江原裕美がそれぞれ詳しく検

討する。

注>

⑴ 立田慶裕「国際機関等におけるメディア・リテラシーの取り組み」国立教育政策研究所『生涯学習社会

におけるメディア・リテラシーに関する総合的研究―最終報告書―比較教育編』，平成1年1月，18頁。

⑵ 20年には，アフリカと南アジアの人口の9.6％はインターネットを使用しなかった。このようなデジ

タル・ディバイドについて，20年６月の国連総会では，「多くの開発途上国の経済と人々をますます周

辺に追いやるおそれがある」と結論づけた。また，20年７月に沖縄で開催された G8首脳会談では，「グ

ローバルな情報社会に関する沖縄憲章」が採択され，「誰もが情報通信ネットワークへのアクセスを享受

しうるべきである」と述べ，情報格差解消の重要性を強調した。（Charles Kenny, Development’s False
 

Divide,in FOREIGN POLICY ,January/February20,p.7.）

⑶ UNDP,HUMAN DEVELOPMENT REPORT 1999 ,p.6.

⑷ UNESCO Technology and Learning,Definitions and Resources,p.3.

⑸ 本調査研究では，スウェーデン政府とUNESCOからの財政支援を受けている「ユネスコ子どもと映像

における暴力国際クリアリングハウス」（本部：スウェーデン，ヨーテボリ大学内）が作成している資料

（Edit. Ulla Carlsson and Cecilia von Feilitzen, Children and Media Violence: Yearbook from the
 

UNESCO International Clearinghouse on Children and Violence on the Screen,19,19ほか）を主

として活用した。

⑹ World Bank Group-Data and Statistics,http://www.worldbank.org/data/databytopic/class.htm

⑺ カナダ・オンタリオ州教育省編，FCT（市民のテレビの会）訳，『メディア・リテラシー：マスメディ

アを読み解く』リベルタ出版，18／鈴木みどり『メディア・リテラシーを学ぶ人のために』世界思想

社，19

⑻ 菅谷明子『メディア・リテラシー―世界の現場から―』岩波新書，20

⑼ 本研究と並行して行った国際学術研究「生涯学習社会への移行国におけるメディア・リテラシーに関す

る国際比較研究」（平成1・1年度科学研究費補助金基盤研究B⑵ 研究代表者：山田兼尚）により，ユ

ネスコ教育研究所（UIE，在ドイツ・ハンブルグ）の協力を得て，スロベニア，ハンガリーおよび南アフ

リカのメディア・リテラシー教育の専門家とコンタクトをとることができた。また，これらのケース・ス

タディについて討議するため，20年1月９～1日に国立教育研究所（当時）に各国からの専門家を招

き，「情報化時代における生涯学習に関する国際セミナー：学習社会構築へ向けたメディア・リテラシー

に関する国際比較研究」を開催した。

このことに関しては，野田寿美子も「カナダでは，行政による青少年保護のための規制よりも，メディ

ア・リテラシーを通じて，メディア情報に対する個人の力，すなわち自己決定力や判断力を育んでいる。」

と指摘している。（「カナダのメディア教育政策とその背景 青少年保護規制の矛盾を解明する手がかり

として」日本教育政策学会『学力問題と教育政策』（日本教育政策学会年報・第８号）八月出版，20，

15～18頁）

前述の「ユネスコ子どもと映像における暴力国際クリアリングハウス」のほか，たとえば，次のような

団体がメディア・リテラシー関係者のネットワーキングを図っている。

CAAP（Communication Allies Around the Planet）

http://www.geocities.com/media education CAAP/index.htm
 

Association for Media Literacy  http://www.aml.ca/

The Jesuit Communication Project  http://interact.uoregon.edu/MediaLit/JCP/

ANWIC（Asian Network for Women in Communication）

Edit.National Institute for Educational Policy Research of Japan,Research Department of Lifelong
 

Learning Policies,Lifelong Learning in the Information Age:Transnational Study on Media Literacy
 

in the Advent of Learning Societies,20所収の以下の論文を参照。

Eun Soon Baik,Media Education in Korea,pp.2-5.

Kulvitra Bhangananda,Media Education: Thailand,pp.5-7.

Feng Jiagen,Media and the Building of Lifelong Learning System in China,pp.7-8.

Frank Viveros,Marco A.Pulido Giles,Guadalupe Gonzalez Hernandez, and Pilar Poo Saaverda,

Media Education in Mexico,pp.8-19.

Mariana Raposo,Media Education or Communication Education ?―Brazilian Report
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Ann Tothill,Media Education in South Africa,pp.13-18.

Melanija Koncina,Darijan Novak and Karmen Erjavec,Media Education in Slovenia,pp.19-19.

Andras Peterffy,Media Literacy and Media Education in Hungary,pp.20-22.

Midori Suzuki,Development and Directions of Media Literacy Initiatives in Japan,pp.9-1.

Yukiko Sawano,Hiromi Sasai,Toyoshisa Inoue,Hiroko Nakamura and Mayumi Sugiyama,Media
 

Literacy for the Lifelong Learning Society in Japan,pp.23-28.

Yukiko Sawano,Comparative Analysis and Synthesis of Country Case Studies,pp.29-22.

また，国立教育研究所『生涯学習社会におけるメディア・リテラシーに関する総合的研究（第一次報告

書）―比較教育編―』平成1年1月，ならびに国立教育政策研究所『生涯学習社会におけるメディア・リテ

ラシーに関する総合的研究（最終報告書）―比較教育編―』，平成1年1月所収の以下の論文を参照。

宮本健太郎・笹井宏益「シンガポールにおけるメディア・リテラシー教育」（1-2頁）

松尾智則「韓国におけるメディア・リテラシー教育」（2-3頁）

一見真理子・鬼頭尚子「中国におけるメディア・リテラシー教育」（3-6頁）

永田佳之「タイにおけるメディア・リテラシー教育」（6-7頁）

宮本健太郎「カナダにおけるメディア・リテラシー教育」（7-8頁）

澤野由紀子・坂本孝徳「アメリカ合衆国におけるメディア・リテラシー教育」（8-9頁）

江原裕美「メキシコにおけるメディア・リテラシー教育」（9-10頁）

江原裕美「ブラジルの教育におけるメディア活用」（11-16頁）

沖清豪「イギリスにおけるメディア・リテラシー教育」（17-12頁）

坂井一成「フランスにおけるメディア・リテラシー教育」（13-18頁）

澤野由紀子「EUにおけるメディアと生涯学習」（19-14頁）

立田慶裕「メディア・リテラシーに関する国際比較のまとめ」（11-12頁）

参考文献>

Edit. Cecilia von Feilitzen and Ulla Carlsson, Childern and Media: Image, Education, Participation

(Children and Media Violence Yearbook 1999 ), The UNESCO International Clearinghouse on
 

Children and Violence on the Screen at Nordicom,19

Centre for Educational Research and Innovation,National Center on Adult Literacy(NCAL),Learning
 

to Bridge the Digital Divide,OECD,20.

Edit.Gail E.Hawisher and Cynthia L.Selfe,Global Literacies and the World-Wide Web, Routledge,

20.

Edit.Shelton A.Gunaratne,Handbook of the Media in Asia,Sage Publications,20.

125

発展するメディア・リテラシー教育



第1章 中国におけるメディア・リテラシー教育

一見 真理子

１．はじめに

中国では18年にはじまる国をあげての教育改革以来，2世紀のうちに，①９年間の義務教

育を普及させること，②青壮年の非識字を基本的に解消すること，を改革の２つの基本政策に

掲げてきたが，19年には人口の７割以上の住む地域で義務教育が普及し，全国の３分の２の

自治体（県または市）で識字率が9％を超える成果をあげている。同年，以上の達成結果をふ

まえて中央政府は，新世紀に対応する２つの重要教育政策文献を発表した。「2世紀に向かう

教育振興行動計画」（教育部公布）と「教育改革の深化と“素質教育”の全面的推進に関する

決定」（中国共産党中央・国務院公布）がそれである。

それによると2世紀中国の教育政策の重点は，国民全体の資質の向上から科学技術・教育立

国へとシフトし，就学率・進学率等を指標とする教育発展だけでなく，国際化・情報化社会を

生き抜く知的創造力やモラル，生涯学習を可能とする各種の資質・素養を国民が獲得するよう

に教育発展の目標が質的に変化しているのが大きな特徴である。中国ではそのような未来対応

型の教育を「素質教育（Quality Education）」という。中国におけるメディア・リテラシーに

関わる教育は，以上の背景の中で取り組まれている。

なお，「メディア・リテラシー」の概念・用語についてであるが，中国語圏では翻訳語とし

て9年代半ばから「媒体素養」ないしは「媒介素養」という言葉が登場している。しかしこの

ことば自体はまだ学術専門用語であって，一般社会で認知され使用されているわけではなかっ

た。概念としても輸入されたものなのでその定義もアメリカ，カナダなどのそれに準じてお

り，民主的な社会の形成主体を育てるというその主旨はしっかりとふまえられている。「メデ

ィア・リテラシー」の概念は，ここ数年間に研究者・ジャーナリスト・教育者たちの努力で

徐々に浸透しはじめている。

以下は，20年３月に筆者が本特別研究の一環として行った中国現地調査とその前後の文献

調査にもとづくものである（このため，内容は20年現在のものであることをおことわりしておき

たい）。

２．国による教育情報コミュニケーション技術に関する政策

前述の国家レベルの政策文献，「教育改革の深化と“素質教育”の全面的推進に関する決定

（19）」（以下「決定」と省略する）では，教育手段の現代化政策について次のような規定が

なされている。

○ 教育技術の現代化と教育の情報化のレベルを大々的に向上させる。国は中国教育科学研究
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ネットワーク（CERNET）と衛星放送による現代遠隔教育制度の建設を支援し，ケーブル

通信と LANによるネットワーク建設を強化する。現有のAV手段を最大限活用し，多様

な視聴覚教育とコンピュータの教育活用を発展させる。

○ 高級中学と，条件の整う小学・初級中学でコンピュータ操作と情報技術に関わる教育を普

及させる。CERNETにすべての大学と主要な中等職業学校を参入させ，ゆくゆくは，小中

学校もこれに参加させる。

○ 現代遠隔教育の手段を用いて社会人が生涯学習を進める機会を提供し，農村と僻地での教

育ニーズに応えるようにする。

鄧小平氏は，かつて「コンピュータ教育は子どもから着手せよ」（18）という号令を出し

ているが，中国では初等中等教育段階における現代情報技術教育の推進を重視している。20

年現在では，沿海地区を中心に7,00校がコンピュータ教育に着手し，8万台のコンピュータ

が学校内に設置されている。かつての単体のコンピュータ利用からネットワーク化，マルチメ

ディア化したコンピュータ利用に向かう学校も増加中である。この間に基本的なコンピュータ

操作技術をマスターした小中高生は千万人を超えている。

教育部の決定により，全国的には20年から，高級中学・初級中学・小学校で「情報技術」

を必修課程として各地方の状況にあわせて段階的に導入している（①20年までにすべての高

級中学と大中都市の初級中学で，②20年までに経済発展地域の初級中学で，③20年までにすべて

の初級中学と経済発展地域の小学校で開設する）。難題は，全面的導入を可能にするにはインフ

ラが追いつかないことであり，政府は，社会全体による一層の支援が必要であるとし，民間に

よる「コンピュータを学園に送る運動」なども展開中である。

また，大学では，情報技術の研究開発分野はハイテク利用の産学連携型ビジネス創業のチャ

ンスとして脚光を浴びている。その代表的な企業集団としては，中国語ソフトの開発で世界の

市場を席捲した北京大学の「方正集団」などがある。

遠隔高等教育については，衛星放送による教育テレビ局14局が全国の各省・自治区（チベ

ットを除く）に設置され，世界で最もカバーする面積の広い放送テレビ大学が開設されてい

る。前述の CERNETは，中国の４大ネットワークのひとつに成長し，参入している省庁・大

学・研究機関・その他の学校は50以上になり，10万台以上のコンピュータがこれにアクセス

している。9年には CERNETの情報ハイウェイ化が国家プロジェクトとして始動し，北京大

学・清華大学・上海交通大学などの全国6の高等教育機関が共同で推進し，20年のうちに完

成する予定である。これによって全国の主要都市と省レベルの教育科学研究がネットワークで

結ばれることになり，中国における遠隔高等教育のもうひとつの主要な柱となることが見込ま

れている。

以上が国家レベルでの取り組みである。メディアからの情報を批判的に読み解き，活用する

視点でのメディア・リテラシー教育についての規定は，国の政策文書には直接にみられない。

しかし「決定」では，生涯学習の観点による国民の資質向上を明記しており，「メディア・リ

テラシー」という用語を超えて多様な形でのメディア，情報に関する教育が実践レベルで進行

しつつある。その中に本質的なメディア・リテラシー教育の芽が育っていることが確認され

た。
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３．上海市におけるメディア・情報教育政策

20年３月の現地調査では，2世紀のジャーナリズムの先進都市であり，18年代に青少年

のためのコンピュータ教育でも先鞭をつけた上海市を訪れることとし，小中学校における情報

教育政策担当の陳麗 氏（市教育委員会）にインタビューを行った。

それによれば，上海市における教育へのメディア活用の発展は以下のとおりであったとい

う。

⑴ 18～19「教育技術の電化時代」：この時代は，多様な視聴覚教育技術（OHP，映

像，録音機など）を統合・総合することに重点があった。中国では，18年よりコンピュ

ータの学校教育現場への導入がはじまり，上海では市内10ヵ所の実験校が指定された。

同市では18年度より全国に先駆けて高校１年のコンピュータ必修カリキュラムがはじま

り，18年には，上海市小中学コンピュータ教育工作会議を開催し，市レベルの小中学コ

ンピュータ教育教育研究会が発足，高校生のコンピュータ検定も始まった。この時期は生

徒たちにコンピュータ言語とプログラミングを学習させることが中心であった。

⑵ 19～19「コンピュータの授業利用時代」：コンピュータを中核に据えたマルチメデ

ィア教育に重点が移行する。コンピュータの利用が応用的になり，対象は高校生から中学

生に広がった。19年度から中２でのコンピュータ必修課が始まり，中学生を対象とする

検定，コンテストが行われる。条件のある小学校では地方裁量カリキュラムの中でコンピ

ュータ教育が可能となる。

⑶ 19～現在「インターネットの教育利用時代」：この時期から学校現場のコンピュータ

のネットワーク化を進め，インターネット上の「資源庫」から教材を取り込めるようにな

る。また現在も教育情報の資源化を継続中である。

次に現時点のメディアや情報技術応用の教育にはどのような問題があるかについては，下記

の７点が指摘された。

① 教育目的を技術のみの習得におき，生涯学習の基礎を築くことを意識しない傾向。

② 内容の陳腐化，すなわち技術の飛躍的進歩に教育内容が追いつかない点。

③ 理論と知識を重視して応用面，操作面を軽視する傾向。

④ プログラミングの学習量とその要求水準が度を越えている点。

⑤ コンピュータについての科学思想がなく，子どもの「情報リテラシー」の育成を軽視す

る傾向。

⑥ 小学校段階のコンピュータ教育がまだカリキュラム基準に入っていないため，全体の計

画と指導に欠け，場合によっては中学校で最初からやりなおす無駄のある点。

⑦ 設備面でマルチメディア教室，ネットワークの整備が遅れている点。

以上をふまえて，上海市教育委員会と上海市小中学校課程教材改革委員会は，「情報科学技

術」科を新設し，以下のような改革行動要領にそった教育を実施しようとしている。

中国におけるメディア・リテラシー教育
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2世紀に向かう上海市小中学校 情報科技科教育改革行動綱領（抄)

（20年～21年)

19.1 制定

〔新設教科としての「情報科学技術科」の意義〕

○ 初等・中等教育における「情報科技科」とは情報科学についての常識（「信息素養」すなわ

ち情報リテラシー）とよく使われる情報技術とが一体となった基礎的教科である。

○ 児童生徒の認知の法則や心理的特徴と社会における実際の必要に合わせて，情報の入手，伝

達，処理，応用を主たる内容とする。また情報学基礎，コンピュータとコンピュータ言語，通

信，ネットワーク，オートマチック技術，人工知能などについても学ぶ。

○ 学科設置の目的は，学生が情報技術を応用して学習と仕事を進める能力，持続的な発達能力

を育成し，生涯学習のよりよい基礎を築き，主体的・個性的・創造的な生き方ができるように

することにある。

〔情報科学技術教育改革のねらい〕

①「情報処理」の主体形成に力点をおく。

学生の強い社会的責任感，独立自主の創造精神，情報社会を生きぬく実践能力を育て，学生が

個性を発揮することを重視する。

②「課題達成」で学習を進める。

やさしい例題によって理論とソフトの操作を学ぶ。どの内容も何かひとつの課題を達成するこ

とで，理論知識と操作能力が身につくようにする。また新しいソフトの自習能力，問題の発見・

分析・解決の総合的能力を育てることを重視する。

③モジュールの組み合わせで授業を構成。

モジュールの組み合わせによって，情報技術の飛躍的発展に対応し，各学校の教師の力量・設

備・学生の状況などの条件にあった内容を構成する。

④ソフトを応用することによって情報処理を学ぶ（ソフトの操作が目的ではない）。

⑤文字教材とマルチメディア教材の一体化した教材を開発する。

〔今後の発展計画〕

○ 19年までに，情報技術科のカリキュラムと教材建設を完成させる。

テキストの完成と CD-ROM の作製・開発，教師の研修→19年度からの使用に間に合わせ

る。

○ 20年までに，10名の小中学校のコンピュータ専任教師に専門的な学歴取得の伴う研修を

行う。市街区の小学校と条件の許す農村部の中心小学校で情報科学技術科を必修基礎科目とし

て開設する。市内の20ヵ所の学校で校内 LANを整備し，各教室にコンピュータを配置する。

○ 20年までに，市内すべての小学校で情報科学技術科を全員必修の基礎課程とする。市内の

すべての小中学校がネットワークで結ばれ，5％の幼児園で現代教育技術を応用した活動を展

開できるようにする。
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４．青少年のメディア環境について

３．で示されたような政策の策定背景について，上海市社会科学院，市教育委員会，中国福

利会の専門家の陳建強氏，陳麗 氏，張成明氏にさらにインタビューを行った。以下はその質

問と回答である。

「中国でメディア教育の必要性への認識はありますか 」

中国の大都市では，パソコン，インターネットの普及率が近年高まり，倫理的側面も含めた

メディア教育の必要性が高まってきている。昨年（19年）の全国教育工作会議で，「素質教

育」の必要性が支持され，イノベーションを支える人材養成が求められたが，ここで提唱され

た未来社会を支える青少年の資質の中にメディアを使いこなす力ももちろん含まれる。上海

は，全国に先駆けて教育課程改革を行っているが，現在はその第二期にあたり，子どもの発達

段階を踏まえた教育内容の再編を行っている。改革の目玉は，コンピュータ教育と英語教育で

ある。コンピュータ教育に限って言えば，情報に関する課目を特設して，子どもがコンピュー

タを手段として学習したり，通信したりする力を育てるようにしている。

情報についての倫理問題については，上海では19年の９月の新学年から情報モラルについ

て触れている教材を使っている（「情報基礎」）。全国レベルでは，20年９月から「情報基礎」

が導入される。

「教育情報の資源化とはどのようなものでしょう 」

上海市では，各区ごとに担当する教科の領域を決めて，３年計画で学習のための「資源庫」

（教材資源バンク）を作成している。資源庫の利用のためにプリペイドカード（１ヵ月有効。

１枚2元）を発行している。以上の施策は，健全な情報（学習のために特化された情報）を青

図1-１ 上海市の初等・中等教育における「情報科学技術教育」
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少年に提供することが目的である。

「コンピュータの普及が青少年にもたらした有害な影響はありますか 」

パソコンとインターネットの普及の過渡期にある現在，街に「電脳屋（電脳ルーム）」と呼

ばれる場所が登場した。規定によればこのような空間には5平米に2台のコンピュータと，５

つのジャックがある。上海社会科学院による調査では，市内の小中学生の8％がゲームをする

ために電脳ルームに行ったことがあると回答している。電脳ルームに長時間入り浸ることが非

行の温床になることに対しては，市としても注意を促しているところである。

なお現段階では，中国ではインターネットの利用はホワイトカラーやインテリ層に限られて

おり大衆化していない。ホームページも比較的高尚なサロンやフォーラムが多く，目下のとこ

ろ相手を誹謗中傷する書き込みやわいせつ情報の流布などの道徳上の問題は，日本よりも発生

しにくいかもしれない。しかし今後大きな問題となることは必至である。すでにハッカーやウ

ィルスの問題やネット中毒などは社会問題化している。

「日本では教師の情報リテラシーに問題があり，研修の必要性が指摘されていますが上海では

どうでしょう 」

上海では教師の研修が非常に盛んで，かつ厳格である。教師の学歴アップのための研修や独

学試験も奨励されており，また教師資格自体に等級があり昇級審査がある。上海市では現役の

教師の9％が基礎的なコンピュータの技能を持ち，3％が中級の技能を有している。上海市の

状況が日本の教師よりも進んでいるというのであれば，日本に比べ教師の平均年齢が若いこと

とも関係しているだろう。

５．上海市の教育機関でのメディア・リテラシー教育

⑴ 中学校での取り組み

教育現場でのメディア・リテラシーに関わる教育はどうなっているのか，まず市内の中学

校，南陽模範中学（張茂昌校長）を訪問した。同校は歴史ある六年制の完全中学（初級中学と

高級中学を併設）である。8年代から「教育技術現代化」の先進校で，現在は中国教育部の

「現代教育技術プロジェクト（技術だけでなく，教育課程・教材開発，評価をふくむ）」の実験

校となっている。このため，市，区のレベルでの研究公開授業を年間5回ほど行い，新しい教

学モデルの開発をする。これまでに蓄積した視聴覚教材・デジタル教材は膨大な量になるとい

う。

同校は，マルチメディア教育のリソースセンターである地区の電化教育館との共同プロジェ

クトで音楽，化学，美術史，生物，数学，物理などの教材も開発している。教材は同校のホー

ムページで公開してきたが，このたびさらに「ネットスクール」を開校したばかりである。上

海市の方針である「資源共建」に寄与するため，20年３月現在5校が参加する市内初等・中

等学校のネットワークにも参画している。

以上を支えるために同校には，ネットワーク管理担当教師のほかに，システムエンジニア

（非常勤）が数名いる。また校長以下教師全体が校内・校外での研修を熱心に行い相互の技能

を高めている。

生徒たちはHPの作成に参加するほか，コンピュータが得意でよく活用できる生徒がティ

ーチングアシスタントのようにして，他の生徒にパソコンの使い方を教えている。

132



インターネット利用の際の倫理問題については，同校では，もともと生徒のレベルが高いと

いうこともあって，大きな問題はないとのことであった。ネット上のマナーやモラルは教えて

いるし，情報収集の際には，目的を明確にして，すなわちあくまでも学習のための利用である

ということを踏まえて，情報を選別するように指導していおり，この点については保護者にも

協力を求めているということであった。同校は比較的初期から教育技術の現代化に取り組んだ

ため，唯一の悩みはすでにある設備が陳腐化していることであり，それを教員の努力でカバー

しているという説明であった。

⑵ 校外教育機関（少年宮）による取り組み

中国で最初の校外教育機関は，上海に故宋慶齢女史（孫文夫人，名誉国家主席）が設置した

中国福利会少年宮である。ここでのメディアや情報に関わる教育についても取材した。

説明によれば，中国福利会には，大きく四つの事業部門がある。

① 女性と子どものための医療・病院，母子保健部門（国際婦幼医院）。

② 就学前教育部門（幼児園，託児所，就学前教育情報センターなど。このうち福利会幼児園は

幼児期からのコンピュータ，マルチメディア教育の開発センターとなっていることでも著名）。

③ 子どものための文化・芸術活動部門（子ども文化芸術劇場，雑誌『児童時代』，子どもテレ

ビセンターなど）。

④ 校外教育部門（少年宮，同コンピュータセンターなど，６歳～1歳までが放課後と週末に活

動のため来館）。

メディア教育に関していえば同会は，②，③，④の事業を通じてさまざまな先鞭的事業を行

ってきた。その代表例が子どものメディア参加の促進である。すなわち，同会では子どもたち

がテレビ番組制作や新聞雑誌の編集，ホームページの作成などに参加することを通して，発信

する活動を奨励している。

中国福利会は，15年４月１日に『児童時代』という中国全土で購読されている雑誌を創刊

しているが，現在では，小学校４～６年生の子どもたちがこの雑誌の一部分を自主作成してい

る。『児童時代』雑誌の編集や，テレビの番組制作などに参加するのは，福利会「少年宮」に

来る子どもたちのなかで，とくにメディアによる表現に関心をもち，適性があると判定された

子どもたちである。

福利会少年宮はこのほかにコンピュータ教育にも一貫して取り組んできた。ここでのコンピ

ュータ教育の歴史は古く，17年から始まっている。18年には，全国レベルのコンピュータ

・コンテストを開催，翌18年２月６日，鄧小平氏がこの少年宮にて，２人の少年・少女がア

ップル・コンピュータを操作するのを視察して，前述のように「コンピュータ教育は子どもか

ら始めるべきだ」と発令したことは有名である。鄧小平氏のこの号令が，中国における早期コ

ンピュータ教育の出発点となり，以後政府からの同少年宮への資金援助が増えた（このときの

２人の子どもはその後，それぞれ情報科学の分野で画期的な仕事をしている）という。ここでの教

育は裾野からエリート養成まで幅が広く，次の３段階が想定されている。

第１段階：コンピュータの操作を覚え，ソフトを使いこなし，学習活動に役立て日々の生活上

の問題を解決すること。

第２段階：プログラミングを覚え，コンピュータ言語を用いて応用的に問題を解決すること。

第３段階：コンピュータを使い，革新的な発明や高度な研究活動を行うこと（小学生でも大学

レベルかそれ以上の成果を出す子どももいるとのこと。このレベルに達するのは参加者

の５％くらいである）。
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それでは，どのような心構えで少年宮の情報技術教育の指導者は子どもたちに接しているの

かをコンピュータ・センター主任の王頌賛氏にたずねたところ，次のような回答であった。

「子どもたちが情報社会で生きる力を獲得し，コンピュータを応用して創造的な活動を行う

ことを目指している。少年宮は校外教育機関なので，子どもの個性を大切にして，やりたいこ

とをやらせるようにしている。大人の姿勢としては，コンピュータという“望遠鏡”を使っ

て，世界を見るように指導している。また，コンピュータを自分の“ペン”にしなさい。自分

たちの心のなかにある最も美しいものをそれで表現しなさい。コンピュータを道具にして，自

分たちの将来や未来を考えなさいと，子どもたちに伝えるようにしている」。

⑶ 新聞社によるメディア教育

上海市では新聞業界が子どものための広義のメディア教育に取り組んでいる。今回訪問した

「少年報」社（16年創立）もそのひとつである。「少年報」は全国で最初の児童・青少年向け

の日刊新聞で，現在上海市の子どものいる家庭の半数が同紙を講読している。同社の管轄は市

の教育委員会であるが，現在は完全な独立採算制となっている。

「少年報（日刊）」は，曜日によって対象年齢を変え，また毎日特集のテーマがある。水曜日

の紙面は，取材・編集ともに子どもたちが参加している。

同社の社長の陳偉新氏（科学教育の専門家）に同紙で最近人気のある，あるいは反響のあっ

た内容は何かをたずねたところ，現代的・社会的なテーマに関わるものとのことだった。たと

えば，環境問題には相当子どもたちの関心が高いし，もし両親がリストラにあったら，離婚し

たらどうするかといった内容にも反響があった。後者は，現在中国で奨励されている「自護教

育」（子どものための危機管理教育）に含まれ，子どもたちは真剣に読んでいる。安全教育，子

どもと法律・子どもの権利の問題，消費者教育などもその範疇である。また学習関係の記事で

は，ある学校が始めた漢詩を多角的に幅広く読む「発展的閲読」法に関心が集まり，一読者か

らの「学校の幹部役員になったが，上手く役割を果たせない。どうしたらよいか」という悩み

相談の手紙に対して，多くの反応があった。「科学技術」特集では，中国の長城ロケットが飛

ぶ原理を設計者にインタビューした記事の評判がよかったとのことであった。

なお，同社が組織する「子ども記者養成講座（記者学校）」には，現在10名の子どもが参

加している。内容は，インタビューの仕方，原稿の書き方，優れたドキュメンタリー文学の講

読であり，社会性や公共性（ジャーナリズムの倫理，著作権の問題も含む）を育てることには注

意している。座学だけではなく，実際の取材・編集活動のなかで教えることが多い。子ども記

者の家には，コンピュータやファクシミリがあり，原稿を編集部にそうした手段を使って送っ

てくる。子どもたちは学校や少年宮などでコンピュータの基礎的な訓練を受けてきているの

で，特にパソコンの操作についてはここで教えていない。子ども記者は学校５日制の週末に新

聞社に集合して編集会議と作業を行う。なお，記者経験者は，社会性や文章作成能力に優れ，

新聞，放送，文筆，国際貿易などの分野で活躍しているOBも多い。

ここで興味深いのは，「少年報」と「少年先鋒隊，young pioneer」（共産主義青年団の指導下

にある７～1歳の児童生徒が全加入する教化・訓練組織）との関係である。上海市「赤いネッカ

チーフ理事会」が水曜日の紙面の作成母体である。同理事会は，各小学校に設置されている少

年先鋒隊員の代表からさらに選出された各区の代表を構成員とする。このため水曜日の紙面

は，実は上海市の少年先鋒隊の機関紙も兼ねている。ちなみに北京で行われる中央少年先鋒隊

の会議には「少年報」からも少年記者が取材に行き，記事をまとめここで伝えている。陳社長

によれば，このようなときの子どもたちの機動力は非常にすばらしいとのことであった。
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「少年報」主催のその他の事業には下記の２つがある。

① Yahooとの共催で，インターネット上で中国語圏の子ども向けの読書感想文コンクー

ルを開催。

② 「頭脳オリンピック」を青少年の創造力（発想力，創作力，発明力，表現力＝科学技術と芸

術の両方にわたる総合的内容）を高める活動として開催。前回は3カ国（中国，日本，韓国，

シンガポール，マレーシアほか）の14校団体の参加があり，日本の豊田市とトヨタが熱心

に協賛している。幼児から大学生までの参加が可能で，半年前に出されたテーマにもとづ

く作品製作を競う。

少年報社のメディア教育へのスタンスはその社訓に現れている。

（子どもに対しては）「毎日少年報を読んで，日々，良い子どもになろう」。（スタッフ間では）

「子どもたちのよい友達となり，先生のよいサポーターになり，親たちのよい参謀になろう」。

（新聞作りのモットーは）「子どもたちのために語り，子どもたちの言葉で語り，子どもたち自

身に語ってもらおう」。

少年報には，子どもの紙面参加はあるが，あくまで社会人・文化人としての大人が子どもに

向けてメッセージを送るのが主体の媒体であるという。社員は皆レベルの高い科学教育者・文

学者・美術家などであることもそれを物語っている。したがって子どもによる参加も大人の指

導の下に行われている。

ちなみに筆者は，同じく上海市で「小主人報」社という別の比較的小規模な新聞社とその記

者学校を19年に取材したことがある。こちらは，9年代に登場した新興勢力で，文字どおり

「子どもの，子どものための，子どもによる新聞」である。驚くことに会社経営と記者学校の

運営以外のすべては1歳を頂点とする子ども自身が企画運営し，取材し制作する「会社」であ

った。このため同紙は文章もイラストも子どもの生の表現となっており，これはこれで大変な

人気を呼び，ちょうど飛躍的に部数を伸ばしている時期であった。いわば中国共産党（共産主

義青年団）のお墨付きの伝統的新聞である「少年報」，表現はやや稚拙でもエネルギッシュな

「小主人報」，いずれの場合も共通しているのは，子ども記者たちがコンピュータとその周辺の

メディア機器を表現手段としてすでに充分に活用していたことである。

⑷ テレビ局による取り組み―成人のための遠隔教育と青少年のためのプログラム―

中国には中央に中央電視台（CCTV），各省・直轄市に基本的にひとつの総合テレビ局があ

り，また「科学技術と教育による立国」の方針にもとづき，総合局とは別に生涯学習（テレビ

大学，テレビ講座など）に特化した教育テレビ局が省・直轄市ごとに存在する。筆者が訪問し

た上海教育電視台（上海教育テレビ局）は，市民のための学習プログラムを提供する局で，全

国の教育テレビ局の中では内容的な充実度でナンバーワンの評価を受けているということであ

った。

同局は，20年度から市政府の補助金がなくなり，完全な独立採算制に移行している。この

ため生涯学習関係番組のほかに連続ドラマ・映画・アニメなど品格をそこなわずに視聴率を稼

ぐことができる番組を放送し，CM を流している。

なお，ここで聞いた中国のテレビ事情について付記すると，近年，ケーブルテレビの普及が

著しく，将来的な市場規模は，総合テレビ局がカバーする範囲よりも大きくなる可能性もある

とのことであった。中国では，その国土の広大さゆえに，テレビへの期待，需要は非常に大き

い。2数年前にはテレビ局が20局だったが，現在では大小あわせて30局にも成長する巨大産

業となっている。ただしこのうち番組作成能力をもつのは一部であとは中継局である。最近は
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乱立ぎみなチャンネル数を統合整理する政策がとられており，上海でも２つある総合局がひと

つになる見込みである。

教育テレビ局の任務について，もう少し詳しくみると下記のとおりである。

① 義務教育段階を終えたが，上級学校，特に高等教育機関に進学しなかった人々が学歴を取

得するための，成人学歴教育。この分野の視聴者は，上海教育テレビ局だけでも２～３万人

が登録している。卒業試験があり，最終的に学位が授与される。

② 職業資格取得のための成人職業教育。各種職業団体とテレビ局とがタイアップして，資格

取得・研修のためのプログラムを作成している。

③ 一般向けに，生涯学習の観点から教育的・啓発的番組（環境・法律・健康・福祉・外国語・

趣味教養など）提供すること。

以上はまとめて「成人遠隔教育」と呼ばれている。現在，中国では前掲の「行動計画」と

「決定」にもとづき国家規模の「現代遠隔教育プロジェクト」が進行中で，各教育テレビ局は

①～③をカバーする責務を担っている。遠隔教育が重要視される背景には，巨大な教育市場に

対応する教育のインフラ，とくに高等教育の整備が遅れていること，国有企業改革によって大

量のリストラ人員が出現し，学歴・資格取得への需要が高まっていることがある。

④ 教育テレビ局の第４の任務としては，青少年対象の事業がある。上海教育テレビ局では

「陽光少年」，「一緒に国語を勉強しましょう」，「児童英語」など，いずれも2分程度の教育

番組を放映している。これらの他に，「ウルトラマン」や「名探偵コナン」などの日本から

購入した娯楽番組にも人気がある。

最後の人気番組の放映については，同局の尤
ゆう
存
そん
総編集主任から興味深い説明があった。「現

在，中国の青少年は学校での勉強や宿題などの学習負担が大きく，その軽減が教育大臣以下教

育当局から提唱されている。夕方放映される娯楽番組は，こういう生活の中で子どもたちが帰

宅後いったんリラックスしてまた夜の学習に取り組めるようにするためのものである。調査に

よれば，欧米の親に比べて中国の親は子どもに学習を強いる傾向が強い。それゆえ，テレビま

でが学習負担を子どもにかける必要はないだろう。長期休暇などのときには子どもたちが見た

い番組を選べるようにするのがテレビ局の任務と考えている」。

また，テレビ局による青少年のためのメディア教育への取り組みは次のようなものである。

① 局は小中学生の見学を頻繁に受付け，テレビの任務，制作の現場などを理解する一助とし

ている。ただ，メディア教育の一端を担う放送博物館のような施設は中国ではまだ設置され

ていない。

② 子どもが参加・参画する番組はある。たとえば上海教育テレビの場合「陽光少年」という

番組に小学生が参加して子どもの視点でコメントする「子どもニュース評論」などのコーナ

ーがある。

最後に，社会主義国中国におけるテレビ・リテラシーの浸透についてたずねたところ，「中

国では新聞やラジオよりもテレビから情報を入手している人が多いという点で，テレビ依存的

であるが，テレビの内容をそのまま信じているかというと必ずしもそうでもない。計画経済の

ときは情報が政府に独占されていたため，口コミによる情報伝達（民間消息）も有効であっ

た。マスコミが流すままの内容を鵜呑みにせず，背景や真意を憶測する習慣や知恵を中国人は

歴史の中で培ってきている。ただ現在は政府自体も開放的になって，情報の透明度が高まって

いるので，マスコミに対する信頼度は以前以上に高まっている」という回答が返ってきた。
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６．NPO によるメディア・リテラシー教育のはじまり

中国における青少年のためのメディア・リテラシー教育とその研究に正面からいちはやく着

手したNPOは，19年６月，中国社会科学院ジャーナリズム・コミュニケーション研究所内

（北京市）に設置された「メディアと子ども研究センター」である。同センターは設立当初3

名の兼任・客員スタッフから成り，①メディアと青少年に関する調査研究，②青少年のための

メディア開発，③青少年のためのメディア教育の開発，を主要目的としている。なお，前述の

ごとく上海市の社会科学院でも青少年のメディア環境，メディア利用と意識についての調査研

究を推進しており，同センターとの共通性がみられた。

中国では，情報技術についてのカリキュラムが導入されたばかりで，欧米諸国のようにメデ

ィア・リテラシーについての教育が学校教育カリキュラムに組み込まれていない。

しかし「メディアと子ども研究センター」では，現在③の目的に向かって，調査研究活動

（子どものためのメディア政策・法制，メディアの子どもへの影響，青少年視聴者の研究，子ども用

メディアの市場調査，マスメディアと子ども文化，マルチメディア時代の児童文学などをテーマとす

るもの）とデータベース構築（中国における子ども向けメディアの歴史・普及・問題点，発展方向

に関するもの）に着手しているという。同センターは，こうした研究調査活動をもとに中国の

子どもたちになじみやすく，彼らのメディア・リテラシーを向上させるカリキュラムを作り出

していくことを抱負としている。

メディアと子ども研究センターの責任者である卜
ぼく
衛
えい
女史らは19年，人民日報関係者と企画

して，1歳前後の青少年を対象に，中国初のメディア教育のテキスト『映画』，『テレビ』，『広

告』，『新聞』，『コンピュータとネットワーク』（ 南大学出版社刊）を書き下ろした。これら

は，事例はすべて中国の中高生に身近なものから取った親しみやすく斬新な内容を備えてお

り，教室での副読本としても，課外の読み物としても，十分に利用可能なものである。

このテキスト出版のきっかけは，「人民日報」が2世紀を生きる子どもをいかに育成するか

を識者・読者に問う紙上座談会を開いたことに遡る。このときの討論をふまえて，青少年を啓

発する新しいタイプのブックレット（全７シリーズ3冊から成る「素質教育文庫」）が下記のよ

うに刊行された。

「素質教育文庫」の構成

「生存シリーズ」

『生命への感激』，『社会化』，『心の健康』，『家庭づくり』，『サバイバル』

「メディアシリーズ」

『映画』，『テレビ』，『新聞ニュース』＊，『広告』，『コンピュータとネットワーク』

「情感シリーズ」

『自然とのふれあい』，『恋愛』，『同窓』，『博愛』

「価値シリーズ」

『理想』，『人文精神』，『消費三昧』，『民族性』，『成功』

「人格シリーズ」

『尊厳』，『責任』，『性格の強さ』，『寛容』，『ジェンダーの世界』

「審美シリーズ」

『鑑賞力』，『情趣』，『雅俗』，『創意』，『境地』
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「挫折シリーズ」

『家庭の崩壊』，『貧困』，『病気と障害』，『艱難な時代』

＊メディア・シリーズテキスト 『新聞（ニュース）』の内容は：

１．ニュースは真実か

２．私たちはニュースを信じてよいか

３．新聞記者とはどんな人々か

４．ニュース報道の変遷

５．ニュース・ソースをチェックしよう

６．ホットな報道について

７．統計数字を簡単に信じてはいけない

８．購読・視聴者の意見調査（視聴者の権利と義務）

９．ニュースと私たちの生活

「素質教育文庫」の内容を概観すると，だいぶこれまでの教育内容と異なり，困難な2世紀

をたくましく乗り切る知恵，精神的なゆとり，課題発見・問題解決の力量を身につけてほしい

という編者の意図が読み取れる。

「素質教育文庫」に「メディア・シリーズ」が位置づけられたことは，生涯学習社会の基本

的素養としてのメディア・リテラシーの必要性が社会的に認知されるためにも画期的な動きで

あったといえるだろう。その中の一冊「ニュース」の目次を掲げたが，メディアが流す情報を

冷静に吟味することの必要性を伝える内容であることが一目瞭然であろう。中国でもこのよう

に本格的な青少年のためのメディア・リテラシーの教育が，学校教育の周辺から徐々に始まろ

うとしているのである。

７．むすびにかえて―深刻なデジタル・ディバイドへの現実的対応は―

以上のように，中国では国としての大規模な情報科学技術教育ならびに現代遠隔教育の推進

政策があり，先進的な地方や学校，民間のレベルでは参加型のメディア利用の教育の実践やメ

ディア・リテラシー教育が行われている点が確認された。

今回は上海市の学校，校外教育機関，新聞社・テレビ局の事例と北京市における研究所

（NPO）の先進的な動きを取り上げたが，周知のように広大な中国国内では衛星放送による遠

隔教育が発展してもなお深刻なデジタル・ディバイドが現実に存在する。

中国社会科学院の黄長著氏によれば，インターネット利用者の分布には大きなばらつきがあ

る。地理的には北京，上海，広東省などの大都市・先進沿海地域に利用者が集中し，以上３ヵ

所だけでも全国の4％を占めている（20.3発表のデータ）。性別では男性7％，女性2％と

いう格差が存在する。学歴からすると学士号取得者4％，現役の大学生3％，高校生1％，

修士号取得者６％，中学生以下３％と続く。利用者の職業分布では，学生・生徒2％，コン

ピュータ産業の従業員1.9％，外資系企業の従業員8.7％，専門職8.6％となる。概して言え

ば，コンピュータ利用は，大都市の学校内と知識人の間でなされているのである。

インターネットで学習資料をふんだんに利用でき，デジタルカメラ，スキャナー，パソコン

などを駆使して新聞を編集し，パワーポイントを使って鮮やかな発表をする上海市の小学生が
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いる一方で，コンピュータが学校に一台もなく，キーボード操作練習を紙のピアノ鍵盤ならぬ

紙のキーボートで行っている田舎の小学校もある。

以上のような格差を解消することは大きな困難である。国としては前述の衛星放送網と

CERNETの相互補完によって少なくとも高等教育教育機会の地方格差を是正すること，かつ

ては学校の校舎建設が主目的であった寄付による学校支援の「希望工程（プロジェクト）」を

コンピュータを貧しい学校に送るキャンペーンにふりかえることなどで対応しているのが現状

である。

19年，教育部は，現代遠隔教育のネットワーク建設に専用資金を投入する「全国教育情報

化計画」を制定，またそのための工作座談会を開催した。今後20年までに，国家予算と地方

予算，企業・個人からの資金拠出によって建設を進めるが，経済社会発展の不均衡という現実

に即してそれは以下のような段階をとる，とされる。

⑴ マルチメディア・コンピュータ技術の学校への普及運用。

⑵ ネットワークの普及と応用。ネットワーク上の資源活用による教育の質の向上。

⑶ 現代遠隔教育システムの建設と稼動。ネットワーク上で教育資源を大量に提供し，社会で

の生涯学習の需要に応える。

また，同じく20年をめどに全国の小中学校であまねく教育テレビ番組を視聴できるように

インフラを整備することなども計画されている。

奥地に農山村が広がる中国では，伝統的なメディアであるラジオ・活字・謄写版印刷・黒板

新聞・毛筆による掲示広告・人を媒介とする書簡などがかえって有効な場合もある。衛星通信

などの現代情報技術を普及させることと同様，旧来の地域密着型の情報通信技術も豊かなコミ

ュニケーションの手段として今後も活用されつづけ，見直されることだろう。また素質教育の

理念こそが，いかなる環境格差や逆境ものりこえて生きる力，生涯にわたって発達しうる力を

育てることを強調していることも，格差の本質的解消にはならないが，無視しえないファクタ

ーなのである。

参考文献>

中国国家教育発展研究中心『20年中国教育緑皮書』教育科学出版社 20.4

黄長著「新情報技術が現代の中国社会に与える影響」『情報革命の光と影』カルチュラルエコロジー研究委

員会 20.7

一見真理子「教育改革の方向と重点定まる―『素質教育』の発展基礎に科学技術立国目指す中国」『内外教

育』54号 19

一見真理子「中国における青少年のためのメディア教育の可能性」山本慶裕・笹井宏益編著『メデイアと生

涯学習』玉川大学出版部 20

一見真理子・鬼頭尚子「中国におけるメディア・リテラシー教育」『生涯学習社会におけるメディア・リテ

ラシーに関する総合的研究 最終報告書―比較教育編―』国立教育政策研究所 20.1

一見真理子「中国」『学校と地域社会との連携に関する国際比較研究』最終報告書（研究代表者・山田達雄）

国立教育研究所 19.3

『中国福利会六十年』上海画報出版社 19.6

China Welfare Institute（中国福利会紹介英文パンフレット） 発行年未詳

『上海宋慶齢基金会18―19』19

上海中小学課程教材改革委員会弁公室・上海市教育委員会教学研究室『研究報告 面向2世紀上海市中小学

信息科技学科教育改革行動綱領20～21年』上海教育出版社 19.1

上海中小学課程教材改革委員会『信息科技―基礎（初中版・試験本）』上海教育出版社 19.8（試行テキ

スト）

上海中小学課程教材改革委員会『信息科技―程序設計初歩（試験本）』上海教育出版社 19.7（試行テキ

スト）

139

中国におけるメディア・リテラシー教育



上海中小学課程教材改革委員会『信息科技―計算機美術園（試験本）』上海教育出版社 19.7（試行テキ

スト）

上海中小学課程教材改革委員会『信息科技―電子演講稿制作入門（試験本）』上海教育出版社 19.8（試

行テキスト）

『南洋模範中学9周年紀念』19

『少年報社 建社3周年紀念画冊』19.1

「中国福利会児童計算機活動中心」（紹介リーフレット）

上海市少先隊雛鷹奨章電脳章考核弁公室編・呂志威著『小 伴学 LOGO』上海交通大学出版社 19（初

版），19（第８版）

黄艾禾『素質教育文庫・媒介系列・電影』 南大学出版社 19

ト衛『素質教育文庫・媒介系列・電視』 南大学出版社 19

ト衛『素質教育文庫・媒介系列・新聞』 南大学出版社 19

ト衛『素質教育文庫・媒介系列・広告』 南大学出版社 19

高麗華『素質教育文庫・媒介系列・電脳与網絡』 南大学出版社 19

140



第1章 メキシコにおけるメディア・リテラシー教育

江原 裕美

１．はじめに

メキシコシティ（連邦区）は人口80万人，隣接するメキシコ州の1市を含めると人口13

万人（19年現在）の巨大都市圏を形成しており⑴，教育の課題も多岐にわたるが，その一つ

であるメディア・リテラシー教育において19年頃から活発な動きがあり，他のラテンアメリ

カ諸国からも注目を集めている⑵。

メキシコでは日本の「ピカチュー」が子どもの人気を集め，いろいろなグッズが売られてお

り，「ドラゴンボール」「キャプテン翼」なども人気がある。「ポケモン現象」（日本のアニメー

ション番組を見ていた子どもたちが多数突然倒れた事件）は，世界的に大きな反響を呼んだ

が，メキシコでも教育関係者にはよく知られている。このようにメディアに対する関心は高ま

っており，特に，多様なメディアに接する機会の多い都市の子どもに関して，メディアと教育

の関係をどのようにつくり上げるべきかが重要な問題となり，メキシコシティ（これ以後，メ

キシコシティという場合は連邦区を指す）では具体的なプログラムが開始された。

本稿では，メキシコにおけるメディア教育政策とメキシコシティにおけるメディア・リテラ

シー教育の取り組みを紹介する。

２．国・地方におけるメディア・リテラシー教育の取り組み

⑴ 情報教育一般

19年７月1日に公布された一般教育法の第VII章第 III節は「コミュニケーション・メデ

ィアについて」と題し，この節唯一の条文，第7条において「マス・コミュニケーション・メ

ディアはその活動を発展させるに際し，第８条で定められた基準に従い，第７条に規定された

諸目的の実現に貢献するものとする」と規定している。

また，連邦政府の『19―20年度教育発展計画』では，約９ページを割いて電子メディア

を教育の発展に役立てることを目的の一つと表明している。その概要は以下の通りである。

『19―20年度教育発展計画』8―9頁，「教育支援のための電子メディア」概要

まず，視聴覚教材，遠隔教育，コンピューター教育を３大電子メディアとし，これらは組み

合わされて教育の質の向上と，遠隔地への教育拡充の重要な手段となりうると述べる。教育は

それを受ける機会を保障するだけでなく，生涯教育の観点から学生が学校にとどまり勉学を修

了することの価値を広める必要があり，メディアはその点でも学校教育を補完したり代替した

りする選択肢の一つとなりうる。

基礎教育レベルでは，メディアは「テレセクンダリア（後述）」のように遠隔教育に使われ

141

＊帝京大学法学部



る場合と，教室でのビデオ，テレビ，コンピューター使用など教師の教育活動の補助として使

われる場合という２つの使用法がある。前者は20年度までに19―19年度比5％増を計画

している⑶。後者のためにはビデオ教材製作と大部分の学校にビデオデッキの準備を目指し，

特に農村地域を優先する。同レベルの情報学分野では，すでに18年から19年にかけて「基

礎教育におけるコンピューター化」というプロジェクトが実施され，100校，18,50人の教

師が参加し，270台のコンピューターが配布された⑷。コンピューターは視聴覚教材に比べ

高価であり，減価償却も早いためコストと利益を慎重に計算する必要がある。また，広範な普

及のためには，教師自身がこれを習得する必要があり，教員養成学校，教師の研修センターな

どで，これらについて知り，その有効性を評価し応用することができるよう，体制を整えるこ

とが優先的課題となる。

第3条で規定しているように，権利としての教育を実現するため遠隔教育を発展させる必要

がある。電子メディアを用いた遠隔教育は特別な事情のある集団に対して柔軟で効果的な方法

での教育を可能にするが，いろいろな方法を用いて，これに参加する人々とシステム側との双

方向性を確保することが重要である。

成人のために中学校レベルの教育を行うプロジェクトが進行中であるが，働く人々の状況に

合わせたプログラムが必要である。基礎教育の内容に加え，成人に有用な内容も盛り込んでい

くことで知識と経験を結びつけることができるようにする。これらはまた正規の教育課程の修

了認定や労働能力資格などの取得を可能にする。また，遠隔教育プログラムが移動労働者，中

でも国境を越えたメキシコ人労働者にも利用されるよう考慮する。

地域社会と学校を結ぶ手段として，電子メディアを活用する。子どもの価値観育成のために

家庭に支援をする必要がある。Edusat（後述）で放送される番組を父母向けに学校で午後や

週末に放映し，福祉の向上に役立てる。大人向けに特別番組を作って，年少者がテレビ番組を

鵜呑みにしないで批判的に見る能力を身につけることができるよう，指導できるようにする。

図書館に電子メディアの機器や視聴覚教材を備える。電子メディアの使用拡大のために総合的

な調査研究，Edusatネットワークの拡大，民間テレビ放送の参加，教科書やガイドブックの

作成，教育プロセス支援のためのコンピュータ使用などを進める。

以上のような計画に基づき，具体的に進められている代表的プログラムとしては，①衛星教

育テレビ網（Red Edusat），②学校教育情報通信網（Red Escolar），③テレビ中学校（テレセ

クンダリア）がある。

①はテレビ電波発信システムと学校に備え付けられた受信機網の名称である。メキシコ全国

をカバーし，中米及び米国南部まで到達しなお拡大途上である（20年の加入校数は20校の

僻地小学校を含み，300校に達する予定である⑸）。６チャンネルを有し，教員の資質向上や

教授方法の刷新，成人教育への支援などを主な目的として，教育番組を放送している。ラテン

アメリカ教育コミュニケーション研究所（ILCE）と教育テレビユニティ（UTE）が協力して

いる。19年終わりまでに3,50台の受信機がメキシコ全体で設置され，これに対し9年度中

40時間以上の教育番組を制作，200時間にわたって放送された。また２ヶ月ごとに Edusat

使用のためのガイドブックが300冊配布されている。

制作されている番組には，父母，幼児，若者，成人，先住民，障害を持つ人々などに向けた

テレビ番組，先生の知識の革新のための番組，主に成人用の英語教育番組などがあり，これら

の膨大な蓄積を活用するためのビデオ・ライブラリーが学校や教師の研修センターに作られつ

つある⑹。

②は学校におけるインターネット活用プロジェクトで，19―19年に14校，70台で実験
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プロジェクトを開始し，19年度途中では20校90台に拡大している⑺（20年のうちに

は，2,30校の中学校，70校の小学校を新たに加え，合計で60校以上となる予定である⑻）。

教育におけるコンピューター利用は学校教育の重要課題とされる落第，留年，それらをもたら

す学力不足の解決手段，同時に教員の現職研修や知識の現代化の手段として期待される。

現時点では，コンピューターの普及と情報リテラシーにはまだ大きな不足があるとの指摘が

ある。19年に発表された国立統計機関の調査によると，19年度において，都市人口のわず

か5.6％しか，コンピューターを用いることができず，また都市家庭8,35,11家庭のうち，コ

ンピューター所有家庭は３％であった。先進諸国と比べて，若年層のコンピューター使用者及

び，女性のコンピューター使用者の割合が低いことも明らかとなった⑼。しかし，19年以降

の拡大は特に商業において急速であり，今後の発展に大きな期待がかけられている。

③は僻地に対し，就学前教育から初等，中等教育までを提供する目的で16年に作られた公

共の遠隔教育サービスである。主に2,50人以下の小集落において，学校に備えた受信機で

Edusatの番組を受信し，印刷教材も併用して教師の指導を受けつつ勉強する 。

⑵ メディア・リテラシー教育―教師対象―

① 背景と特徴

情報教育一般でなく，メディア・リテラシー教育としての実践が近年メキシコシティ内の学

校で行われるようになっている。それらの実践を後押ししているのが，連邦特別区（メキシコ

・シティ）における教員研修プログラムとこれに合わせて作られた教師用のテキストである。

このメディアリテラシー教員研修は，メキシコで唯一のユニークなプログラムである。それ

が生まれたのは，メキシコ・シティーという大都市としての性格と関係がある。近代化された

大都市に住む子どもたちは，テレビをはじめ，商業広告，新聞，ラジオ，雑誌，各種印刷物，

インターネットその他あらゆるメディアにさらされている。その中で市民レベルの活動からは

メディアの規制ないしは検閲を求める声が出てきた。しかしそれは教育行政の分野では解決し

がたい問題であったため，まず教師に研修を施して，教室において生徒をメディアに親しま

せ，メディアに対して選択的な態度を育成する方向を取ることとなった 。

それゆえにメキシコ・シティのメディア教育の特徴は第一に，有害映像などに規制を加える

方向ではなく，また一方的にメディアに対して批判的な子どもを育てることでもなく，種々の

メディアに対して非常に開かれた態度で臨み，積極的に活用し発信する実践によってメディア

の言語を読み解くプロセスの中で，メディアを見分け分析する批判的意識・態度を育てるとい

う点である。第二に，最も一般的なメディアであるテレビだけでなく，ラジオ，漫画などあら

ゆるメディアを対象とし，同時に親への教育も視野に入れた総合的実践を目指している点であ

る 。

② 実施主体

連邦特別区教育庁教育支援課（Direccion de Soporte Educativo, Subsecretaria de Ser-

vicios Educativos para el Distrito Federal）が，理論研究及びプログラム編成を行って，教

員研修を19年度から実施，現在は親への教育も行っている。別名「メディア・リテラシー教

育課」と呼ばれるこの課はメディア教育関係の中心となっており，総勢約9名を数える。年間

予算は約80万ペソである。9年から19年度までの３年間で，就学前教育段階から中学校段

階までの教師200名がメディア・リテラシー教育の研修コースを受講した。研修費用として

は一人あたりわずか3ペソでまかなうことができているという 。

メキシコにおけるメディア・リテラシー教育
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メディア・リテラシー教育は以下に示すように，主に４つの活動分野がある。

ａ）調査（19―19年度の調査，また他の調査）

ｂ）研修（19年度以降の教員研修プログラム）

ｃ）普及（教科書の作成）

ｄ）適用（各学校において教科書を手段としながら教師が省察的活動の促進者となる）

現段階では調査を一応終了し，教科書も作成されているので，広く研修を実施している。そ

の研修を受けた教師たちが，勤務校で実践を始めつつある局面だといえるであろう。

③ 理論的前提

メキシコのメディア・リテラシー教育では，教育とメディアを結びつける見方について大別

して以下の二つがあると理解されている。

⑴ 思想的な一種の吹き込みにより批判的な読みとり，聴取の力をつけ，メディアの悪影響か

らの視聴者の防衛を目的とする努力。

⑵ メディアとその教材を活用することにより，教室内の教授―学習という伝統的プロセスを

拡大，教育的効率を増大する努力 。

これらは，ともに教育に今まで存在しなかった要素を付け加えるという立場に立っており，

教育制度や教授方法の大きな変革を求めることはない。それゆえ，批判的教授学に基づく体系

的な分析が不足しているのではないかと考えられる 。

メディアはその表象（representacion）の力を通して現実を「認証する」（certificar），す

なわち「真実」を新たに創り出す働きを持つ。教育は教師，生徒，父母たちに「作り出された

真実」をうち破ることを可能にするスキームを提案しなくてはならないのである。学校は認知

能力の強化を通じて，社会が全体として，すなわちあらゆる人々が「見て，読んで，聞く新方

法」を駆使できるようにし，同時に個人がエンパワーメントによって自らの表現を作り出す技

能の獲得を可能にしていくことが望まれる 。

その際，学校とメディアの間にある子どもを取り巻く以下の側面を特に考慮すべきであると

考えられている。

ａ）情報の過多

教師は生徒が情報の洪水の中で自己を見失わないような手立てを示す必要がある。

ｂ）多様なメディアに対して持つ習慣・慣習

人は印刷されたものを見聞きしたものよりも重視する。視聴覚を通じて提供される情報は

娯楽・怠惰と結び付けられて考えられがちである。

ｃ）教師の育成

メッセージを解読したり，異なる方法でのコミュニケーションモデルを教えられることが

ない現在，伝統的な教育モデルを変革する必要が生じている。

ｄ）新しいテクノロジー

新しいテクノロジーは文化的「産業」にますます強く結び付けられており，その導入は教

育的装いを持ちながらも製品の売り込みに他ならないことがある。

ｅ）学校文化と文化産業の連携

学校文化は印刷媒体，ラジオ，音楽，テレビといった文化産業に対し，一連の偏見を持っ

ている。メディアの提供する娯楽とメディアに対する批判をどのように子どもに育てていけ

るのか，どのように二つの世界は連携できるのか

これを要約するならば，新しいテクノロジーを敵視することなく，注意しながら導入し，メ
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ディアのメッセージを解読するだけでなくメディアを通じてのコミュニケーションを体験しつ

つ学び，膨大な情報から必要なものを選択することができるようにするという方向性が示され

ていると理解できる。

④ メディア・リテラシー教育のモデル

先の「メディア・リテラシー教育課」では，メキシコにおける実践例（18年に行われたシ

ミトリオ・ラミレス・エルナンデス小学校６年生によるラジオ番組とテレビ番組づくり）と世

界各地の実践に関する文献資料を参照し，メキシコの小学校の現状から手持ちのメディアを使

って生徒自身の創造性を生かす方法が模索された。このプロセスで『メディア・リテラシー教

育：批判的見方の育成（Programa de Educacion para los Medios,PEM と略称）』と題する

４冊の本が書かれた。これらは小学校５，６年生担当の教員向けに，生徒に対しマスコミュニ

ケーションの独自性を教え，教授―コミュニケーションのダイナミックな関係を引き出す方法

を提供することを目的としている 。メディア・リテラシー教育は以下のプロセスで構成され

る。

１．「民主主義的実践」

垂直的コミュニケーションから水平的コミュニケーションへと移り変わるコミュニケーシ

ョンプロセスを知り，それを行い，自分のものとする。

２．「視聴覚コミュニケーションの識字化プロセス」

独特の言葉，技術的問題などそれぞれのメディアの独自性を学ぶ。

３．「社会化プロセス」

書いたり，口頭で伝えたり，まねしたり，絵を描いたりなどの実践によりメッセージを作

ったり壊したりする中で創造とコミュニケーションのダイナミクスに参加する。チーム，集

団，学校内で行うことで社会性を身につける。

４．「メディアの適用またはエンパワーメント」

学校生活の中でそれぞれのメディアの理論を適用する。アイディアを練ったり計画を構想

するプロセスがエンパワーメントとなる。実際のメディア機器は必要としない。

５．「批判的見方」

上記４段階を達成したらメディアのメッセージを批判的に分析する 。

⑤ メディア・リテラシー教育の教員研修

19年にメディア・リテラシー教育の効果をプレ実験したところ，きわめてよい成果が出た

ばかりでなく，対象学年の生徒以外の学年でも適用できることがわかった。教師，父母，校

長，三者が生徒のコミュニケーション，課題の実行，学校への態度，自尊心においてよい変化

を認めた。パイロット段階として位置づけられていたにもかかわらず，6校，12人の教師，

45人の生徒の参加があった 。

教員研修は３日間の導入コースのあと，毎週１日，約７週間にわたって研修を受けるコース

がある。導入コースのプログラムは表１のようになっている 。

筆者は国立教育大学（旧国立師範学校）で20年２月1日に行われた，連邦特別区教育支援

課主催教員研修コース「メディア・リテラシー教育：批判的見方の育成」の第一日目の午前の

部を見学した。まず，表の第一番目のメニュー，メディア・リテラシー教育とは何かを理解す

るための，全体講義では，講堂全体をマルチメディア的舞台設定として，様々なメディアを駆

使して，子どもが取り巻かれているメディア環境の変化，それについていけない大人との理解
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の格差を受講者に伝え，メディアの読み解きの必要性が説かれる。

続いて，2人程度の小さいグループに分かれ，各部屋でコミュニケーション・プロセスをゲ

ームによって体験する。それに続き，コミュニケーション・プロセスの理論を導入から学んで

いく。このとき特徴的なのは，パワーポイントなどを使った情報技術によるプレゼンテーショ

ンを駆使することではない。それよりも，まさにファシリテーターとしての講師と問題意識を

持つ受講者の間での問いかけや応答，聞いていた他の受講者からの発言や質問など，非常に活

発な対話的方法が用いられている点である。それは筆者には，意識化と考え発現する力の育成

を導く，パウロ・フレイレが提唱した対話による方法を彷彿とさせるものに思われた。

参加者に聞くと，この研修コースの評判がよいので，誘い合って来た人や，以前に参加した

がもう一度やって来た，などという人々がいた。自費で来ている先生たちも多いとのことであ

った。３カ年でのべ２万50人の受講者とのメディア・リテラシー教育課情報であったが，そ

れを裏付けるような参加者の熱気が感じられるものであった。

３．学校・大学におけるメディア・リテラシー教育の取り組み

⑴ メディア・リテラシー教育の位置づけ

以下は，実施主体である教育支援課でのインタビューからの要約である。

「メキシコのメディア教育は特定科目として行うのではなく，教え方自体を変える。どのメ

ディアがよい悪いというのではなく，『メディアとその内容に教育的意味を与えることができ

る』という点から出発している。

これまでの研究では，子どもを『受身的な受信者』とのみ考える傾向があるが，本当は人間

は経験や家庭，文化，性格などいろいろな文脈の中にある。本実践の立場では，影響がメディ

ア問題の唯一のものとは考えない。むしろ，最初は，メディアに近づきよく知ることから始め

る。

なぜなら，学校文化とメディアの間には大きな隔たりがある。子どもは教師や父母より歌手

やタレントから大きく影響を受けている。そうしたメディアの言葉を我々は知らないでいる。

表1-１ 教員研修の導入コース

月曜日 火曜日 水曜日

メディア・リテラシー教育と

は何か どのように批判的見

方を育てるか

PEM に関する心理―教育学

的考察

気のあったグループによるラ

ジオ―テレビ番組作成

コミュニケーション・プロセ

ス グループ活動・演習

「感じる，思う，欲する」

同継続 同継続

休憩 休憩 休憩

適正な教育テクノロジーの導

入

マス・コミュニケーションの

特徴。

グループ活動・演習

「ここに何かある」

マス・コミュニケーションの

公共性

PEM 教科書の贈呈

希望者への助言 希望者への助言 コース修了式・懇親会

（オープン参加）

出典）Educacion,no.5,p.2より。
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ゆえに，イメージや内容を読みとるだけでなく，メディアが動くダイナミクス，プロセス，手

続きなどを理解することに努める。それが理解されると，自分の視点から教育的意味を引き出

すことができるようになる。『メディアの言語』を読みとるだけでなく，マスターすることで，

商業的メディアからでもそのメッセージを捉え，新たな教育的意味を付与できるようになると

考えている。

学校では一人の教師が変わっても，大多数の教師は伝統的なやり方を変えない。それでは革

新的実践を行う教師がいなくなると，その実践は終わってしまう。学校がその伝統的スタイル

を変えない限り，テクノロジーをいくら入れても何も変わらないと考えられる。学校の中で教

師の教え方を変革し，コミュニケーションの方法を与えてから，テクノロジーを導入すること

がよい結果を生むだろう。まず学校では実践を行い，教師が次第に気づくプロセスから概念化

を導く帰納的方法を提案している（20年２月1日インタビュー，注(1)に同じ）」。

⑵ メディア・リテラシーの授業実践

20年２月1日，連邦特別区第4小学区の「サラ・マンサノ」小学校を見学した。16年創

立で，午前の部は生徒数33人，教員９人，他に非常勤教員が２名いる。同小学校は２部制に

なっているので，午後２時以降にまた同数くらいの生徒が通っている。午前の部の時間割は

８：0―1：3，休憩3分をおいて1：0から1：3となっている。月から木曜日までミルク

とパン，金曜はジュースのみの軽食を生徒に与えている。

メディア・リテラシー教育分野では，この学校では２台のビデオデッキを持っていて，その

ための教材となるビデオを購入したいと考えている。Edusatネットワークを受信するなど，

メディアを使った教育を導入しようと努力している。印刷物としては新聞を取っており，それ

を毎午前に各クラスで分析するメディア・リテラシー教育の時間を設けている。筆者が訪れた

とき，ちょうどその時間帯であった。

低学年においては，生徒はグループに分かれ，漫画を使用して，それを切り抜いてから自ら

新たな物語を作る授業を行っていた。高学年では，新聞の言葉を調べたり，新聞ニュースの意

味を学習したりする。さらに最高学年では，調べたことを絵や文にして長い紙に描き，それを

テレビの形をした箱に通して，さながら横に場面が流れる紙芝居風の「テレビ番組」として発

表するクラスもあった。その場合，マイクの模型を持った司会者を立てたりして，発表をメデ

ィア的に行うように工夫しており，生徒も楽しんで授業を行っているように見受けられた。

メディア・リテラシー教育の研修を受けた教員が，この分野の教育を体系的なカリキュラム

として実施するよう努めているということであった。教員によれば，生徒は学年のレベルに応

じて学習するが，どの学年においても興味関心が高いという。また，生徒には表現力がつき，

都市の中で生きていくのに必要な力をつけるのに役立っていると感じていると述べていた。

⑶ メディア・リテラシー教育の構成

「メディア・リテラシー教育のモデル」で提示したプロセスはテキストの中で具体化されて

いる。テキストは３分冊となっていて，各分冊で扱われるテーマは以下の通りである。

第１巻 「メディアを用いて教育する」

テーマ１ 「私たち自身を知ろう」

教師―生徒間のコミュニケーション強化がねらい。４レッスン構成。

テーマ２ 「コミュニケーション」
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コミュニケーションの複雑なプロセスを生徒に理解させる材料を提供する。５レッ

スン構成。

テーマ３ 「マス・コミュニケーション」

マス・コミュニケーションの有用性を知り，受信者としての役割について分析す

る。６レッスン構成。

テーマ４ 「印刷物：新聞と雑誌」

印刷媒体について知り，その伝達の性質を知る。４レッスン構成。

テーマ５ 「印刷物：漫画」

メディアの言語使用，文字と描画のあり方を気づかせ，脚本やショット，枠取り，

奥行きなどを理解させる準備とする。生徒の創造性を生かす。３レッスン構成。

テーマ６ 「テレビゲームとゲーマー」

なぜテレビゲームが好きか，見つけださせる。暴力的内容については別に取り上げ

考えさせる。４レッスン構成。

テーマ７ 「メディアにおける公共性」

マスメディアの核心を学んだので，批判的な見方を適用させる。自分の生活とメデ

ィアで送られるメッセージとを対比・分析させる。３レッスン構成。

第２巻 「学校におけるラジオ」

テーマ ラジオ

ラジオの固有性を理解させる。テクノロジー，技術と言語（聴覚イメージ），商業

的ラジオ放送の例などを取り上げる。校内放送を行うための基本的要素を教える。

第３巻 「TVと学校：友か，そして／それとも，敵か 」

テーマ１ 「テレビについて話そう」

テレビについてどれだけ知っているか テレビの発展に関する意見の違いをださせ

てみる。テレビについて考えさせ，議論を深める。３レッスン構成。

テーマ２ 「クラスにテレビを持ってきたのは誰 」

テレビが教室にあるとき，教師としての役割はどんなものか ３レッスン構成。

テーマ３ 「教室で視聴覚教材をいかに使うか 」

視聴覚教材を教育に用いる際，教授プロセスで不可欠の要素を考える。決まった処

方箋を与えるのでなく，教師自身が自分の方法を考えるよう奨励する。５レッスン

構成。

テーマ４ 「テレビと日常生活」

テレビ視聴をその前，途中，その後というプロセスとして分析し，私たちとテレビ

の関係について考える。２レッスン構成。

テーマ５ 「視聴覚作品の制作」

批判的見方の育成において，受信者としての役割のために失っていたコミュニケー

ション能力を取り戻し，教師と生徒が作品を作るための基本的情報を提供する。し

かし，メディアの言語と論理を知ることが目的なので，作品の制作は選択肢の一つ

であり，必須ではない。６レッスン構成。

テーマ６ 「テレビにおける公共性」

制作過程で，分析能力と公共的または非公共的メッセージの生成とを結びつける。
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５レッスン構成。

テーマ７ 「テレビと教育」

テレビと教師との関係についての探求。１レッスン構成 。

以上のようにテキストは構成されているが，その順序や応用は教師の工夫に任されている。

なお各レッスンは内容により，学習時間が異なる。１例を参考資料として次頁に掲げる。

４．おわりに―メディア・リテラシー教育の効果と問題点―

メキシコ唯一のメディア・リテラシー教育は，公的教育支援サービスの一つであり，特に宣

伝をしているわけではなく全くの自由参加であるにもかかわらず，３年目で総計2，00人と

いう多数の教師の参加を得た。これは，この問題への関心の高さを示すと同時に，研修プログ

ラムの内容に高い評価が与えられているためと考えられる。

19―19年度に行われた追跡調査のうち，数量的調査からは，７つに大別できる意見が得

られた。プログラムを続けるべきだ，学習を向上させる，実践後生徒や教室内に改善がもたら

された，カリキュラムが適切だ，認知能力が伸びた，教師自身の考え方の変化があった，生徒

の家庭内で変化が起きた，というものであった 。また，同調査の一環として教師に経験を要

約してもらったところ，最も有意義な成果として，

① 生徒が自分自身でストーリー漫画を完成させた。（2.9％）

② メディア・リテラシー教育とオフィシャルに定められている教育内容とを統合できた。

（2.1％）

③ 教師―父母―生徒の関係が緊密化した。（1.2％）

④ 生徒グループのまとまりがよくなった。（1.9％）

⑤ 生徒の遊びにおける創造性を目覚めさせることができた。（1.4％）

が挙げられた（調査数は未記載）。この他にもグループ学習の活発化（2.3％），文章の書き

方の向上（2.9％），口頭発表力の向上（1.7％）という副次効果も言及されている 。

このように，メディア・リテラシー教育の実践の結果としては，肯定的な評価が見られる

が，調査結果の中では授業がテキスト通りの順番，方法を守る傾向があり，教師自身の工夫が

まだ必要であること，教師の意識改革が実現されていない場合があること，なども示されてい

る。教師自身の理解と技能の向上がきわめて重要であることが改めて強調される必要があるだ

ろう。

メキシコ・シティの中でも教師が研修を受けた学校にほぼ限られている現状から察すると，

メキシコ国内全体で見れば，このようにメディア・リテラシー教育が実践に移されている学校

数はまだごく限られている。しかし，研修における教師の熱意はかなり高い。またパウロ・フ

レイレも関係していた，教育の改革に熱意を持つキリスト教系団体や教育関係者たちからのこ

の分野への関心と影響が強いことは研修における対話的方法の採用にも現れており，ラテンア

メリカにおける草の根的な教育実践の生命力をこの分野が持ち始めていることは指摘できよ

う。

一方的知識詰め込み型としばしば批判されるラテンアメリカ諸国の学校教育の状況を考慮し

たとき，メディア・リテラシー教育には単なる技能ないしは生徒の注意を引きつけるための手

段というような水準でなく，生徒と教師の関係を変え，生徒の独創性や発表力をつけ，メディ

ア環境に生きる力を育むことを目指した，オルタナティブな教育への萌芽が見られる。ラテン
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アメリカの民衆教育の伝統が生かされていく可能性もあり，さらに今後の展開を注目していき

たい。

参考資料 メディア・リテラシー教育の授業例

『「コレクション：メディア・リテラシー教育：批判的見方の育成』.

第１巻「テーマ５ 印刷物：漫画」より第１レッスン pp.15-16

タイトル「漫画とは何 」

組織：個人及びグループ活動 10分

活動

＊教師は事前に所要時間を教え，例を示しながら漫画を構成する部分について教える。

＊生徒たちは用いる漫画を詳細に読んで観察する。教師は形態，せりふの位置，登場人物は誰でどんな人

か，などに注意を向けさせる。

＊教師からの情報に沿って，各生徒は漫画を構成する部分を切り離す。それら部分をノートに貼り付け，

「挿し絵」「吹き出し」「ビジュアル・メタファー」「擬音」「人物」「コマ割り」などと名前を示す。少なく

とも1の異なる要素を抽出するようにさせる。

＊生徒は1から1の完全なコマを切り取り，せりふをのぞき要素別に切り取る。

＊グループをつくり，切り取った部分を組み合わせて，新しい漫画を作る。そのためにシナリオとせりふを

考えなくてはならない。冗談ぽいものやばかげたものもあってよい。

＊生徒は擬音やビジュアル・メタファーを作り出す。

＊グループ同士で交換して読み合う。

注意 （物語として発展させるテーマを選び出すとき，生徒はどのようなことに言及しているだろうか ）

注>

⑴ http:www.jica.go.jp/ninkoku/mex/mexoutline.htmlによる20年１月の情報。

⑵ VC: Educacion para los Medios,diciembre-marzo 19-9 ,ano 1,no.1.Subsecretaria de Servicios
 

Educativos para el Distrito Federal,p.1.（雑誌，メキシコ市教育庁発行『メディア教育』創刊号）

⑶ Poder Ejecutivo Federal,Programa de desarrollo educativo 1995-2000,19 ,SEP,p.8.（連邦政府

『教育発展計画19―20』）

⑷ Ibid.,p.9.

⑸ Programa del sector educativo para el ano 2000,SEP,20 ,p.5 .

⑹ Perfil de la educacion en Mexico,SEP,19 ,pp.8-9 .

⑺ Ibid.

⑻ Programa del sector educativo para el ano 2000,SEP,20 ,p.5.

⑼ Reyes Retana,Eduardo Telles y otros,Estructuracion de programas de educacion abierta y a distancia
 

en la formacion y capacitacion continua de profesionales ante la demanda del mundo globalizado,19 ,

pp.2-2 .

Perfil de la educacion en Mexico,SEP,pp.9-9 .

20年２月1日，特別連邦区教育庁教育次長ベンジャミン・ゴンサレス・ロアロ氏とのインタビューか

ら。

20年２月1日，連邦特別区教育庁教育支援課 課長 アレハンドロ・ブラジミール・ペニャ・ラモス

氏，同補佐 フランク・ビベロス・バイェステロス氏とのインタビューから。

同上インタビューより。20年３月時，１ドルあたり約8.9ペソ。

Alexandro Vladimir Pena Ramos,Frank Viveros Ballesteros,Coleccion:Educacion para los medios
 

desarrollo de la vision crıtica volumen I, Subsecretaria de Servicios Educativos para el Distrito
 

Federal,1a.edicion,19 ,2a.edicion,19 ,pp.6-1 .

Educacion: Revista del Consejo Nacional Tecnico de la Educacion,junio 19,no.5 ,p.1 .

Ibid.

Ibid.,pp.1-1 .

Ibid.,pp.1-1 .

Ibid.,pp.1-1 .

Alexandro Vladimir Pena Ramos,Frank Viveros Ballesteros,Coleccion:Educacion para los medios
 

desarrollo de la vision crıtica volumen I, Subsecretaria de Servicios Educativos para el Distrito
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Federal,1a.edicion,19 ,2a.edicion,19 ,p.1 .

Educacion: Revista del Consejo Nacional Tecnico de la Educacion,no.5 ,p.2 .

Ibid.,p.2 .

Alexandro Vladimir Pena Ramos,Frank Viveros Ballesteros,Coleccion:Educacion para los medios
 

desarrollo de la vision crıtica Volumen I,II,III.Subsecretaria de Servicios Educativos para el Distrito
 

Federal,1a.edicion,19 ,2a.edicion,19 .

Alexandro Vladimir Pena Ramos, “Programa de educacion para los medios en la busqueda del
 

desarrollo de la vision crıtica,”in Educacion,no.5 ,diciembre de19 ,pp.8-8 .

Ibid.,pp.9-9 .
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終 章 高度化するメディア・リテラシー

立田 慶裕

１．研究のまとめと新たな課題

⑴ 本研究の目標

2世紀後半から2世紀にかけて，通信技術の進歩によって人々の生活の姿が大きく変わって

いった。特に，2世紀前半はマス・メディアとして大きな力をもっていた映画や新聞，ラジオ

が，テレビ，インターネット，そして携帯電話など新しいメディアの普及によりその独占体制

が崩されていく時代であった。同時にこの新しい時代は，一つのメディアによってメッセージ

が一方的に，少数者から大衆へ伝えられる状況から，多数の人々が自分たちだけのメッセージ

を多数の人々に伝えることのできる双方向コミュニケーションが生じ始めた時でもある。

コミュニケーションが一方的に行われるという状況への不満を多くの人々が持ち始めたにも

かかわらず，そうした方向性をもったコミュニケーションは決してなくなったわけではなく，

生活や学習のあらゆる場面で残され続けている。

メディア・リテラシーについての社会的な動きが生じたのは，カナダからだと言われるが，

その背景には，アメリカの映画やテレビといったマス・メディアのメッセージが否応なくカナ

ダに流れ，カナダの生活にアメリカ文化が大きな影響を及ぼし始めたことにあるといわれる。

アメリカからの一方的な文化的，政治的，経済的メッセージを拒否し，カナダの人々が自分た

ちの文化や政治，経済を守ろうとしたことにメディア・リテラシー活動の原点がある。

メディアが伝えるメッセージの内容は，政治，経済だけでなく，文化，特に教育への影響が

大きいことに注意したい。教育面では，メディアからのメッセージを受動的に受け取るのでは

なく，分析的・批判的に受け取ることによっていっそう能動的にそのメッセージを読みとるこ

と，それがメディア・リテラシーの基本的な学習の姿勢である。

たとえば，映画を見るという場合，映画を楽しむには，映画についての知識をまったく持た

ずにみても，それなりに楽しむことはできる。しかし，映画監督の嗜好性，演出の技術，出て

くる俳優の過去の作品，撮影技術などについての知識を持つと，その作品の楽しみ方はいっそ

う深くなる。

ただそこで注意しなければならない点は，そうした知識を学ぶことが重要なのではないとい

うことである。アメリア・アリナスは，芸術作品の鑑賞教育を行うにあたって，作品について

の知識を学ぶのではなく，その作品を，鑑賞者がまずどう思うか，鑑賞者自身のそれまでの知

識や感性，経験の中で作品を位置づけることが大切だと述べた。芸術作品についての評価を既

存の知識に頼るのではなく，鑑賞者自身の力量の中で鑑賞を行い，他者やその作品との新たな

対話を通じ，鑑賞者自身がその作品から能動的に何を学ぶかが大切な学びの姿勢だと主張し

た⑴。

同じことがメディア・リテラシーの学習についてもいえる。もし，学習者自身が能動的に学
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ぶ機会がなければ，メディアのリテラシーを習得したとはいえないのである。本研究所の生涯

学習におけるメディア・リテラシーの研究においても，学習者がいかに能動的，自発的な学習

態度を身につけているか，あるいはそうした態度を身につけるようになっていったかが研究の

出発点であった。まず，メディア・リテラシーについての基本的・実証的な研究から始めなが

ら，最後にはいくつかの実験的な研究にこの研究は移行していった。

実際の４年間にわたる本研究の目標は，次の四点であった。

① 生涯にわたるメディア・リテラシーに関する理論的研究

② メディア・リテラシーとその教育に関する事例調査

③ 学校教育及び成人教育における実証的調査

④ 国際比較調査（先進国の事例調査）

本章では，この研究期間中に生じた研究に関わる変化と，今後の研究課題を明らかにするこ

とにしたい。研究期間中も，急速な政策や理論，実践の展開がみられ，研究成果を刊行してい

くのと平行してメディア・リテラシーに関わる状況は大きく変化していった。そうした研究背

景の変化について，ここでは，まず研究過程での主要な問題点，急激な政策や教育の社会的基

盤の変化，メディア・リテラシーの学習内容として「情報」から「知」への変化，進化するイ

ンターネット科学の研究について述べた後，まとめとして人間と社会の変化に応じたメディア

・リテラシー教育の目標を再確認することにしたい。

⑵ メディア・リテラシーの曖昧な定義

本研究が動き始めた時点から課題となったのは，メディア・リテラシーをめぐる定義であ

る。メディアとは何か，リテラシーとは何かが，参加した研究者によって異なる意見や視点で

取り扱われ，意見の一致を見ることが難しかった。比較教育班の報告にもあるように，この定

義は国ごとにも異なっている。

概念が多様性をもつ第一の理由は，「メディア」そのものが多様な意味を含んでいることに

ある。したがって，メディアをどう定義するかによって，その意味も自ずと異なってくる。コ

ンピュータ・リテラシーを意味することもあれば，テレビ・リテラシーやラジオ・リテラシー

を示す場合がある。

第二の理由は，「リテラシー」の意味の多様性である。かつて，リテラシーは「識字」を意

味していたが，生活できる能力を加えた機能的識字への概念の変化から，ライフスキル・リテ

ラシーや環境リテラシーの概念が登場し，現代社会を生きる上でどのような内容の知識と技能

を基礎的な力として学ぶべきかが問われるようになってきた。

メディア・リテラシーの多義性において，特に注意したい点は，「情報リテラシー」との区

別である。日本では，文部科学省を中心に各種答申において「情報活用能力」の育成が教育の

目標の一つとして掲げられている。情報活用能力が「情報リテラシー」，すなわち情報の基礎

的な読み書き能力として位置づけられる時，そこには，①情報の判断，選択，整理，処理能力

と新たな情報の創造，伝達能力，②情報化社会の特質，情報化の社会や人間に対する影響の理

解，③情報の重要性の認識，情報に対する責任感，④情報科学の基礎及び情報手段の特徴の理

解，基本的な操作能力の習得などが含まれている。

情報リテラシーが「情報」についての内容の学習だけでなく，伝達能力や情報手段の理解，

基本的な操作能力の習得まで含んでいる。他方，メディア・リテラシーもまた，媒体としての

メディアだけでなく，そこで流されるメッセージについての学習も含んでいるために，二つの

リテラシーの定義には概念上重複する部分が多いのである。情報やメディアについて，それぞ
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れを操作する技能だけではなく，メディアが運ぶメッセージの内容としての情報とそれを分析

・批判し，新たな情報や知識を創造したり，発信したりする力も必要となる。「メディア」及

び「情報」という用語にそれぞれ重点が置かれるのは，それぞれの概念が，メディア社会，情

報社会という社会像を前提にしていることと関連している。それぞれの社会像の中での教育や

学習の基礎的力として，「メディア・リテラシー」，「情報リテラシー」が強調されるのである。

⑶ 情報社会像からの急激な政策変化

日本政府がめざす社会像は，研究を開始した19年に，すでに次の段階に入っていた。

たとえば，20年の生涯学習審議会答申，「新しい情報通信技術を活用した生涯学習の推進

方策について」では，生涯学習の必要性と情報化の意義及び，個性豊かで創造的な人材の育成

を次のように述べている。

「情報化への取り組みにより，人々が生涯にわたり，より主体的に学習に取り組み，一人一

人の学習者がその可能性を飛躍的に拡大できるようにする」。

そのために急務とされる政策として次のようなものがあげられている。

① 情報社会による恩恵をすべての人々が受けることができるようにするため，情報リテラ

シーを身につける学習機会の拡充，特に，基礎的な技能を習得するため講習の機会の拡大

が急務であり，地方公共団体が自主的に行う講習会の開催を支援することが重要。

② 生涯学習行政に携わる職員が，必要とされる情報リテラシーを計画的に身につけるた

め，生涯学習センター等において情報リテラシーに関する研修機会を充実するほか，国に

おいては地方公共団体における研修に対し支援するなど，研修・養成体制の整備が重要。

③ 学習者のだれもが情報リテラシーを身につけるための機会を最大限に確保できるように

するため，まず，基礎的な環境整備として身近な生涯学習関連施設において，緊急に必要

な情報機器を整備することが必要。

さらに，この答申では，「情報化で広がる生涯学習の新たな可能性の展望」として，①学習

意欲の高まり，②学習資源・機会の飛躍的拡大（地理的制約，時間的制約の克服），③学習ス

タイルの変化，④地域づくり・まちづくりの推進，などを期待している。

そのためにも，当面推進すべき施策として，「情報リテラシーに関する学習機会や研修体制

の整備」が重要であり，生涯学習関連スタッフの情報リテラシーの向上の重要性を主張してい

る。

「生涯学習関連施設の職員は，情報機器を使用して情報を収集し，自ら発信する能力，

学習者から情報検索の方法や情報の活用方法について相談を受けた場合の対応能力，情報

セキュリティなど情報ネットワークで問題が生じた場合の対処方法・指導方法などのより

幅広い情報リテラシーを身につけること。生涯学習行政に携わる職員などの情報リテラシ

ーに関する研修体制を整備・構築すること」

さらに，国の総合政策としては，「情報」から「知」へのキー概念の変化も現れるようにな

ってきた。たとえば，学術審議会の『科学技術創造立国を目指す我が国の学術研究の総合的推

進について―「知的存在感のある国」を目指して―』（19／0）に示されているように，そ

こでは，「科学技術創造立国」という新たな方向が示され，「知」による社会創生が目指されて

高度化するメディア・リテラシー
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いる。このことは，文部科学省でも同様な概念が使用され始めていることでもわかる。

そこで目指される国家像は，たとえば，「①知の創造と活用により世界に貢献できる国―新

しい知の創造―，②国際競争力があり持続的発展ができる国―知による活力の創出―，③安心

・安全で質の高い生活のできる国―知による豊かな社会の創生―」である。

20年の文部科学大臣の説明では，目指される新たな日本人像とは「新しい時代を切り拓く

たくましい日本人の育成」であり，画一的な日本人から，自立と創造の力をもった日本人像が

考えられている。それは，「自ら考え行動するたくましい日本人」，「心豊かな文化と社会を継

承・創造する日本人」，「国際社会を生きる教養ある日本人」であり，そのためにも「知」の世

紀をリードするトップレベルの人材育成を行う教育政策を目指すとしている。

⑷ 「放送分野における青少年とメディア・リテラシーに関する調査研究会」の提起し

た課題

このような大きな国の動きと平行して，官民が共同して，メディア・リテラシーを研究し，

実践へとつなげる着実な動きもある。その代表は，旧郵政省と民間放送事業者，そして学識経

験者らによって組織された「放送分野における青少年とメディア・リテラシーに関する調査研

究会」である。その報告書では，日本のメディア・リテラシーに関する取り組みを次のように

評価している。

「メディア・リテラシーの重要性については認識されつつあるが，各種メディアの意識化，

評価，判断能力の育成を含め，メディア・リテラシーに関する具体的な取組については，一部

の教師，NPO，研究機関やメディア機関等において自主的に実施されている程度であり，制

度的・組織的取組には至っていない」⑵。

報告書では，政府，地方自治体，教育現場，マスメディア，その他民間団体，研究者等によ

る取り組みの事例があげられている。その「メディア・リテラシー関連の取組に関する問題」

では，①メディア・リテラシーの認知度，②カリキュラム上での位置づけ，③我が国における

実践方法の確立，④能動的な学び方，⑤関係者間の連携の不足の５つの課題が論じられてい

る。メディア・リテラシーの認知度では，メディア教育がインターネットに偏向している点を

指摘する。また，カリキュラム上での位置づけについては，情報教育としての情報活用能力に

加えて，市民育成の視点が重要という指摘がみられる。

青少年のためのメディア・リテラシー教育としては，青少年を無菌状態におく「見せない」

指導から，玉石混交のメディア情報の中でこれらを取捨選択し，うまく活用していく能力（こ

れからの世の中を主体的にたくましく生きるための力）の習得を提案している。そのために

も，保護者自身がまずメディア・リテラシーを身に付けるとともに，青少年とともにメディア

に接していくこと，さらに，教師，保護者がテレビの視聴時間を制限したり禁止することだけ

をテレビ視聴に関する指導と認識せず，メディアと積極的に向き合う姿勢を強調している。つ

まり，この報告書で何度でも強調される概念は「能動的な学び」である。

「能動的な学び」とは，「これからのメディア社会においては，単に知識を蓄積するのではな

く，人々と協同的に対話しつつ，社会的な知の営みに参加することを学ばなければならない。

このため，どこにどのような情報があるのか，そして，その情報をメディアを活用してどのよ

うに使いこなすか，という」学び方であり，その基礎となる能力がメディア・リテラシーであ

る。

しかし，能動的な学び方に関する課題としては，教育システムの問題としてだけでなく，社

会システム自体に能動性が評価されない背景を指摘している。「我が国の教育現場においては
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教師主導による授業が従来から多く，児童・生徒の能動的な学び方という点での蓄積に未だ欠

けるきらいがある。また，『出る杭は打たれる』という言葉に示されるように，能動性，積極

性に必ずしも高い評価を与えなかった社会システムも背景として存在すること」が問題なので

ある。

最後に，メディア・リテラシーの向上に向けた取り組みとしては，①メディア・リテラシー

に関する認識の醸成及び基本理念の確立，②メディア・リテラシー教材の開発，学校教育にお

けるメディア・リテラシー教育の促進，教師・指導者等の人材育成，③放送メディアと視聴者

との交流機会の拡大を提案している。この報告書は，「放送分野」に限ったものであり，しか

も「青少年」を対象とした場合のメディア・リテラシーの課題を論じている。しかし，その討

議の過程で，国立教育政策研究所の本研究が評価され，メディア・リテラシーを生涯教育の視

点から学習していくことの重要性も論じられた点に注目したい。こうした動きに加えて，大学

や学校の教師たちによって組織される「授業づくりネットワーク」研究会では，20年にメデ

ィア・リテラシー教育研究会を設立し，メディア関係者と教育関係者のネットワークの形成を

目指し始めた。

２．教育的基盤の急速な変化

メディア・リテラシーの教育的基盤，あるいは教育環境とその社会的基盤との関わりについ

ては，拙著や比較教育班のレポートに詳細に論じた。図1-１は，メディアをめぐる教育的問

題とその他の社会的基盤を示したものだが，これらの社会的基盤は，年々急速に変化してい

る⑶。

まず，経済的基盤では，感情や心理，知識，情報を生産し，消費する娯楽や教育という人間

の内面の際限なき市場を対象とし，世界規模でのメディア産業の発展が進みつつあり，新たな

市場開拓や国際的競争が行われつつある。情報産業社会の中では「情報」や「知識」が商品と

なってきており，学習者は，その消費者として位置づけられている。学習者を消費者として位

置づけ，大量のメッセージの消費の仕方を学ぶような消費者教育だけではなく，「情報」や

「知識」を生産する生産者教育もこの視点では必要となってくる。

また，政治的基盤としてのメディア環境を考えると，政治によってメディアが支配された社

会から，メディアによる政治支配へ，さらには，メディアによる市民参加型の政治が実現され

図1-１ メディアの社会的基盤
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る社会への途上にありつつも，まだその実現への距離は遠い。政治を支える市民としての個人

が，政治的な権利や義務の主体として政治へ参加するためには，メディアを誰でもが活用でき

るような環境を整備することが重要な条件であるにもかかわらず，地域や階層によるメディア

利用の状況にはあいかわらず大きな格差がみられる。

さらに，教育的基盤という点では，学校教育の枠組みのみで教育が考えられた時代から，生

涯学習の時代に入り，メディアの定義もマス・メディアから，ミニ・メディア，インタラクテ

ィブ（双方向）・メディアへと変化している。メディアが活用される場も教師と生徒，生徒同

士の相互学習が行われるような環境へと変化しているために，教育関係者の意識改革が必要と

される。「能動的な学び」を活かすための「参加型学習」や「参画型学習」が，学校教育，社

会教育，職業教育の場で展開されるまでの道のりは長い。

また，各国の文化的基盤の差異が，メディア・リテラシーの教育に及ぼす影響は大きい。文

化的な基盤の代表的な要素としては，言語がある。言語教育の問題がそのまま各国の教育や学

習の問題とつながることは，比較研究班の報告で示されている。さらに，対話の習慣などの生

活様式や宗教の問題も地域文化とその学習に付随する重要な問題である。

こうした社会的基盤に加え，各国の生活に影響を及ぼす技術的環境の急速な展開がメディア

・リテラシーの環境を変えていく。

３．知識の創造へ向かうリテラシー

⑴ 情報から知識へ

本や新聞を活用するためには識字能力が前提となるし，テレビやラジオの視聴においても，

マス・メディアを主体的に読み解くためには受動的な理解から能動的な批判能力が必要とな

る。さらに今後は，各教科や学問のようにすでに体系立てられた知識の習得だけでなく，新た

な情報を収集し，各自の知識や技能として整理・活用できる課題の発見と解決の能力や，学習

者自身や組織の知識管理能力，他者に依存しない自己決定型学習能力も必要とされる。

そこで，メディア・リテラシーの研究をさらに向上していくためには，情報の科学だけでは

なく，知識の科学とその教育への応用や実践を図っていく必要がある。また，メディアで伝達

される情報についてだけではなく，リテラシーとしてどのような学習能力を今後は必要とする

かについての問題の研究も重要となってくる。

たとえば，ブラウンとドゥグッドは，知識と情報の違いを次の３つの点から述べている⑷。

① 知識はそれを知る人がいて初めて知識となる。

② 人は情報を分離したもの，それ自身完結したものとして扱うが，知識は必ずしも実態

を伴わず，人から分離させにくい。

③ 知識は人が吸収してはじめて知識となる。それは知識の持ち主の理解力とある程度の

努力を必要とする。

知識について学ぶということは，知識の持ち主である「人」についての学習を必要とする。

学習の比重の知識への転換は人を重視する価値観への転換を意味する。知識を重視すれば，人

間への関心を向けることになる。知識社会では，情報の経済から知識の経済への移行が行われ

る。情報経済は，工業経済と同じように，人に対する著しい無関心をもたらしたが，知識その

ものに関心を向けることによって，人そのものに対する関心が戻ってくる。
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⑵ メディア・リテラシーの構成要素

そこで，次に，人間が有する学習能力として，メディア・リテラシーの構成要素をとらえな

おしてみたい。放送分野における青少年とメディア・リテラシーに関する調査研究会では，そ

の能力を次のように述べている。

「メディア・リテラシーとは『メディア社会における生きる力』であるという視点から出発

し，具体的には次の要素からなる複合的な能力である」としている。それらは，「①メディア

を主体的に読み解く能力（情報を伝達するメディアそれぞれの特質を理解する能力，及びメデ

ィアから発信される情報について社会的文脈で批判的に分析・評価・吟味し，能動的に選択す

る能力），②メディアにアクセスし，活用する能力（メディア（機器）を選択，操作し，能動

的に活用する能力），③メディアを通じてコミュニケーションを創造する能力（特に，情報の

読み手との相互作用的（インタラクティブ）コミュニケーション能力）」である⑸。

ところが，テレビを中心として考察されるメディア・リテラシーについては，批判的な分析

能力をのみ重視する傾向が強い。たとえば，シルバープラットは，その著書の中で，メディア

・リテラシーの学習として，次のようなものをあげている⑹。

他方，コンピュータを主としてメディア・リテラシーをとらえるような，コンピュータ・リ

テラシーの定義においては，「教育手段としてのコンピュータ利用」などとして，①主体的学

習の道具（発見，思考，伝達，整理，処理，発表，表現，創造）と，②学習指導の道具（ドリ

ル・チュートリアル，提示・演示，データベース，シミュレーション，マルチメディア，グラ

フィック，ワープロ，ネットワーク・通信）があるというように，道具的側面を強調すること

が多い⑺。

ただし，放送分野における青少年とメディア・リテラシーに関する調査研究会の報告書は，

これらだけをリテラシーの内容としてとらえず，三つの要素にわたってそれをとらえており，

図1-２に示したような関係から，コミュニケーションが成立すると考えている⑻。

本章では，この三つを，メディア・リテラシーの「能力」の構成要素として考えてみたい。

すると，図1-３のようにその力を単純に分類できる。図1-２との差異は，①学習者の主体性

（「主体的に」という指摘）を一度捨象してみた点，②メッセージなどの内容もまた創造される

と考え，「コミュニケーション」だけに創造物を絞らなかった点である。この三つの能力を備

表1-１ メディア・リテラシーの学習内容

イデオロギーを読み解く（物語分析，ジャンル分析），自分史分析

非言語的行為の分析，メディアの神話分析，メディアの制作法分析

図1-２ メディア・リテラシーの３要素 図1-３ メディア・リテラシーの能力要素
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えた学習者像は，それぞれ，優れた批判・分析家，創造者，技術者としての面を表している。

このそれぞれの面について，次に考察しよう。

⑶ 基礎的な学習能力としてのメディア・リテラシー

ヘーストは，成人の学習能力について，「曖昧さ，自律性と仲介作用―新しい能力の心理学

的挑戦」という論文の中で，図1-３のリテラシーの能力モデルをより単純にした学習者のタ

イプを提供している。それらは，図1-４に示したように，学習活動を行う学習者を問題解決

者，物語創作者，道具利用者の三つのタイプである。Hasteは，この三つのタイプをさらに

分析するための枠組みとして，①規準（canon，公理として認められた標準や原理），②急速

な技術変化，③自律性（autonomy）の三つを取り上げている⑼。

たとえば，ラテン語を学ぶことには，知識を身につける，その論理的思考の基礎にある知識

の規律（discipline，ルール）を知る，他の言語を学ぶ言語的基礎となるという三つの側面が

ある。知識の規律とは語学の学習の原理であり，単に，語彙を身につけるだけでなく，文法や

文脈を知ることによって，他の教科の基礎的力となる。

つまり，一つの教科は単なる知識の体系だけでなく，そこには共通の規準（原理とルール）

があり，それが他の教科の基礎にもなると考えられる。規準の内容には，経験を話し，意味づ

ける枠組みを提供する世界観，信念，価値が含まれているのと同時に，それは，文化的再生産

の道具であり，特定の文化の中で生き残るための道具としての面も持つ。

また，急速な技術変化は特に，手書きによる学習からキーボード利用，そして音声入力の可

能性までを我々にもたらすが，それがどれだけ我々の学習システムを変えるかが問題となる。

自律性とは，上記の二つが知識の規準，技術革新の教育への影響の問題だとすれば，自己形

成に関わる他者との関係性の問題であり，個人のアイデンティティ形成に集団がどのような影

響を及ぼすかという問題でもある。

ヘーストは，この三つの枠組みから，上記の三つの学習者タイプを分析している。問題解決

者にとって規準はそれほど大きな問題ではなく，むしろ技術革新は問題解決能力を変えるし，

個人的な問題解決が自律性の安定化につながる。物語創作者にとって重要なのは自律性であ

り，アイデンティティの一貫性こそがストーリーを形成するという。道具利用者にとっては当

然，技術変化の問題こそが最も大きな問題となってくる。

学習者のリテラシーを形成する上で，この三つの枠組みは，それぞれどのような意味をもつ

図1-４ 学習に必要な基礎能力
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のか，メディア・リテラシーとの関わりで考えると次のような問題が現れてくる。

第一に，知識の規準は，各国の文化によって異なる。各国がその文化の再生産と創造や革新

を行う上で，「成人学習者がどのような基礎的な学習能力をもつ必要があるか」という規準を

どのように設けるかということがリテラシーの内容に関わる第一の課題となる。

第二に，急速な技術の変化は，読み書き算というリテラシーから，マスメディア・リテラシ

ー，そしてコンピュータ・リテラシー，さらにはネットワークのリテラシーの必要性を高める

こととなった。このことは，技術の進歩が，学習のシステムや方法だけでなく，学習能力の高

度化や多様化をも促進することを意味している。これまでは，読み書き算だけが基礎的能力と

してのリテラシーであったものが，これからの時代にはコンピュータのリテラシーさらには，

テレビや人間関係についてのリテラシーも次世代に必要なリテラシーとなる。

第三の自律性は，自分で考える力や他者とのコミュニケーションによる主体的な自己形成の

問題である。基本的な人間関係は，他者との直接的な対話から生じていたものが，メディアの

発達に伴い，手紙や電話というメディアを媒介して行われるようになってきた。また，社会と

の関係やその理解も，地域の対面的で直接的な関係ではなく，新聞やテレビというメディアを

通じて行われるようになってきた現代社会において，市民としての自律性や自己形成に及ぼす

メディアの影響は大きい。メディアについてのリテラシーを持った人とそうでない人とでは，

したがって，市民としての自律性や自己形成のありよう自体が変化していく。

たとえば，コンピュータ・リテラシーの定義において，大串和彦は，「指導者に求められる

情報活用能力」と「学習指導におけるコンピュータの活用」を分けた上で，主体的な学習道具

としての活用に注目し，「教育手段としてのコンピュータ利用」にも，①主体的学習の道具

（発見，思考，伝達，整理，処理，発表，表現，創造）と，②学習指導の道具（ドリル・チュ

ートリアル，提示・演示，データベース，シミュレーション，マルチメディア，グラフィッ

ク，ワープロ，ネットワーク・通信）をわざわざ区別している 。ここで，放送分野における

青少年とメディア・リテラシーに関する調査研究会報告書の定義において，一度は捨象した概

念としての学習者の主体性の重要性をここでもう一度取り上げることにしたい。つまり，この

学習の自律性という概念は，コンピュータも含めたメディア・リテラシーをとらえる上で今後

さらに研究を深めなければいけない概念であるといえる。ヘーストもまた，今後重要となる学

習能力として，①技術的能力，②曖昧さと多様さへの寛容さ，③地域とのつながり，④感情の

管理：動機づけ，感情と欲望の管理，に続く，五つめのキー能力として，⑤主体性と責任

（agency）をあげている 。

⑷ メタ情報処理の学習

もう一つの研究課題は，メディア・リテラシーのより高次の能力としてのメタ情報処理の学

習である。たとえば，メディアの学習では，メッセージをそのまま理解するのではなく，その

状況や伝達方法の理解を通じて，私たちがいかにメディアによって知識や感情が簡単に形成さ

れてしまうか，というメタ情報処理に関する学習も行われている。

実際，映画やビデオ，そして新聞を読んだり，創作する過程では，いかに視聴者や読者を説

得するかという技術をも学んでいくことになる。たとえば，人間の記憶力，経験と常識による

囚われ，情報源や内容への感情，性や年齢といった社会性による制約がもたらす影響について

の理解から，私たちがメディアから情報を受け取るプロセスを学んでいくことになる。推理映

画の例では，主人公が犯人ではないと仮定して映画を見，最後にそうではないことが明らかに

なったとき，次に推理映画を見る際には，主人公が犯人であることも仮定して視聴するように
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なる。あるいは，映画『メメント』は，時間の逆行や順行を行うことを映画のメインテーマと

しており，一つの事件がその生起した順序とは逆の順に記憶を遡るように述べられ，この映画

を視聴した観客は，同じような技術を用いた映画を見ても特に驚かなくなっていく。

こうして，集中と分散，全体と部分，順行と逆行の判断，緊張の活用，関連概念のまとめ

方，深化による定着などのメタ情報処理のスキルを学ぶことによって，我々は，より高度な学

習における手段や方略の処理法を身につけてそのリテラシーを高めていくことができる。

４．進化するインターネットの世界

より高次のリテラシーについての研究だけではなく，現象としてのインターネットの拡がり

の中でも新たな研究は展開されている。

たとえば，バラバシのネットワーク研究を見ると，ネットワークの研究は，量子理論，経

済，電気，テロ，エイズ，生物学，脳研究，バイオなどのそれぞれの研究と関係していること

が示されている。彼の研究は，ランダム・ネットワーク（たとえば高速道路網）の仮説から，

スケールフリー・ネットワーク（たとえば航空便のルートマップ）の世界への仮説を提示して

いる 。

このインターネットにおける科学的研究が提示するものは，メディアをめぐる社会について

の研究が，インターネット世界の研究を通じて大きく変化しているという点である。また，同

時に，社会の研究で前提としていた統計的原理，正規分布モデルがすべての事象にあてはまる

わけではなく，ベキ法則が適用されるベキモデルも多くみられることが示されている。平均が

意味をもたない分布が社会のあらゆる面でみられるのである。

多様な世界におけるハブ的存在の重要性や，8対2の法則（たとえば，「決定事項の8％は

会議時間の2％で処理される」，「アメリカの企業110の7％の取締役が１つだけの企業取締

役にすぎないのに対し2％の取締役が２つ以上の企業の取締役をしている」等）は，ハブ的存

在が世界のアキレス健となること，成長と優先的選択の二つの法則により，ネットワークが形

成されることなどの原理の存在を示している。

他方，ネットワークの分布がベキ法則に従うということは，一部の人々に力が集中し，その

他の人々がその支配下におかれる可能性があることを意味している。インターネットの世界を

含めて，社会への ITの導入において危惧されている「ディジタル・デバイド」，つまり，地

域や階層によるインターネット利用の格差とそれに伴う種々のサービス機会の不平等が生じる

危険性もまたこの研究は示しているのである。

こうしたネットワーク研究が進化する中で重要な点は，メディア・リテラシーの内容として

のメディア世界についての認識そのものを，研究者や行政職，そして教育者や学習者自身が変

えていかざるを得ないことである。

にもかかわらず，メディア・リテラシーの研究に従事し，その政策を策定していく人々が，

こうした世界の変化を学習する機会は少ない。メディアやネットワーク，そして世界のコミュ

ニケーションが大きく変化していることについての，科学的研究がますます重要になり，その

成果がいっそう多くの人々に伝えられていくためにも科学と行政の情報システム自体をいっそ

うオープンなものにしていく必要が生じているのである。
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５．人間と社会の変化に応じたメディア教育

⑴ メディア活用のための学習システムの整備

ネットワーク世界の変化を含め，今後グローバル化していく社会に応じて，メディアを活用

した学習システムをさらに整備することは，日本の生涯学習の発展，世界の生涯学習の発展に

とっても大きな課題となっている。

特に日本の場合，前述のネットワークシステムを活用した学習システムとして，事例研究で

取り上げたインターネット市民塾のような学習者参加型の学習システムへの期待は大きい。

ところが，日本では，学習成果を活かすためのボランティア活動の支援にあたってさえ，各

市町村単位でその運用が停滞している。この状況を解決するには，学習活動をさらに活発化す

る新たな学習支援システムが必要となる。学習成果を社会的に還元するためのボランティアバ

ンクでさえ，地域で活用するために次のような課題がある。１）組織基盤の脆弱さ，２）需要

の不足と掘り起こし努力の不在，３）登録会員の供給不足，４）ボランティア個人の活動条件

の限界，などである。この研究を受けて出された提言では，１）活用の場の開発，２）全国的

なネットワークの整備，３）活動条件の解消，４）ボランティア技術の研修が主たる課題とな

っている 。

たとえば，インターネット市民塾モデルを基礎として全国的展開を図る生涯学習支援システ

ムの整備は各地域の潜在的な指導者となるべき人材に対して，学習成果活用の場の提供を行う

と同時に，地域の産業，文化，教育の創成につながる可能性がある。

そのためには，たとえば，知識材としての人材（Know who）に焦点を当てた学習支援シス

テムを構築する研究（学習者個人の知識の価値を最大限に生かすとともに，個人の暗黙知と，

地域の潜在的な知識を引き出そうとする研究），ITを活用した市民のための人材発見型学習支

援システムの研究（人材を発見し，新たな連携を触発する検索システムの研究により，全国の

地域人材といつでも，どこでも出会い，学習できる学習支援システム）などの研究が今後重要

となろう。

⑵ 技術の進歩に応じた学習法の開発

さらに，今後メディアの技術がさらに進歩することが想定される以上，それに応じた学習法

の開発も重要な課題となってくる。

① グループ学習への活用

今回は，学校教育，社会教育，職業教育を中心に研究を展開してきたが，そこで想定されて

いるのは，個人としてのメディア利用が中心であり，個人としてのリテラシーの能力を前提と

している。しかし，実際には地域によって，あるいは学校によって，集団学習の形態は残され

ていくと考えられる。そうしたグループ学習に適した学習法により，研修，企画，交流，創造

をさらに活発化していくことができる。学習能力についても，個人を想定するだけでなく，集

団ごとの能力があるとすれば，地域や文化，そして学習内容に応じた集団学習能力を考えてい

く必要がある。

② メディア活用能力とそれに応じた技術やアプリケーションの学習の問題

また，今回分析しきれていない点は，学習のプロセスにおいてどのような技術や分析能力が
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必要とされるかである。これは，コンピュータ・リテラシーでは，情報収集において，インタ

ーネット，EMAILを，情報整理では，ワープロ，表計算，データベースなどのアプリケーシ

ョン利用を考えていくこととなるが，概念整理や討議の学習技術，あるいはシソーラスの利用

など，学習のテクノロジーそのものの開発の課題でもある。

③ 分散型のP2P ネットワークによるアドホックな学習支援アプローチへ

P2Pネットワークとは，従来の CLIENT/SERVERタイプのネットワークではなく，デー

タは個人ごとで管理し，直接他の学習者と情報交換を行うためのシステムである。これまで

は，いずれかのプロバイダーによって提供される形態をとってきたシステムも今後は，まった

くの個人単位での利用形態へと移行することが考えられる。そのためにも，より柔軟なアドホ

ック（共通テーマを複数でつくりあげる）型のネットワークを構築し，創造的で知的なコミュ

ニティをこのアプローチによって実現することが考えられる。そうしたネットワークが今後の

知識社会の基盤を形成していくと考えられる。

上記のものに限らず，メディアと学習のそれぞれの技術革新に従い，基礎的な力とされるリ

テラシーそのものもまた変化し，社会における知識の規準は，変化していくにちがいない。知

識規準の変化と，技術革新の変化に応じて，学習者の自律的な力の変化もまた求められるので

ある。

⑶ 国際的なネットワークの中で

19年ドイツのハンブルグで開催された第五回国際成人教育会議の主題は，「成人学習：2

世紀の鍵」である。この中心主題が，共生の道具，権利，楽しみ，共同責任という４つの副主

題の下で検討された。さらに，具体的な1の政策議題の一つとして「成人学習，文化，メディ

アと新情報テクノロジー」が取り上げられている。この議題については，次のような課題への

取り組みの必要性がアジェンダとして採択された 。

「すべての文化的な制度やマス・メディア，新情報テクノロジーへの参加を通じて行われる

成人学習は，成人学習者に重要な機会を提供する。その目的は，効果的な相互コミュニケーシ

ョンを行うことで人々と文化の間の理解と協力関係をつくるためである。個人にとって，自分

たちの文化と地域は，対話と信頼構築の基礎であり，関連づけられ継続できる学習と訓練の基

盤なのである。すべての人々が，単に他の文化のメッセージを受け取るだけでなく，多様な考

え方や文化的な作品，生活の仕方を分かち合えるようになるためには，すべての文化や社会集

団が，コミュニケーションの手段に参加し，近づける努力が必要である。」

そのための具体的な政策項目として，さらに「知的財産の公平な使用の促進」，「図書館及び

文化施設の強化」とともに，成人学習のために果たすべきメディアの役割については「メディ

アや新情報技術と成人学習の間のいっそうの相乗作用の発展」として，次の課題があがってい

る。

① メディアの制度への民主的な視点：民主的な運営と組織形成のために，学習者のメディ

ア運営への参加や，教育者とメディア関係者の研修を行う。

② メディアによる世界の平等性の保障：情報インフラや教育内容や水準において社会的な

格差や地域的な格差の是正

③ メディアの教育的機能の活用：学習活動への参加や維持の機能，多様な学習法の導入と

メディアに対する批判的態度の育成

④ メディアのメッセージ，内容の多様性と水準の保障：世界的に提供される多様な内容と
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あらゆる水準，そして多様なメディアにより，乳幼児から高齢者にいたるまでの年齢層に

応じた教材の改善と開発の必要性

成人学習にかかわらず，青少年を含めた生涯学習のために果たすべきメディアの役割が変化

する一方で，学習者自身もまた能動的にその役割を受けて，メディアを積極的に学習へと活用

する力を身につけていく必要がある。そうした学習機会が提供されれば，学習者自身のメディ

ア・リテラシーも向上することが本研究では小池論文や井上論文で確認されている。さらに，

メディアの受け手の能力が向上すれば，その送り手のリテラシーもまた向上を続けなければ，

コミュニケーションは相互的なものではなくなっていく。特に教育の場面でもそうであり，指

導者自身のメディア・リテラシーの向上がなければ，学習者との相互コミュニケーションは成

立しなくなっていくのである。

メディア・リテラシーとは，メディアを能動的に読みこなし，使いこなし，そして自己の表

現や創造を行う力である。生涯学習に関わる人々が，メディアを含めた学習の道具を使いこな

す基本的な力を身につけて，情報や知識の分析・批判力と創作・創造力を向上させ，問題の発

見と解決，そして新たな社会のシナリオを作りながら能動的に社会に参加していくことによ

り，世界のコミュニケーションはいっそう活発化する。そのための学習システムの整備と政

策，そして人々による主体的活動が，社会の発展と人々の発達を促進すると考えるのはあまり

に楽観的な観測であろうか。

注>

⑴ アメリア・アリナス，20，『みる かんがえる はなす―鑑賞教育へのヒント』木下哲夫訳，淡交社

⑵ 放送分野における青少年とメディア・リテラシーに関する調査研究会，20，『放送分野における青少

年とメディア・リテラシーに関する調査研究会報告書』，総務庁郵政事業庁

⑶ 山本慶裕「メディア環境編」笹井宏益・山本慶裕編，20，『メディアと生涯学習』玉川大学出版部，

3-4頁

⑷ S.ブラウン，P.ドゥグッド，20，『なぜ ITは社会を変えないのか』宮本喜一訳，日本経済新聞社

⑸ 放送分野における青少年とメディア・リテラシーに関する調査研究会，20，５-７頁

⑹ アート・シルバーブラット，20，『メディア・リテラシーの方法』，リベルタ出版

⑺ 大串和彦，19，「教育手段としてのコンピュータ利用とは何か」全国教育研究所連盟『だれもが身に

つけたいコンピュータの授業活用』ぎょうせい，所収

⑻ 放送分野における青少年とメディア・リテラシーに関する調査研究会，20，７頁

⑼ Helen Haste,‘Ambiguity,Autonomy,and Agency:Psychological Challenges to New Competence,’D.

S.Rychen & L.H.Sagalnik,20 ,“Defining and Selecting Key Competencies,”Hogrefe& Huber Pub,

大串和彦，19

Helen Haste,pp.13-17.

アルバート・ラズロ・バラバシ，20，『新ネットワーク思考―世界のしくみを読み解く』青木薫訳，

NHK出版

国立教育研究所『市区町村における生涯学習ボランティアバンクの活性化に関する実証的研究』19，

国立教育研究所

山本慶裕，20，2-3頁
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資 料 メディア・リテラシーに関する参考文献
(20～20年)

１）森田英嗣，20，『メディア・リテラシー教育をつくる』，アドバンテージサーバー

２）石川旺・原寿雄，20，『市民社会とメディア』，リベルタ出版

３）吉見俊哉編，20，『メディア・スタディーズ』sericaarchives，せりか書房

４）笹井宏益・山本慶裕編，20，『メディアと生涯学習』，玉川大学出版部

５）菅谷明子，20，『メディア・リテラシー 世界の現場から』，岩波書店

６）水越敏行編，20，『メディアリテラシーを育てる2世紀型授業づくり』，明治図書

７）倉田敬子編，20，『電子メディアは研究を変えるのか』，勁草書房

８）香取淳子，20，『老いとメディア』，北樹出版

９）藤川大祐編，20，『メディアリテラシー教育の実践事例集 情報学習の新展開ネット

ワーク双書 「総合的学習」シリーズ』，学事出版

1）文部科学省，20，『新しい時代に対応した学校図書館の施設・環境づくり 知と心の

メディアセンターとして』，ボイックス

1）小中陽太郎，20，『メディア・リテラシーの現場から』エラスムス叢書２，風媒社

1）吉永みち子，20，『メディアがつくる子どもたち／子ども世界の変貌 連続シンポジウ

ム『コ・ド・モ?』 見つめ直そう子どもの世界４』，赤ちゃんとママ社

1）名古屋大学情報メディア教育センターハンドブック編集委員会編，20，『情報メディア

教育システムハンドブック』，昭晃堂

1）山口誠，20，『英語講座の誕生 メディアと教養が出会う近代日本』講談社選書メチ

エ，講談社

1）平野よう子，20，『メディア＆フェミニズムリテラシー 沈黙より提言を』，鳥影社

1）アート・シルバーブラット他，20，『メディア・リテラシーの方法』，リベルタ出版

1）鈴木みどり編，20，『メディア・リテラシーの現在と未来』，世界思想社

1）浅井和行，20，『メディア教育と生活科・総合的学習 大学，企業等とのコラボレー

ションから』，日本文教出版

1）菊沢正裕，20，『情報リテラシー メディアを手中におさめる基礎能力』，森北出版

2）井上尚美・中村敦雄編，20，『メディア・リテラシーを育てる国語の授業 2世紀型授

業づくり』，明治図書

2）文部科学省メディア教育開発センター編，20，『教育メディア科学 メディア教育を

科学する』，オーム社

2）菊地家達，20，『総合的な学習に役立つ新社会科学習事典 ６>情報・通信・マスコミ

を調べよう』，国土社

2）水越敏行編，20，『メディアとコミュニケーションの教育』，日本文教出版

2）松野良一，20，『総合的な学習の時間のための映像制作マニュアル メディア・リテ

ラシーとメディア・アクセスの視点』，田研出版

2）全国学校図書館協議会新学校図書館学編集委編，20，『情報メディアの活用 新学校図

書館学５』，全国学校図書館協議会

2）堀田龍也・中条敏江，20，『メディアが身近に感じる情報教育の授業 教師の仕事35
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日：ここから始める情報教育』，明治図書

2）福井県教育工学研究会，20，『学校で拓くメディアリテラシー』，日本文教出版

2）満川尚美，20，『いのちを学ぼう平和学習実践集 ２>いろんなメディアで伝えよう』，

汐文社

2）吉本隆明，20，『吉本隆明のメディアを疑え あふれる報道から「真実」を読み取る

法』プレイブックス・インテリジェンス，青春出版社

3）田中伯知，20，『情報と意思決定 メディア・学習・危機管理』，自由社

3）由井はるみ，20，『国語科でできるメディアリテラシー学習』，明治図書出版

3）和田敦彦，20，『メディアの中の読者 読書論の現在』，ひつじ書房

3）木下百合子・手取義宏，20，『総合学習時代の授業論 社会・メディア・コミュニケ

ーション』，ミネルヴァ書房

3）こどもくらぶ編，20，『情報の選び方・使い方 １>情報ってなんだろう メディア

・リテラシー基礎編』，ポプラ社

3）こどもくらぶ編，20，『情報の選び方・使い方 ２>メディアの真実をさぐろう メ

ディア・リテラシー実践編』，ポプラ社

3）こどもくらぶ編，20，『情報の選び方・使い方 ３>調べ学習の達人になる方法 な

にをどのように調べるか』，ポプラ社

3）こどもくらぶ編，20，『情報の選び方・使い方 ４>情報を発信しよう メディア活

用術ABC』，ポプラ社

3）こどもくらぶ編，20，『情報の選び方・使い方 ５>ネチケットを守ろう 情報社会

のルールとマナー』，ポプラ社

3）伊藤守編，20，『メディア文化の権力作用』，せりか書房

4）保岡裕之，20，『メディアのからくり 公平中立を謳う報道のウソを暴く』，ベストセ

ラーズ

4）毎日新聞社編，20，『開かれた新聞 新聞と読者のあいだで』，明石書店

4）斎藤俊則，20，『メディア・リテラシー情報がひらく新しい世界』，共立出版

4）吉岡逸夫，20，『なぜ記者は戦場に行くのか 現場からのメディアリテラシー』，現代

人文社

4）日垣隆，20，『情報の「目利き」になる メディア・リテラシーを高めるQ&A』，

筑摩書房

4）佐藤洋一，20，『実践・国語科から展開するメディア・リテラシー教育 2世紀型授業

づくり』，明治図書

4）佐賀啓男編，20，『視聴覚メディアと教育』，樹村房

4）小川吉造，20，『高校の情報教育 メディアリテラシーを学ぶ』，黎明書房

4）諸橋泰樹，20，『ジェンダーの語られ方，メディアのつくられ方』，現代書館

4）毎日新聞「情報デモクラシー」取材班，20，『個人情報は誰のものか 防衛庁リスト

とメディア規制』，毎日新聞社

5）橋本純一編，20，『現代メディアスポーツ論』SEKAISHISOSEMINAR，世界思想社
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公立学校の財務・会計と学校の自律性

本多 正人

１．問題の所在

中央教育審議会の答申を直接の契機として，公立学校の設置管理者には学校運営に自律性を

もたせることが求められている（中央教育審議会 19）。ある組織が組織内の下位レベルに決

裁や事務の執行に関する権限を委任・委譲することで組織全体としてのパフォーマンスの向上

や能率・効率の追求を図るという意味で，これを教育改革における「学校の自律性」モデルと

呼ぶことができるとするならば，その自律性の具体的な内容は多様であるとしても，もっとも

基礎的な側面として予算の執行等の財務面での自律的な運営がどこまで可能なのであろうか。

従来の日本の公教育財政論は，政府の公財政支出に占める教育関係費の分析，あるいは義務教

育費国庫負担制度に代表されるような国の教育財政制度ないしは政策のあり方を研究の主たる

対象とすることが多く，本稿でとりあげるような学校の財務事務はあまり扱われてこなかっ

た⑴。つまりこれまでは教育財政政策，ないしは国を中心とした補助金等の教育財政制度の研

究がメインストリームであった。教育財政にかぎったことではない。地方自治体の財務事務は

従来，行政の内部管理論あるいは執行過程の領域として，基本的には官僚制内部の自主的な統

制にゆだねられてきたのであり，たとえばそこには住民・納税者によるコントロールの契機を

欠いていた（隅田 19）。だが，近年の行財政構造改革にあっては，主権者・住民・納税者等

への説明責任（アカウンタビリティ）を果たさせるための必要条件として，地方自治体の財務

事務もまた改革論議の俎上に載せられている。同様の論理で，本来的に教育行政の内部管理に

属する事象についての民主的コントロールのあり方やその可能性が議論されてもおかしくはな

いはずである。端的に表現するならば，教育行政のガバナンス改革として学校の自律性モデル

をとらえるべきだということになるが，その前提として実態の把握をしておく必要がある。

なお，本稿にいう学校財務とは公立小中学校での財務事務を指している。ここで公的部門の

財務の概念を明確にしておくために，地方自治法の「第２編普通地方公共団体 第９章財務」

を参照してみたい。そこで列挙される事項は，会計年度及び会計の区分，予算，収入，支出，

決算，契約，現金及び有価証券，時効，財産，住民による監査請求であって，財政に関する事

務，財の管理・運営などの一般的な用いられ方よりも広く捉えられている。学校財務の代りに

「学校会計」という用語も考えられるが，これはすでに専門的な実体をもった分野として学校

（法人）会計がすでに確立しており，文部大臣が定め，私学助成を受ける私立学校の設置者が

会計処理の際によるべき基準たる学校法人会計基準もあり，そこでは後述するような発生主義

や複式簿記など，企業会計での原則が取り入れられている。さらに会計事務なる用語には予算

編成や予算管理の機能が含まれていない。また，個別の公立学校が学校財政といえるほどの制

度構造をもっているとも言い難いので⑵，本稿では教育委員会の予算配当をもとに行われる個

別学校における予算配分とその執行ならびに決算までの一連の事務を指すという意味で学校財
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務としておこうと思う。もっとも，教育委員会への予算要求の前提として個別学校が予算案を

作成しているかどうか，または学校の予算執行について決算報告がなされているかどうかなど

はそれぞれの自治体や学校によってまちまちであり，しかも学校予算はあくまでも教育委員会

所管の予算の一部であって，学校では予算差引簿に支出額を記帳し整理して報告するという，

いわゆる経理事務的な要素しかなしえない場合が多く，したがって学校財務の中心的な内容

は，学校における予算の執行（そのもとになる契約）であるといえるが，研究対象としての学

校財務を想定する際には教育委員会レベルの財務運営も考察対象に据え，広がりをもたせてお

く必要がある。

ところで，教育財務という概念について清原氏は，それが自治体財務の一環であり，上記の

ように地方自治法その他の法令によってどの自治体でも財務事務の構造は同じであるが，教育

委員会や学校単位での財務の実態は多様であると指摘する（清原 20：17）。しかし，一般

的には次のようなことがいわれている。まず，学校に配当される予算は教育委員会所管の予算

を多くの場合機械的に再配当しているにすぎず，個別の学校固有の状況や教育計画を考慮して

配当されるわけではないこと，そもそも学校（長）の権限で契約締結，支出が認められる種類

やその金額が非常に制約的であること，学校に配当される予算は経費の性質ごとにあらかじめ

分類されており⑶，執行の過程でそれぞれに過不足が生じても容易には調整が認められていな

いこと，などである。学校の自律性モデルと現実態との乖離はまさにこの点にある。学校にお

ける財務事務の領域は，前述したような教育改革・学校改革モデルの一つ，「学校の自律性」

モデルの実施過程でもある。そこで本稿では，学校財務のあり方に注目してこのモデルを多面

的に考察するための論点を提示したいと思う。

以下ではまず学校の自律性確立の論理を公立学校の財務事務のあり方からアプローチする本

稿の観点を示したうえで，筆者が平成1年７月に全国の市および特別区の教育委員会事務局に

対して行ったアンケート調査（調査対象：68教育委員会）の概略を紹介し，最後に今後の課

題を指摘する。

２．公的部門の財務・会計制度改革論と学校の自律性モデル

前述のような学校の自律性モデルのロジックから本稿が学校の財務事務を取り出す際に留意

しておくべき観点は，第１にこれが文科省での政策アジェンダとなりつつあること，第２に米

国の研究動向からみても無視できない共通課題であること，第３にニュー・パブリック・マネ

ジメントとして包括的に表現されるような政府部門の行財政改革とそれに伴う公会計システム

改革からの影響，などをあげることができる。

第１点目として，こうした学校の自律性確立のロジックが，単に審議会答申での提言にとど

まらず文部科学省にとっても具体の政策アジェンダとして認識されるようになってきているこ

とは，平成1年度全国市町村教育委員会教育長会議における文部科学大臣挨拶の中に次のよう

な発言があることからもあきらかである。

皆様方におかれては，こうしたことを踏まえ，地域の実態等に応じた様々な施策を主体

的に推進していただきたいと思います。また，学校管理規則を見直し校長の裁量権を拡大

することや，校長が自由に使える経費を措置するなど，学校を支えるための具体的な施策

を進めていただくようお願いします。（文部科学省 20。なお，下線は引用者。）
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一方の地方自治体では，上記の引用文からわかるとおり校長の予算執行等に関して，従来あ

まりにも裁量権がなかったことに鑑みてこれを改善するための試みにとりくむ教育委員会が出

始めている（朝日新聞 20）。高校は比較的多額の予算を執行してきたことから，小中学校に

ついていわれるほどにはこの種の問題性が指摘されることはこれまでさほどなかったが，近年

のこうした動向のなかでは高校も例外ではなくなりつつある（読売新聞 20）。いずれにして

も校長の予算執行権が確立されることに寄せられている期待は大きい。

第２点目は，すでにこれが8年代後半以降のアメリカで School-Based Managementとし

て知られてきた改革モデルに近く，効果や問題を類推できると考えるからである。すなわち民

間の企業経営手法を参考にして，校長をマネージャークラスとみなして予算編成や執行の裁量

権を大胆に与えることで当該部門のインセンティブを高めようとしているが⑷，おおまかにい

えば8年代半ば，アメリカの教育改革では教員の質の管理，学習内容の拡充強化，成績基準の

引き上げなど，一貫して地方の教育委員会への統制が強まる方向で各州の施策が展開されてき

たことの反動として，各学校レベルを活動単位として再認識するアプローチが注目を集めたの

が8年代終わりから9年代の状況であった。しかしながら，財務面（financing）での裁量や

このモデルのために特別に予算（すなわち金銭的な資源投入）が拡大されたとは言い難く，さ

らにいえば改革モデルとしての School-Based Managementの実行にどれくらいのコストが

かかったのかを把握することすらなかなか難しい状況にある（Summers & Johnson 19）。

つまり，そもそもアメリカの公立学校財務データが他州の学校区・地方自治体などと比較可能

な形で提供されるようなシステムになっていないという限界がある。この点は次に述べる第３

の観点にも関連している。

第３点目は，イギリス，アメリカ，オーストラリアなどの諸外国で8年代以降実施されてき

たいわゆるニュー・パブリック・マネジメントの動向を踏まえる必要性，である。ニュー・パ

ブリック・マネジメントの与件として下位組織への権限委譲が行われることが学校の自律性モ

デルと共通するのはもちろんのこと，行政サービス提供においても可能な限り市場化を導入し

ようとする試みや，国民・住民を顧客とみなしたサービス改善，官民とのコスト比較や成果重

視の行政サービス評価などを中心としていて，日本でいえば，PFI事業やエージェンシー（独

立行政法人）の導入はイギリスやニュージーランド型の，地方自治体の行政評価，事務事業評

価またはバランスシート作成などには行政部門の効率性・有効性を成果（アウトカム）によっ

て図ろうとするアメリカ型の影響をみることができる。イギリス・ニュージーランド型とアメ

リカ型との違いを詳述する余裕はないが⑸，いずれの場合でもこの改革に伴って行政サービス

のコストを把握するために公会計システムの改革も求められている。日本の現行公会計制度が

抱える問題点としてよく指摘されるのは，それが単式簿記，現金主義（論者によっては企業並

の完全な発生主義ではないという意味で修正発生主義）をベースにしている点である。アメリ

カについていうならば，学校区も含めた地方自治体の財務情報の公開にあたっては公的部門の

会計基準たる政府会計基準審議会（GASB＝Governmental Accounting Standards Board）

などが作成しており，この基準に従ってストックに関するコスト情報を明示できる複式簿記に

よりながらも基本的には修正発生主義の原則がとられてきた。さらにはこれに発生主義会計の

導入あるいは固定資産の減価償却の方法などの見直しによって，財務情報としての精度をより

高める工夫にとりくんでいるところであるが⑹（GASB 19），本稿の関心からいえば，あく

まで地方自治体としての学校区が投資家や住民向けに財務状況を説明するための取り組みであ

って，個別学校ごとに経費を特定したうえで教育政策の有効性を計ろうとする努力が学校区に

おいてなされているわけではなく，教育財政学研究者からはこの点のデータ収集の必要性が唱

公立学校の財務・会計と学校の自律性
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えられているところである（Goertz & Odden 19）。なお，これに関して日本の状況をみれ

ば，東京都が全都立高校について平成1年度にバランスシートを作成する予定であり，試行的

に８校分の平成1年度のバランスシート（行政コスト計算書，キャッシュフロー計算書を含

む。）を作成・公開している。（『内外教育』20：1，東京都教育庁 20）。

以上述べてきたようなことから今後の日本の公立学校財務研究には次のような示唆を得るこ

とができる。第１に，学校の自律性を中心とした学校改革が具体的にどの程度の広がりをもっ

ているのかをまず把握することが必要である。さらには，各学校における教育コストを比較可

能な形で整理することが求められる。たとえば学校給食サービスや夜間警備など教育の周辺的

な部分についてのコスト算出は割合よくおこなわれているが，教育事務の本質的な部分につい

ては，現在のところ純粋な民間部門での代替可能性がないこともあって意識されることはほと

んどない。後で述べるように，学校ごとの配当予算のデータや地方交付税の単位費用または学

校運営費標準を用いてある程度の推計はできるが，それだけでは教職員の人件費など大きな項

目での実際のコストが把握できない。まして基幹的な教職員の給与が県費負担と国庫負担とで

まかなわれているために，公立小中学校の設置者たる市町村にはそうしたコスト計算をするこ

とのインセンティブが働かない。したがって，仮に市町村がバランスシートなどを作成し納税

者・住民に財務情報を提供することができたとしても，身近なところで日常的に受けているサ

ービスについてイメージすることが難しく，行政担当者にとっても個別行政サービスの現状を

他の自治体と比較検討することが容易ではないのである。前述のような都立の各学校でバラン

スシートが作成されたことの意義の一つとして東京都が説明しているように，従来の統計デー

タ（たとえば文部科学省の『地方教育費調査報告書』など。）ではわからなかった高校の学科

別の教育コストが，土地や校舎等のストックに関する部分を含めて推計できるという点に注目

することができ，同様のことが小・中学校においてはまったくあてはまらないと断じる特段の

理由はない。第３に，しかし，こうしたコスト算出の試行を必ずしもコスト削減圧力と結びつ

ける必要はないのであって，それがどのように活用されるかはまさしく教育や学校のガバナン

スのあり方として，当面のところは当該行政サービスを提供する組織機構がどのようなタイプ

のガバナンスを目指すのかという点にかかってくる問題と考えられる⑺。

以上，いずれの課題もこれを実現するには多くの労力を要するが，まずは第１の課題，すな

わち学校の自律性モデルに即した学校予算の改革がどのような広がりをもっているか，などを

中心として現状分析を手がかりとすることから始めることが求められよう。よって以下では筆

者が行った地方教育委員会への調査を紹介しておきたい。

３．公立学校の財務に関するアンケート調査

⑴ 調査の概要

この調査は，公立小中学校の財務事務の実状がその所管の教育委員会の取り組みによって大

きく異なっているという現状をふまえ，ある程度の学校数を有していると考えられる市および

特別区の教育委員会において，学校の財務事務に関してどのような運用がなされ，また学校の

自律性確立を促すための施策がどのように展開されているかを明らかにするために実施したも

のである。なお，先行研究として同様の質問項目を含む調査がすでに実施・報告されているが

（河野・千々布 20），サンプルのとり方が違っているため本稿ではとくに言及しない。

本調査の回収数は56，回収率は8.5％であった。回答があった自治体の種類ごとの内訳は

末尾の参考資料に掲げるとおりである。また，所管する小中学校数別の分布を表１に示す。

174



質問事項は，末尾の参考資料に掲げたとおりである。フェイスシートについてのみ言及して

おくと，問Ｂ～Ｅは一般部局において近年の行政システム改革への取り組み状況をたずねてい

る。また地方自治体の行政組織内部において上位の組織・機関から下位の組織・機関へと権限

を委譲する試みは教育行政のみに固有なものではないであろうとの認識のもとに，他の出先機

関等への権限委譲の実際について質問したのが問 Eである（複数回答）。そこでもっとも回答

数が多かったのは図書館長への権限委譲である。なおこれに関しては，具体的な数はわからな

いものの，全庁的に決済規程の見直しを図っている自治体が相当数含まれているはずであり，

庁内分権ともいうべきこうした傾向は，後に述べる学校長の支出負担行為の専決額との関連で

再度ふれることにする。

⑵ 学校の自律性確立のための予算

前述したように地方教育委員会の中には学校がその教育活動において独自性を打ち出せるよ

うに配慮した予算等の配分を行っているところがある。本調査ではこれを仮に自由裁量予算と

呼ぶことにし，その実情を尋ねている。およそ３割の教育委員会でそうした予算枠がもうけら

れていることがわかった（問２）。事業名称は「特色ある」または「魅力ある」学校づくりを

冠したものが圧倒的に多く，14件あった。ほかに，新教育課程，ふるさと学習，総合的学習

の時間などへの対応事業として行われているものも5件ある。この自由裁量予算総額の分布は

表２のようになった。

ところで，ここで注意を要するのが，従来配当をうけてきたその学校の予算全般について大

幅な裁量を認めるのか，それとも特定の（事業）枠を設定してその該当部分を執行する場合に

のみ自由な裁量を与えるのか，といった問題である。すなわち総合学習支援のための自由裁量

予算ということであれば，一定枠の中だけでの自由裁量予算ということになる。この自由裁量

の範囲を確定すること自体も今後の課題であるが，本調査では学校予算全体にかかる自由裁量

を認める教委はまだ少ないとの判断から，特定の枠内での自律性付与についても自由裁量予算

に含めることにした。

また，学校の自由裁量予算についてどの学校にも一律の金額を交付している例があり，これ

表１ 小中学校数別の回答数

小学校数別の回答数 （％） 中学校数別の回答数 （％）

全体 50 10.0 50 10.0

５校未満 5 0.9 15 3.5

５校以上1校未満 13 2.6 27 4.6

1校以上2校未満 28 4.3 8 1.6

2校以上3校未満 5 1.0 3 6.1

3校以上5校未満 5 8.9 1 2.5

5校以上10校未満 2 4.6 7 1.2

10校以上10校未満 4 0.7 3 0.5

10校以上 6 1.1 0 0.0

不明 6 6

n 50 50
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などは特定の枠内での自由裁量の典型的な例であるといえる。

当然ながら所管する小中学校数が異なるためこの結果から一概に傾向性をいうことはできな

い。なお，１億円を超えるような大きな数字がでているのは，前述のように通常の学校配当予

算のあり方を見直し，これまでの学校予算そのものを自由裁量予算へと組み替えた教委がある

ためである。この場合は大幅な内部事務処理手続きの見直しも必要となるが，これに対し比較

的容易に学校の自由裁量予算を設ける方法として，補助金の形態を活用して校長名義の個人口

座に振り込み，年度末には一般の補助金事業と同様に事業終了報告（決算報告）を求めるとい

うことが考えられる。しかしながらこの方法でもまったくのフリーハンドが与えられるわけで

は必ずしもない。自由裁量予算といっても執行にあたっては従来の配当予算と同様の手続きに

従うことが求められる場合が少なくない（問２ SQ７参照）。

⑶ 学校への予算配当の現状

周知のように，教育委員会がその所管する各学校で使用できる予算の配当額を算出するには

いくつかのパターンがある。学校からの予算要求を受けてそれに基づいて配当額の決定をする

場合，教育委員会事務局の留保分を除いた教委所管予算に各学校の児童・生徒数，学級数，校

舎面積等ごとにあらかじめ設定した比率をかけて一律に算出する場合，また教材等で公費負担

表３ 一律額配賦方式の金額（問２ SQ５）

全体 5 10.0(％)

５万円未満 2 3.8

５万円以上2万円未満 1 2.3

2万円以上5万円未満 1 2.4

5万円以上8万円未満 1 2.6金

額
8万円以上10万円未満 2 3.8

10万円以上10万円未満 6 1.3

10万円以上30万円未満 1 1.9

30万円以上 1 1.9

不明 4

n 5

表２ 学校自由裁量予算の総額（問２ SQ３）

全体 10 10.0(％)

10万円未満 1 5.3

10万円以上30万円未満 5 2.9

30万円以上50万円未満 3 1.9

50万円以上1,00万円未満 4 2.1金

額
1,00万円以上3,00万円未満 3 1.5

3,00万円以上5,00万円未満 6 3.2

5,00万円以上１億円未満 2 1.1

１億円以上５億円未満 4 2.1

５億円以上 2 1.1

不明 1

n 10
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とする物品等の範囲や単価の基準をあらかじめ設けておいて学校ごとに算出する場合，などが

考えられる。本調査では，問１で学校運営費標準があるかどうかを尋ねた。およそ1％の教委

は学校運営費標準をもっていることがわかる。もっとも，学校運営費標準それ自体は，公教育

費における教材等の私費負担を軽減するために作成されてきたという経緯があるから，これ以

外に学校配当予算額を算出する際の基準となりうるものとしては，地方交付税の単位費用があ

り，実際これも多くの自治体で学校配当を積算するときの基準として用いられている。

学校ごとの配当額の決定を受けて各学校では当該年度の執行予算を組み物品等の購入等をお

こなうわけであるが，この執行手続きもいくつかのパターンがある。まず学校には使用可能な

予算額のみを示しておき，具体の物品等の購入に当たっては学校からの申請にもとづいていっ

さいの売買契約等を教育委員会事務局が行う場合，専決規程等で校長の専決が認められた額ま

でなら学校で契約締結をし，支出命令書の作成もできる場合，または，専決が認められた額の

範囲内であっても一定額以上の場合は教育委員会との合議を条件とする運用をしている場合，

などである。いずれにしても，その額が少額であることと，軽微な施設の修繕を除いて多くの

場合工事にかかるものは学校長での契約を認められていないということはよく指摘されてきた

（清原 20：19）。

今回の調査によれば，次のような実態が明らかになった。まず，問３と問４の結果から物品

購入または工事契約のいずれかで校長の支出負担行為が認められているかどうかを集計する

と，校長に支出負担行為を認めている教委数は39であり，認めていないという教委は26（不

明1）であった。なお，物品購入については支出負担行為を認めるが，工事契約については教

育委員会での執行となっているケースが多い。次に，支出負担行為が認められている一件あた

りの金額をみると，物品購入，工事契約いずれにおいても2万円未満の範疇にはいる教育委員

会が圧倒的に多い。物品購入については５万円未満に入る教委が8.5％になっており，別にこ

れを1万円で区切って集計しなおしてみると０～1万円未満は9教委，2.7％となった。およ

そ３割は1万円未満の金額で支出負担行為の限度額が定められているということがわかる。

校長が行いうる支出負担行為の額（あるいは運用面での問題として学校で直接購入できる限

度額）をどの程度に設定するのが妥当であるのか一概にはいえないものの，このような調査研

究を蓄積していくことで，各学校，教委の実態に見合った合理的な範囲というものを明らかに

することができるものと思われる。

ところで清原正義氏は，学校財務・予算の改革の前提として，学校運営における裁量拡大が

表４ 校長の支出負担行為可能額（問３，問４）

物品 (％) 工事 (％)

全体 31 10.0 10 10.0

５万円未満 2 8.5 5 3.8

５万円以上2万円未満 18 5.8 5 4.4

2万円以上5万円未満 9 2.7 3 2.2金

額
5万円以上8万円未満 2 6.0 1 1.3

8万円以上10万円未満 9 2.7 1 0.8

10万円以上10万円未満 7 2.1 9 6.9

10万円以上 4 1.2 6 4.6

不明 2 2

n 31 10
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制度的に保障される必要があるといい，具体的には⑴多くの教育委員会で行われている積算型

の学校配当や配当される経費の範囲を見直し，標準的な配当予算とそれ以外の事業予算とで構

成するようにし，学校からの予算要求や予算計画のしくみを機能させること，⑵現時点で学校

裁量拡大の先進的な事例としてみられるような予算執行での弾力的運用（たとえば節間の流用

を認めるなど。）を一歩進めて，学校には予算の総枠のみを示し，予算計画を学校の裁量にゆ

だねる予算計画策定方式を採用すること，⑶校長の専決額を引き上げるとともに学校における

予算執行の手続きを明文化するなどの諸規程の整備をすること，などを提言している（清原

20：14-16）。本研究の趣旨とも関連する重要な指摘である。そのうち３番目の点にかかわ

って本調査では，一般的な財務規定（財務規則）とは別に学校での予算執行の特殊性に配慮し

た学校財務規定の整備状況を尋ねている。「現在はないが，策定する予定がある」を含めて学

校財務規定を策定済み，または策定中の教委は２割に満たない（問６参照）。

以上のような調査結果から，学校の自律性モデルの条件として，財務に関する諸権限の拡大

が求められるのは必然的な結果であることは明白である。しかしながら，これが公立学校のパ

フォーマンスを上げるための戦略となるのか，保護者・住民への説明責任を果たすための措置

にとどまるのか，あるいは民間部門との競争を前提とした行政部門の市場化に至る道であるの

か，いまだ定かではない。ただしどの場合にしても，「１：問題の所在」で述べた点と関わっ

て共通して次のようなことがいえる。すなわち，学校の自律性モデルの財務面での表現が，た

とえば総合学習など特定事業の枠内，あるいは補助金として給付された枠内での自律性である

のならば大勢はおそらく変わらないと思われる。また，個別学校の教育コストがある程度の精

度で把握できれば，保護者・住民にとっても単に行政の内部管理の問題としては無視できない

情報を提供することになる。この点は今後の課題であるが，以下に考え方の基本的枠組につい

て言及しておきたい。

４．学校の自律性モデルの課題―ガバナンス改革の視点―

筆者は，前述した清原氏が提示する課題に加えて，社会全体のガバナンス改革の方向性に即

した視点も準備する必要があると考える。すなわち，政府が公的部門を独占的に運営しそれへ

の信頼がおかれていた近代国家システムが政府による統治であったとすれば，その非効率性や

独善性が広く問題視されるようになった現代社会におけるガバナンスとは，政府以外の公共セ

クターや民間部門，ボランティアなどを含めたアクターによる統治である（宮川・山本編

20：1-1）。米国のチャータースクールが注目を集めているのは，半官半民の学校が公費で

運営されているといった理由にあるだけではなく，学校の管理運営ばかりか設立の過程そのも

のにも利害関係者すなわち，保護者や教職員が深く関与することができるという点にある

（Finn訳書 20）。公立学校という組織体のガバナンスをどうするかという視点を抜きにして

学校の自律性拡大を進めれば，行政システム内部で完結した学校管理のシステムをつくりあげ

るということにすぎない。したがって，次のような問題点を指摘できる。学校の自律性を拡大

することは，確かに望ましいことには違いないが，しかし，下位組織の長に権限を付与し相対

的に自由な活動を認めることは，それだけ政治システムという行政の統制を期待されたシステ

ムからの影響を排除していくことを意味する。学校の予算執行を例にとるならば，議会の議決

を経た予算を行政の裁量で変更できることになれば，すでに述べたような地方自治体の財務会

計の現状に照らして住民のコントロールはますます働かなくなると予想される。もっとも，住

民によるコントロールは議会を通じた関与にかぎらないので，昨今の政策評価が行政内部での
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事務改善にとどまらず住民にもわかりやすい個別政策の成果・効果の説明として位置づけられ

るべきと考えるならば，これによってもまた住民による監視機能は高まる。ただしその場合に

も，住民等の利害関係者にどのような情報が提供されるかが重要である。

以上のような観点からいえば，学校財務における自律性の拡大は，行政における裁量の余地

を拡げるだけではなく保護者・住民への説明責任を伴うものとして構想される必要がある。具

体的にいえば，個別の学校の財務に関する情報が開示されることであり，かかる情報には実際

に教育サービス提供に要するコストに関する情報が含まれる必要があるだろう。日本の公教育

費支出の統計資料においては，人件費までを含めた個別学校の教育コストのデータ，あるいは

各教科ないしは活動別の総コストに関するデータはない⑻。また，この情報をいかに活用して

教育行政の効率性，有効性を高めるかを検討していく必要がある。どのような目的や意図をも

ってこうした情報を活用するかは，それぞれの自治体や学校のガバナンスの態様によって異な

ることもあろうが，そもそも学校ごとの決算情報が当該学校内部でさえ有効に活用されている

とは言い難い現状はふまえておく必要があろう。以上のような観点から，さらに調査等によっ

て具体的な計数を収集し分析していくことが本研究の今後の課題である⑼。

※本稿は，日本学術振興会科学研究費補助金（基盤研究C⑵「公立学校財務に関する日米比較研究 財

務データ分析のための指標開発 」研究代表者：本多正人，平成1年度～1年度，課題番号

1604）の交付を受けて行った研究成果の一部である。

注>

⑴ 学校運営問題研究会（18），教育開発研究所（19）などの実務家向けのテキスト等を加えればある

程度の蓄積があるとはいえるけれども，先行研究としてみればわずかに，小川（19），清原編（20），

河野・千々布（20）などがあるくらいである。

⑵ ただしアメリカでは school financeという用語はむしろ一般的であるし，また，財務と財政も finance

が用いられる。このあたりの理解とその意義についてはいずれ改めて検討したい。

⑶ 地方自治体の歳出予算は，地方自治法の定めるところにより款（たとえば「教育費」など。），項（たと

えば「小学校費」など。），目（たとえば「教育振興費」など。），節（たとえば「需用費」など。）の区分

がある。このうち節の区分は2種類と決められていてその区分は自治体での変更はできない。自治体によ

っては細節という区分を設けて節をさらにこまかく分類して運用しているところがある。なお，款，項の

区分は議会での議決の対象となるが（議決科目），目と節の区分はそうではないため（執行科目），成立し

た予算を執行する過程で節の間での過不足の調整（予算の流用）は行政の裁量に委ねられているが（款相

互間の流用は法禁されているが項の間での流用は予算で定めておけば可能である。），概して厳格に運用さ

れている。

⑷ 8年代にはフロリダ州やカリフォルニア州の事例，9年代にはケンタッキー州の事例，そして現時点で

はニュージャージー州の事例などが注目されている（本多 19，葉養 20，Roellke & Rice（eds.）

20）。

⑸ 行政サービスの市場化を推進し行政のパフォーマンス評価を予算編成とも連動させるニュージーランド

型や業績測定中心のアメリカ型との方向性の違いなどについては，大住（19）が詳しい。

⑹ 連邦政府については連邦会計基準諮問委員会（FASAB＝Financial Accounting Standard Advisory
 

Board）が，また学校区も含めた地方政府については政府会計基準審議会が作成しており，いずれも一般

に公正妥当と認められた会計原則（GAAP）として受け入れられている。なお，アメリカの地方政府にお

ける会計単位は基金ごとに複式簿記によって経理され財務諸表が作成されるという特色があり（基金会

計＝fund accounting），①政府基金（governmental fund，），②事業会計（proprietary fund），③受託基

金（fiduciary fund）に分けられ，それぞれが複数の基金から構成されている。学校区でいえば，①一般

的な教育あるいは特殊教育に費消する資金ないしは学校建設のための学校債による収入・負債の管理など

が該当し，②給食サービスや書籍販売など企業的な活動に伴う資金の出入りを管理し，③では受け入れた

寄付金の管理や奨学金の基金の管理などを行っている。教育という機能の内部でも機能別の基金ごとの経

理が行われることにより，それぞれの活動の目的に即したアカウンタビリティの確保が図られるようなシ

ステムは，日本ではもちろんなじみのないものであるが，会計区分という点では日本の地方自治体におい
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ては一般会計と特別会計または普通会計と地方公営事業会計の区分があることは周知の通りである。とこ

ろで GASBが目指すさらなる公会計システムの改革とは，当該自治体が基金ごとに修正発生主義ベースで

作成する財務諸表に加えて政府全体での発生主義ベースの連結財務諸表の作成と財務業績等に関する分析

などを追加するというものであるが，詳細については福島（20）などを参照。

⑺ こうしたデータを活用した研究の方向性を示しているものとしては，たとえば Rubenstein & Iatarola

(20）などがある。

⑻ アメリカにおいても，人件費等を含めた個別学校の財務データが比較可能なフォーマットで利用できる

ようになっている州はきわめて少なく，かかるデータ収集が教育財政学研究の課題の一つとされている

（Bush and Odden 19）。

⑼ たとえば，今後各学校で作成される学校評価の報告書にもそうした事柄に関する事項が含まれるような

工夫もされてよいのではないかと考える。
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資料：公立学校の財務に関するアンケート調査

対象：全国の市・特別区教育委員会事務局の学校財務担当者。

方法：郵送による質問紙調査

調査実施期間：平成1年８月

調査対象 回答数(回収率) 内 訳

68 56(8.5％) 政令指定都市1 中核市 2 特例市 3 普通市45 特別区 2

Ⅰ 貴自治体の行政全般に関してお尋ねします。

問Ａ 自治体名および平成1年５月１日現在の小・中学校数及び教職員数をお教え下さい（下に

お書きください）。

自治体名 市

公立小学校数 校（分校を除く）

同上中学校数 校（分校を除く）

同上小・中学校教員数（本務者） 名

同上学校事務職員数（本務者） 名

（うち負担法による事務職員 名）

問Ｂ 貴自治体では政策評価（行政評価・事務事業評価などを含む）を実施していますか。

N＝59

１：実施している 17（3.9％）

２：実施していない 27（4.7％）

３：現在は実施していないが，近く実施する予定がある 15（2.5％）

SQ 問Ｂで「１：実施している」と回答された方にお尋ねします。実施年度とその名称（特に

なければ根拠条例または要綱等の名称でも結構です。）をお教え下さい。（下にお書きください）

⇨ 昭和・平成 年度より

⇨ 名称：

問Ｃ 貴自治体では，いわゆる事業別予算※を実施していますか。次の１～３のうちあてはまる

ものを一つ選んでください。 N＝53

※ここにいう事業別予算とは，予算科目の「節」で示される性質別予算を積み上げただけでなく，

事業ごとに予算の見積要求，編成査定，執行が一貫して行われるような予算方式で，事業ごとの

必要経費がわかるような様式の予算書を指します。

１：実施している 49（7.6％）

２：実施していない 13（1.7％）

３：現在は実施していないが，近く実施する予定がある 2（3.7％）

問Ｄ 貴自治体ではバランスシートを作成していますか。次の１～３のうちあてはまるものを一

つ選んでください。 N＝51

１：作成している 31（5.7％）

181

公立学校の財務・会計と学校の自律性



２：作成していない 16（3.3％）

３：現在は作成していないが，近く作成する予定がある 3（6.0％）

問Ｅ 貴自治体では，小・中学校以外で下記に掲げるような機関の長の予算執行に関する権限を

拡大（たとえば当該機関の長の決済で支出（契約）できる金額を引き上げたことなどを意味して

います）したことがありますか。次の中から該当する機関にすべて○をつけてください。

N＝51(38)

⑴図書館 9 ⑵公民館 7

⑶コミュニティセンター 2 ⑷市（区）民センター 2

⑸保健所（保健センター） 5 ⑹福祉事務所 6

⑺上記以外（具体的にお教えください） 4

Ⅱ 貴教委管下の小・中学校の財務事務に関してお尋ねします。

問１ 学校への当初予算配当額や教育に要する費用の公費負担分を算出する際に用いるための

「学校運営費標準」のようなものがありますか。次の１～３のうちあてはまるものを一つ選んで

ください。 N＝55

１：ある 8（1.3％）

２：ない 49（8.6％）

３：現在はないが，策定する予定がある 1（3.1％）

SQ１ 問１で「１：ある」と回答された方にお尋ねします。それが策定されたのはいつ頃です

か。

⇨ 昭和・平成 年度

SQ２ 問１で「２：ない」と回答された方にお尋ねします。その場合，学校への配当予算額の

積算の根拠となっているものについてお教えください（たとえば「地方交付税の単位費用を基準

にする。」など，具体的に下にお書きください）。

⇨

問２ 貴教委では特色ある学校づくりのため，あるいは学校の自律性を確立するために，通常の

学校配当予算よりも自由に学校が執行できるような予算枠を設けていますか。次の１～４のうち

あてはまるものを一つ選んでください。 N＝54

１：ある 19（3.7％）

２：かつてあったが廃止した ８（1.4％）

３：ない 36（6.4％）

４：現在はないが計画中 2（3.7％）

SQ１ 問２で「１：ある」と回答された方へお尋ねします。その名称（事業名等）があればお

教えください（お手数ですが複数ある場合は全部，下にお書きください）。

⇨

SQ２ 問２で「１：ある」と回答された方へお尋ねします。問２でお尋ねした，通常の配当予

算よりも自由に学校が執行できる予算枠の導入に際して，誰がその施策の推進者でしたか。貴職

の認識において強く推進していたと思う職・団体を次の①～⑩の中から導入に際しての影響が強

い順に３つ選んでください。 N(１番,２番,３番)＝(16,15,14)
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①市（区）長 （2,1,1） ②教育長 （12,4,1） ③教育委員（長） （５,1,９）

④担当 課 ・ 係 （3,5,4） ⑤ 議 員 ・ 議 会 （２,１,７） ⑥ 校 長 会 ・ 教 頭 会

（1,4,5） ⑦教職員団体 （０,０,３） ⑧ PTA （０,０,０） ⑨選択肢⑧以外の保護

者・住民 （０,０,０） ⑩上記以外（具体的にお教えください） （６,３,３）

SQ３ 問２で「１：ある」と回答された方へお尋ねします。問２でお尋ねした，学校の裁量で

通常の配当予算よりも自由に執行できる予算枠の総額（平成1年度）をお教え下さい（事業が複

数ある場合は，それぞれの事業について下にお書きください）。

⇨ 円

SQ４ 問２で「１：ある」と回答された方へお尋ねします。問２でお尋ねした予算を配賦する

対象校の決定にあたってはどのような方針をとっていますか。次の１～５の中からあてはまるも

のを一つ選んでください。 N＝17

１：全学校に配賦するが学校からの申請（要望）を要件とする 17（5.4％）

２：全学校に配賦するが学校からの申請（要望）は要件としない 3（1.3％）

３：全学校ではなく，自発的な申請（要望）があった学校のみに配賦する 1（9.1％）

４：教育委員会が特に指定した学校のみに配賦する ８（4.1％）

５：その他（具体的にお教えください） 1（8.1％）

SQ５ 問２で「１：ある」と回答された方へお尋ねします。問２でお尋ねした予算の配賦額は

各学校一律の金額ですか。次の１，２のうち一つ選んでください。 N＝17

１：一律の金額である 5（2.4％）

２：一律の金額ではない 15（7.6％）

SQ５-１「１：一律の金額である」と回答された場合は，その金額をお教えください。またそ

の場合，その金額に決定した理由や根拠をお教えください（たとえば，「校長の支出負担行為の

限度額と同じ」など，下に具体的にお書きください）。

⇨ 一校につき一律 円

⇨ （根拠)；

SQ５-２「２：一律の金額ではない」と回答された場合は，各学校への配賦額の決定方法をお

教えください（たとえば，「学校からの申請（計画）書等を査定して個別に決定」，「学級数割，

生徒数割などの積算基礎を用いて算出する」など，下に具体的にお書きください）。

⇨

SQ６ 問２で「１：ある」と回答された方へお尋ねします。問２でお尋ねした予算枠の財源を

お教えください（たとえば，「教委予算の純増分を充てた」，「学校給食の民間委託を進めて節減

した分を充てた」など，具体的に下にお書きください）。

⇨

SQ７ 問２で「１：ある」と回答された方へお尋ねします。問２でお尋ねした予算は，発注及

び支出の手続（たとえば学校（長）から直接債権者へ支払いをすることができるかどうか，な

ど。）に関して通常の配当予算の場合と比較してどのような違いがあるでしょうか。次の１～５

の中からあてはまるものを一つ選んでください。 N＝17

１：通常の配当予算と同一の手続で管理執行している 6（3.5％）
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２：通常の配当予算とは異なる手続で管理執行している 3（1.2％）

３：補助金として交付するので通常の配当予算と管理執行の手続は異なる 6（3.5％）

４：補助金として交付するが通常の配当予算と管理執行の手続は同じである 1（6.6％）

５：その他 2（1.2％）

（回答が「２」または「５」の場合，できれば具体的にお教えください。）

SQ８ 問２で「１：ある」と回答された方へお尋ねします。問２でお尋ねした予算は，歳出予

算にいう目の区分上，次のうちどれに該当するものとして計上されていますか。次の中から当て

はまるものにすべて○をつけてください。 N＝21(27)

⑴教育委員会費 ５ ⑵事務局費 2

⑶学校管理費 2 ⑷教育振興費 11

⑸学校施設費 １ ⑹その他（具体的にお教えください） 5

SQ９ 問２で「１：ある」と回答された方へお尋ねします。以下に掲げる費目のうち，問２で

お尋ねした予算を各学校が使用できるものにすべて○印をつけてください。 N＝21(1,44)

⑴非常勤職員報酬 2 ⑵賃金 3

⑶報償金 16 ⑷旅費 9

⑸消耗品費 11 ⑹燃料費 6

⑺食糧費 8 ⑻印刷製本費 10

⑼光熱水費 3 修繕料 5

役務費 14 使用料及び賃借料 13

工事請負費 2 原材料費 14

備品購入費 9 負担金補助及び交付金 3

その他（具体的にお教えください） 1

SQ1 問２で「１：ある」と回答された方へお尋ねします。問２でお尋ねした予算の執行に関

して，各学校の執行計画，成果報告または決算報告等はどのような形で行われていますか。次の

１～４のうちからあてはまるものを一つ選んでください。 N＝16

１：計画調書のみを徴している ６（3.1％）

２：成果（決算）報告書のみを徴している 5（2.1％）

３：計画調書と成果（決算）報告書を徴している 12（6.2％）

４：特に把握せず各学校に任せている ６（3.1％）

５：その他⇨（具体的にお教えください） ５（2.6％）

SQ1 問２で「２：かつてあったが廃止した」と回答された方にお尋ねします。

廃止された理由をお教えください（下に具体的にお書きください）。

⇨

問３ 貴教委管下の学校において校長が行いうる支出負担行為の限度額をお教えください（下に

お書きください）。

⇨物品購入関係一件につき 円まで

⇨工事契約関係一件につき 円まで

その他，これ以外の区分がありましたらその限度額とともにお教えください（下にお書きくださ

い）。

⇨
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問４ 貴教委管下の学校において校長が行いうる支出負担行為の限度額のうち物品購入関係分に

ついて最近５年間で変更がありましたか。次の１～４のうちあてはまるものを一つ選んでくださ

い。 N＝52

１：限度額を引き上げた 4（8.7％）

２：限度額を引き下げた １（0.2％）

３：変わっていない 27（5.1％）

４：校長は支出負担行為をできない 25（4.0％）

SQ 問４で「１：限度額を引き上げた」または「２：限度額を引き下げた」と回答された方に

お尋ねします。直近のものについてその金額の推移をお教えください（下にお書き下さい）。

⇨ 円から ⇨ 円へ

問５ 貴教委管下の学校において校長が行いうる支出負担行為の限度額のうち工事契約関係分に

ついて最近５年間で変更がありましたか。次の１～４のうちあてはまるものを一つ選んでくださ

い。 N＝56

１：限度額を引き上げた 2（4.1％）

２：限度額を引き下げた ０（0.0％）

３：変わっていない 12（2.1％）

４：校長は支出負担行為をできない 41（7.7％）

SQ 問５で「１：限度額を引き上げた」または「２：限度額を引き下げた」と回答された方に

お尋ねします。直近のものについてその金額の推移をお教えください（下にお書きください）。

⇨ 円から ⇨ 円へ

問６ 貴教委には，自治体として定める財務規則のほかに，公立学校を対象とした学校財務取扱

規定（または要綱，要項，要領など）のような定めがありますか。次の１～３の中からあてはま

るものを一つ選んでください。 N＝52

１：ある 9（1.1％）

２：ない 48（8.8％）

３：現在はないが，策定する予定がある 1（2.1％）

SQ 問６で「１：ある」と回答された方にお尋ねします。それが策定されたのはいつ頃ですか

（下にお書きください）。

⇨ 昭和・平成 年度

以上で質問は終わりです。

最後に，現在の学校財務のあり方や学校の自律性確立に資する予算執行・管理のあり方等につい

て日頃感じておられる事柄，あるいはこのアンケートの内容等に関するご意見やお気づきの点な

どがございましたら，どんなことでも結構ですので下にお書きください。
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開発途上国における遠隔教育による中学校教育普及の可能性
メキシコのテレセクンダリア

斉藤 泰雄

１．基礎教育の焦点：初等教育から中学校教育へ

⑴ 初等教育普及の進展

「ジョムティエンからダカールへ」，すなわち，19年「万人のための教育世界会議」から

20年「世界教育フォーラム」にいたるまでの2世紀の最後の1年間は，開発途上国における

基礎教育の重要性が改めて見直され，また，その普及拡充に向けて国際的な努力が集約された

時期であった。周知のようにジョムティエン会議では，「基礎教育」（basic education）の概

念は，従来からのUPE（Universal Primary Education初等教育の普遍化）の枠組みを超え

て，早期幼児教育，初等教育，識字教育，若者や成人を対象とした基本的技能訓練やノンフォ

ーマル教育，さらには国・地域によっては前期中等レベルの教育段階までを含む幅広い拡大さ

れた概念として提起されていた。ダカール会議での総括報告書によれば，このような拡大され

た基礎教育理念の提起，多方面的な取り組みへの奨励にもかかわらず，各国での現実的な教育

政策上の優先順位は，やはり長年の懸案であった初等教育の完全普及に向けての努力に集約さ

れる傾向があったという（斉藤 平成1年）。

表１は，ダカール会議で報告された世界各地域の初等教育の純就学率を地域別に見たもので

ある。

9年以降，開発途上地域全体での初等教育への純就学率は，7％から8％へと４パーセント

のポイントで拡大している。途上国のグループは，大きく二つのグループへと分散化する傾向

189

＊国立教育政策研究所国際研究・協力部

表１ 初等教育の純就学率の推移（19～19年） （％）

19年 19年

地域 男子 女子 合計 男子 女子 合計

世 界 8 7 8 8 8 8

先進地域 9 9 9 9 9 9

開発途上地域 8 7 7 8 7 8

移行経済地域 9 9 9 9 9 9

サハラ以南アフリカ 5 5 5 6 5 6

南・西アジア 7 5 6 7 6 7

アラブ・北アフリカ 8 6 7 8 7 7

中央アジア 8 8 8 9 9 9

中・東欧 8 8 8 9 9 9

ラ米・カリブ海 8 8 8 9 9 9

東アジア・太平洋 9 9 9 9 9 9

出典）Education for All20 Assessment,Statistical Documentから作成
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が見られる。すなわち，初等教育の普及のレベルがいまだに6～7％台という低いレベルにと

どまり，また就学率の男女格差も顕著なサハラ以南アフリカ地域，南・西アジア，アラブ諸国

・北アフリカ地域と，純就学率が9％を超えるラテンアメリカ・カリブ海地域と東アジア（東

南アジアを含む）・太平洋地域グループである。東アジア・太平洋地域は，すでに19年の段

階で純就学率が9％に到達していたが，さらに9％にまでその数値を上げている。ラテンアメ

リカ・カリブ海地域も，この期間に，もっとも高い伸びを記録し8％から9％に到達した。こ

れらの地域では，出生率の低下による学齢児童数の伸びの減少も就学率の向上に大きく貢献し

ている。いずれにせよ，これら二つの地域は，すでに初等教育へのアクセスの普遍化という目

標の達成に限りなく近づいていると言えよう。

今や，これらの地域での初等教育の改革の課題は，入学した児童の留年や中途退学の比率を

低下させ，また卒業する児童に確かな基礎学力を身につけさせるために，提供される教育の質

を改善することに置かれている。さらに，上記のような初等教育の拡充を達成しえた今日，開

発途上地域の中でも，東アジア・東南アジアとラテンアメリカ・カリブ海地域では，量的拡張

という面においては，その課題は，すでに初等教育を超えて前期中等教育の段階へと移行しつ

つある。すでに，これらの地域では，9年代前半から，憲法や教育法を改正して，義務教育の

年限を従来の初等教育段階の５～６年から前期中等教育レベルまでの８～９年間へと延長する

国が数多く見られた。

⑵ 中等教育普及の難点

しかしながら，開発途上国においては，中等教育の量的普及，さらには義務教育化＝完全普

及には初等教育の場合にも増してより一層の困難が伴う。生徒の就学に必要となる直接コスト

（教科書代，教材費，交通費等）も間接コスト（就学による労働所得の放棄）も初等教育の場

合よりも大きい。義務教育の年限延長について親の理解を得ることも場合によって容易ではな

い。それ以上の難点は教育を提供する側の問題である。いうまでもなく初等教育と中等教育と

を区分する教育方法，学校組織論上の最大の相違は，原則として前者が学級担任制であるのに

対して，後者が教科担任制であるという点にある。初等学校では一人の教員がすべての教科を

教える。また小規模校では一人の教員が複数の学年を同時に担任するいわゆる複式学級もめず

らしいことではない。山間へき地には一人の教員が全学年を一人で担当するという単独教員学

校すら存在する。これに対して，中等学校では，原則として，教えられる各教科別に担当する

教員を最低一人は揃えなければならない。中等学校は，必然的に初等学校と比べてはるかに大

規模となり，学校建設・施設設備に要するコストも高くなる。これらのコストに見合うように

各学校に初等学校よりも数多くの生徒を集めることが必要になる。

こうした条件を満たすことは開発途上国の農村部においてはきわめて困難である。仮に，学

校建築・施設設備のコストの問題がクリアーできたとしても，各学校に担当教科別の有資格教

員を配備する，一定数以上の生徒を集めるという二つの条件を満たすことは不可能に近い。伝

統的に初等学校教員は師範学校，中等学校教員は高等師範学校や高等教育機関という別ルート

で養成されており，後者は前者と比べて教員供給数も限られている。初等学校教員の場合もそ

の徴候は見られるが，都市部の高等教育機関を卒業した中等学校教員にはなお一層農村部やへ

き地での勤務を忌避する傾向が強い。便宜策としては，国語と社会科，数学と理科の兼担など

も提案されるかもしれないが，伝統的な中等学校の威信とイメージ，教員組合の抵抗などを考

えれば，こうした方策は採用されにくい。広大な地域に人口が散在し，地理的環境や交通アク

セスに難点がある農村部では，通学可能な区域内に住む生徒の数にはおのずと限界がある。通
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学の不便を補う手段として，学校寄宿舎を設置することもありえようが，これはまた別のコス

ト問題を引き起こす。

こうして，開発途上国においても，基礎教育の前期中等教育レベルにまでの拡大，量的普

及，義務教育の年限延長は，2世紀初頭の現実的な政策主題としてクローズアップされてきて

いるが，そのための共通に見られる最大の課題は，農村部，へき地における中等教育へのアク

セスをいかにして確保するかということである。以下に紹介するのは，こうした開発途上国の

共通の課題に対する一つの挑戦として注目されるメキシコにおけるテレセクンダリア

（telesecundaria）の事例である。このテレセクンダリアは，伝統的な形態において中学校教

育を提供することが困難な農村や山間へき地において，遠隔教育 テレビによる授業プログ

ラムの提供と生徒の自己学習を組み合わせた方式 を大胆に採用することにより中学校教育

の普及を図ろうとするユニークな試みである。このテレセクンダリアは，3年以上にわたる試

行と経験の中で改善を重ね，今やメキシコの中学校教育の普及を担う重要な機関として安定し

た制度的地位を獲得している。

２．メキシコのテレセクンダリア

⑴ メキシコの中学校教育

メキシコの学校体系は，基本的に，わが国と同じように，初等学校（プリマリア）６年，中

学校（セクンダリア）３年，後期中等教育学校（バチジェラート）３年の６・３・３制であ

り，これに２～３年の就学前教育がこれに先行し，また２～６年の高等教育が続く。義務教育

は長らく初等教育のみであったが，19年に中学校までを含む９年間に延長されることになっ

た。また，この頃から，就学前教育，初等教育，中学校教育の三段階を合わせて「基礎教育」

（educacion basica）と呼び，これらの間の連続性，統合を重視するようになっている。

中学校教育は，四種類の学校を通じて提供されている。普通中学校，技術中学校（工業・商

業・農牧・林業・水産の種別がある），労働者中学校，そして「テレセクンダリア」である。

労働者中学校とは，年齢1歳以上の勤労青少年を対象とした夜間の普通中学校である。いずれ

の学校でも，カリキュラムは，基本的に共通であり，たとえば，一年次は，次の各教科や活動

領域（カッコ内は週当たりの授業時間数）で構成されている。スペイン語（５時間），数学⑸，

開発途上国における遠隔教育による中学校教育普及の可能性

表２ 中学校の種類とその構成の推移（18～20年）

生徒数 合計（千人） 普通 技術 労働者 テレセクンダリア

18-18年 303.9 215.3 57.7 13.2 17.7

18-18年 419.5 267.0 94.3 10.2 48.0

19-19年 410.2 243.1 111.9 15.1 40.1

19-19年 467.3 255.1 136.7 7.8 60.7

20-20年 539.7 279.0 157.0 5.2 103.5

学校数 合計 普通 技術 労働者 テレセクンダリア

18-18年 883 596 138 54 105

18-18年 1 67 647 215 61 634

19-19年 1 28 719 319 57 843

19-19年 2 48 809 350 45 1 33

20-20年 2 33 900 395 32 1 96

注）Vicente Fox,Primer Informe de Gobierno20,Anexo Estadistica p.4から作成
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外国語⑶，歴史⑶，地理⑶，生物⑶，物理・化学入門⑶，市民・倫理教育⑶の各教科，およ

び，教科ではなく活動領域と呼ばれている芸術表現⑵，体育⑵，技術教育⑶の合計週3時間で

ある。ただし，技術中学校では，これらの他に，種別によって５～９時間の技術教育が追加さ

れる。

表２は，18年～20年の2年間における中学校教育の変化を５年ごとに見たものである。

メキシコにおける中学校の在籍者数の伸びは著しい。18年に約30万人の在籍者数であった

が，8年代前半の５年間で10万人を超える増加が見られた。深刻な経済危機に見舞われた8

年代後半には，一時増加が停止し横ばい状態となったが，9年代になると再び増加傾向を見

せ，19年には，約49万人に達し，すでにわが国（平成７年47万人）を上回る数となってい

る。20年までにさらに55万人にまで増加している。中学校の該当年齢（1～1歳）の子ど

ものうち中学校に在籍している者の比率は，18年に5.5％であったが，9年6.5％，9年

7.8％，20年には8.2％にまで拡大している。最近では，初等学校を卒業した者のうち９割

以上が中学校に進学する状況が生まれている。（SEP 20 p.4）。

学校の種類別に見ると，この2年間で普通中学校が5,96校から9,00校へと約1.5倍に，技

術中学校が2.8倍に増えているのに対して，もともと数が少なかった労働者中学校は逆に減少

している。特に顕著なのはテレセクンダリアの急増である。18年には1,00校ほどであった

ものが，9年には，ほぼ8,50校に，さらに20年には約1,00校へとこの2年間で1倍に増

加している。在籍する生徒数で見ると，テレセクンダリアは，18年に1万８千人，生徒数全

体の中でのシェアはわずかに4.2％であったが，9年には4万人（同 1.2％），さらに20年

には，在籍者は10万人のオーダーを超え，その比率も1.7％にまで拡大している。前述のよ

うに，19年以降，中学校教育が義務教育化された。9年以降の数値には，その影響が反映さ

れていると思われるが，特に最近５年間に限って見ると，全体の生徒数は約6万人増加してい

るが，このうちの半数以上の3万人はテレセクンダリアの生徒の増加によるものである。

⑵ テレセクンダリアのシステム

現在，中学校生徒のほぼ５人に１人，百万人を超える生徒がそこで学んでいるテレセクンダ

リアとはどのようなシステムなのか。日本の五倍強の広大な国土をもつメキシコは，一部の都

市地域を除けば，人口密度の希薄な農村，山間へき地が多くを占める。前述したように，こう

した地域において中学校教育を提供することには，初等教育の場合よりもはるかに困難なこと

である。通常の形態の中学校（普通中学校や技術中学校）を設置しうる条件を欠いているから

である。メキシコにおける中学校の設置基準について詳しい情報は入手できない。だが，公表

されている統計から，普通中学校，技術中学校の一校当たりの生徒数，教員数の平均を計算す

ると，両者とも生徒数30～40人，教員数2人前後となる。これは農村部やへき地において

は，満たすことがほとんど不可能な数値である。こうした不利な条件をなんとか克服し，農村

地域における中学校教育へのアクセスを確保すべく，考案されたのがテレセクンダリアであっ

た。

メキシコにおいて，テレセクンダリアの構想が出現し，パイロット事業が開始されたのは

16年のことであった。これは，その名称の通り，当時，メキシコにおいてもかなり普及しは

じめていたテレビを利用した遠隔教育によって中学校教育を提供するという構想である。この

ため，当時，ヨーロッパ各国，米国，日本などにおける教育テレビの活用事例が研究されたと

いう。しかしながら，これらの国の教育テレビは，メキシコのめざす目的とは異なるため，結

局は，メキシコ独自の新しいモデルの開発へと進むことになる。またこれ以前に行われていた
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テレビを利用した成人識字教育の事業の経験なども取り入れられたという。こうして16年１

月に正式にテレセクンダリアが学校制度の中に組み入れられ，同年３月に最初のテレビ授業が

放送される。創設当初は，メキシコ全3州のうちの７つの州，31人の教員，6,59人の生徒と

いうささやかな規模であった。

その正式導入以後，しだいにその規模を拡大し，またこの間の経験や調査に基づき，テレセ

クンダリアには，さまざまな手直しや技術的改良が行われてきた。映像に難点がある地上波か

ら衛星放送へ，白黒からカラー映像へ，講師が講義する様子を延々と一時間近く映し出す生放

送から一本一本が綿密に作成され編集された1分のビデオ番組収録へ，普通中学校の教科書の

使用から専用の印刷教材の作製などへの転換が行われた。現在，テレセクンダリアを構成する

基本的要素は次のようなものである。

・住民の人口2,50人未満で，初等学校の卒業生が毎年1人以上いるコミュニティーを設置

の基準とする。

・専用の校舎・運動場等を持ち，生徒は毎日ここに通学し，普通中学校と同じカリキュラム

を履修する。

・生徒は，テレビで放送される番組，この方式専用に編集される印刷教材を通じて，自己学

習方式を中心にすべての教科，活動領域の学習を行う。

・各教室（学年）に一人の教員を配備し，生徒の学習活動の支援や評価にあたる。

・地域社会との連携を重視し，その教育活動が地域社会の生活改善や生産活動の向上にも貢

献しうるよう，課外活動やカリキュラムに工夫をこらす。

・課程の修了は正規の学歴となり，卒業後に高校，職業訓練機関に進学することも可能であ

る。

⑶ テレセクンダリアの授業実践

筆者は，18年にグアナファト州で初めてテレセクンダリアを目にして以来，数回にわたっ

ていくつかの州で，テレセクンダリアを訪問し実際に授業を観察する機会を得た。ここでは，

訪問観察での印象を含めて，テレセクンダリアの授業実践を紹介しよう。

学校は，各学年に一教室，最低三つの教室からなる。これらの他に理科実験室，図書室，事

務室兼倉庫，バスケットコート一面程度の校庭，トイレ等が最低限の施設となる。校舎・教室

の多くははじめからテレセクンダリア向けに特別に設計されている。各教室には，一人の教員

が配置される。一教室の生徒数は2人以下とされる。通常，教壇がある教室の前面やや上部に

大型のテレビ（2インチが標準装備）が置かれる。

授業は5分単位。ビデオ番組は1分の長さ。同じ教科の授業が学年順に放送される。まず一

年生向けの番組が放送される。教員は，教室の後方にいて生徒と同じようにテレビ授業を見

る。続いて二年生向けが放送されるが，一年の教室では教員は，テレビのスイッチを切り，残

り3分，生徒たちは個別に，あるいは小グループに分かれて印刷教材を使って自習したり，練

習問題に取り組む。教員は作業の指示をしたり，生徒に質問を行ったりしてその学習を促進す

る。三学年分の番組が放送されると５分の休憩をはさんで，一年生向けの次の教科の番組が放

送されるローテーションとなる。したがって，授業は各学生ごとに1分ズレて進行することに

なる。朝８時から午後２時半すぎまで，途中2分の休憩をはさんで毎日７時限の授業が行われ

る。なお，生徒や教員たちによる復習の便宜や一般成人の学習の可能性を考慮して，同じ番組

が午後に再放送される。

テレビで放送される各教科の教材のビデオは教育省内の「テレビ教育部（DGTVE）」が制
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作する。また，メキシコ市に本部を置く国際機関「ラテンアメリカ教育コミュニケーション研

究所（ILCE）」が放映に関する技術的支援を行っている。1分のビデオ番組は，ディレクタ

ー，役者，編集者，音楽担当者，場合によってはコンピュータ・グラフィック作成者などが協

力して通常2日間ほどかけて作成される。一本当たりの費用も３～５万ドルかかるという。実

際に教室で見てみると，放送教材は，コンピュータ・グラフィックスや多彩な映像技術を駆使

したかなり質の高いものであり，それぞれが短編映画のような出来栄えで，ともすると単調に

なりがちなテレビ授業において，生徒の興味をひきつける工夫がこらされているとの印象があ

る。「国立教育文化ビデオテカ（ビデオ館）」には，これまでに作製された各学年・各教科向け

のビデオ・プログラム約４千点，教員研修用２千点がストックされており，この中の約半数が

現在使用されている。番組は，メキシコ政府が持つ通信衛星による通信網（EDUSATと命名

され，テレセクンダリアの他に５つの教育文化関係のテレビ・チャンネルを運用）と地上波の

両方でメキシコ市から全国に中継される。

教材は，普通中学校において使用される教科書とは異なるテレセクンダリア専用のものを使

用する。個々の生徒は二種類の教材を持つ。一冊は，テレビ授業の内容を補足する説明文を中

心とした『基礎的コンセプト』（Conceptos Basicos）であり，もう一冊は，番組を見た後の，

個人あるいは生徒集団での学習活動を指示し，練習問題を提示し，その結果を自ら採点し評価

するための『学習ガイド』（Guıa de Aprendizaje）である。両方とも，芸術表現，技術教育，

体育を除くすべての教科の内容が一冊にまとめられる。基本的に，生徒は，教員による直接的

な授業を受けることなく，テレビ授業と自己学習によって学習を進めることになるので，この

教材はかなり詳細な分厚い（40頁ほど）ものである。一冊で5日分の授業をカバーするため

に，年間で４冊必要になる。教材は，すべて文部省の基礎教育局内のテレセクンダリア部にお

いて，専門家（教員，コミュニケーション専門家，教材編成専門家）の手によって作成，編集

される。従来，この教材は安い費用で生徒に販売されていたが，19年からは政府による無償

配布が開始され，自己負担が解消された。この他にテレセクンダリア専用のマニュアルとして

「教員用指導書」が各教員に配布されている。

⑷ テレセクンダリアの教員

テレセクンダリアの出現は，従来見られなかった新しい教員のカテゴリーを生み出した。全

教科を教える初等学校教員とも，特定の教科を担任する伝統的な中学校教員とも異なる，いわ

ば学級担任制の中学校教員である。これに対してはコルディナドール教員（Maestro Coor-

dinador）という特別の名称が付けられた。もちろん，こうした職種を想定した教員養成コー

スは存在していなかった。当初は，初等学校の上級学年を担当していた教員を採用してコルデ

ィナドールとしていた。しかしながら，やがてその数が増えるにつれて，その身分をめぐって

論争が生ずることになる。強力かつ保守的な教員組合は，こうした形態の教員の出現を，中学

校教員の雇用市場を脅かす存在であると見なした。初等学校教員でもなく，また中学校教員と

しての学歴が不足していることなどを理由に組合への加入に抵抗した。一方，コルディナドー

ル教員たちは，独自の組織を結成し，その職種の認定と独自の給与表の採用を求めて運動を開

始する。こうした教員グループ間での対立は，しばしば教育省を巻き込んで労働問題を引き起

こした。17年，教育省は，師範教育局が中心になって現職のコルディナドール教員を対象

に，大学学部教育レベルの研修コースを提供し，その修了者には伝統的中学校教員と同等の待

遇を付与することを決定する。18年に，師範学校への入学資格が後期中等教育卒業へと引き

上げられ，初等学校教員と中学校教員の学歴格差がなくなるにつれて，こうした身分・待遇問
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題は徐々に解決の方向に向かった。

しかしながら，旧来の高等師範学校にも，昇格を果たした師範学校にも，コルディナドール

教員という職種を想定した特別な教員養成コースは設置されなかった。各州は，テレセクンダ

リアの教員を志望する者に，この方式による学習指導法について事前に集中的に研修を行って

採用している。19年の調査によれば，テレセクンダリアで働く教員のうち6％は，中学校教

員の免許を所持しているが，残り4％は，他の分野の専門職（エンジニア，医者，法律家，行

政官等）で学位を取得した者となっている。後者のグループは，特に農村部において，それぞ

れの専門分野での就職先を見つけられなかった者，あるいは，教職に職業的魅力を感じた者と

されている。ようやく19年になって，教員養成制度の改革にともない，一部の師範学校で，

テレセクンダリア専用の教員養成課程が開始されている。テレセクンダリア教員の場合は，養

成教育よりも，むしろ現職教員の研修に重点が置かれている。このために毎週土曜日には，同

じテレセクンダリアのシステムを通じて，教員研修用のビデオ番組が放映されている。教員た

ちは，個人的に，あるいは集団でこれらの番組を視聴しながら，教育内容の更新や指導方法の

改善を継続的に研修する。この他にも，夏期休暇期間を利用した長期の研修プログラムも提供

されている。また教員を支援するためにテレセクンダリアを専門に巡回指導するスーパーバイ

ザーも配置されている。

原則として一人の教員が一学年のすべての教科を担当することになっているが，体育，芸術

表現，技術教育のように，実習や実技訓練をともなう活動領域に関しては，専門の教員がテレ

セクンダリア数校を巡回しながら指導する体制になっている。

⑸ テレセクンダリアの学習効率

テレセクンダリア方式による授業の学習効率については，その導入以来，肯定的あるいは否

定的なさまざまな議論がなされてきた。このため，17年には，米国スタンフォード大学のコ

ミュニケーション研究所と教育省の共同で，テレセクンダリアと普通中学校とを比較検討する

初めての調査が行われた。この結果は，テレセクンダリアで学習した生徒と普通中学校生徒の

学業成績はほぼ同じレベルであるが，テレセクンダリアの教員の活動は，生徒の学習への参加

を充分に確保できていないし，またテレビの番組も改善の余地があるというものであった。ま

た，コスト面に関しては，普通中学校での生徒一人当たりの年間コストが20ドルであるのに

対して，テレセクンダリアのそれは11ドルであるとしている。さらに，仮に農村地域に普通

中学校を設置するとすれば，そのコストは41ドルに上昇すると算出している。こうした結果

は，テレセクンダリアでの学習効果に関する懸念を払拭するとともに，その後のシステムの改

善に役立てられた。

その後も，多くの技術的・教育的な改良や修正が加えられてきたことで，その完成度は飛躍

的に高まっている。現在では，このシステムによる学習効率は，普通中学校におけるものとほ

ぼ変わらないレベルに到達していると見なされている。表３は，中学校の種類別に，教育効率

に関するいくつかの数値を見たものである。

中退率で見ると，テレセクンダリアは一般の中学校とくらべると１％ほど高い。だが，逆に

学年進級率は9％と他の方式をかなり上回っている。言い換えれば，留年者の比率が普通の中

学校では2％，生徒４人に１人の割合で出ているのに対して，テレセクンダリアではきわめて

少ない。テレセクンダリアでの修了率，すなわち卒業まで到達する生徒の比率は入学者の7％

ほどであるが，この数値も普通中学校を上回っている。このため，「伝統的な量的な指数で見

ると，テレセクンダリア・システムによる学習成績は，その他の方式とくらべて優るとも劣ら

195

開発途上国における遠隔教育による中学校教育普及の可能性



ないものである」（Buenfield 20 p.17）という主張は根拠のないものではない。

テレセクンダリアにおける留年率の低さは，小規模学校のゆえの教員と生徒との交流の密度

の高さなどの要因もあろうが，やはりこのシステムが到達した教育的・技術的な完成度による

ところが大きいのではないか。たとえば，学習ガイドには各授業時間ごとの生徒の学習成果を

評価するプロセスが組み込まれており，教員が個々の生徒の学習進度をチェックできる体制と

なっている。現在までのところテレセクンダリアにおける教育の質に関する情報は限られてい

る。メキシコにおいては，現在，児童・生徒の学力を測定・追跡する全国的な教育評価システ

ムの構築が急がれているが，こうしたシステムが運用されれば，学校種別，各教科ごとの生徒

の学業成績を比較検討しうるようなデータが入手可能になるだろう。

３．制度の定着とテレセクンダリア・モデルの移植

テレセンクダリアはすでにメキシコの学校制度の不可欠の一部を形成していることはまぎれ

もない事実である。教育省自身，「時間の経過とともに，テレセクンダリアは，このレベル

（中学校教育）の普及を拡大するための，またこのサービスへのアクセスにおける公正を追求

するための，最も効果的な方式として強固なものとされてきた」（SEP 20 p.4）とその役

割を評価している。また，今後，農山村を中心に中学校の義務教育化を推進するための「切り

札」的存在とされている。先に紹介したスタンフォード大学の調査のように，かつてはテレセ

クンダリアのコスト面での効率性が強調される時代もあったが，現在では，システムが複雑化

し（通信衛星の運用からビデオの耐用年数まで），そのコストを計算することがきわめて困難

である。現在では，テレセクンダリアは，経済的効率の視点からではなく，むしろ，これが存

在しなければ教育サービスを受けることができない農村やへき地に，質の高い教育サービスを

提供するための「社会的プロジェクト」であると見なされている（Calderoni 19 p.8）。テ

レセクンダリアは，ここ数年間，毎年70～90校が新設されるというペースで増加している。

すでに１万４千の農村コミュニティーに設置されているが，設置対象とされる住民人口2,50

人未満の村落はメキシコ全土で1万６千（20年）あると言われており，拡大の余地はまだま

だ大きい。

テレセクンダリアによる農村地域における中学校教育の普及の成功と実績は，遠隔教育の可

能性を模索している他のラテンアメリカ諸国でも注目を集めている。19年，メキシコ教育省

は，中米のグァテマラ，コスタリカ，ホンデュラス，エルサルバドル，ニカラグア，パナマの

教育省とテレセクンダリアの技術提供に関する協定を結んでいる。これは，メキシコの通信衛

星の打ち上げによってこれらの国でも番組の視聴が可能になったためである。現在，メキシコ

は，これらの国に対して，デジタル通信を転換するデコーダー，システム運用のための教員や

行政官の研修，専用教科書の提供を無償で行っている。19年現在，すでにコスタリカ，エル

表３ 中学校の種別による教育効率性（19-19年）

種 別 中退率（％） 学年進級率（％） 修了率（％）

普通中学校 6.2 7.0 6.7

技術中学校 6.5 7.5 6.2

テレセクンダリア 7.6 9.2 7.9

中学校全体合計 6.6 7.7 6.0

注）Buenfild Banos E.B.,“Telesecundaria mexicana”AnexoⅡ p.36から作成
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サルバドル，パナマ，ホンデュラス，グァテマラの各国で併せて49校，67人の教員，約1,

00人の生徒がこの方式で学んでいると報告されている。テレセクンダリア・モデルの移植は，

開発途上国であるメキシコが，周辺の開発途上国の教育開発に協力するという，いわゆる「南

南協力」の一つの事例としても注目されよう。また最近，同じように衛星放送網を通じて番組

視聴が可能になった米国南部の諸州に在住する数多くのメキシコ系住民の子弟ためにテレセク

ンダリアの夏季プログラムを提供する実験も開始されている。

４．むすび

18年に，はじめてメキシコに滞在した時，テレビで授業をする変わった学校があるという

話を聞き，州の教育局を訪ねてその見学を申し出た。親切にも公用車を出して案内してくれ

た。車で二時間ほどの農村地域の集落。レンガ造りのマッチ箱のような教室から高いテレビの

アンテナが青空に伸びているのが印象的であった。ただし，いきなりのハプニング。着いた学

校は授業をしている気配がない。折悪しく停電だという。二つ目の学校に移動する。この地区

でも停電。三校目でようやく授業を見ることができた。当時のメキシコでは停電が多かった。

停電になるとこのイノベーションもお手上げであるということをあらためて思い知らされた。

その当時の記憶とくらべると，今日のシステムの完成度ははるかに高い。農村部でも停電はほ

とんど解消されたといわれ，また自家発電の装置を持つテレセクンダリアもあると聞く。量的

な拡張もさることながら，本格的な IT化の時代の到来をむかえ今後このシステムがいかなる

進化をとげるか注目していきたい。
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米国大学日本校の進出と撤退

鳥井 康照

１．はじめに

18年代後半に急増した米国大学日本校は，1余年を経たいま，その数は減り，現在は数校

が残るのみとなった。最大で3校とも4校ともいわれた日本校だが，ブームの終焉とともに，

その存在は多くの人の心から忘れられてしまったかのようだ。日本校の設立経緯および教育シ

ステムについては多くの研究で取り上げられてきたが⑴，日本校が閉鎖した原因について追跡

調査した論文は数が少ない⑵。

本論の目的は，日本校が撤退した理由はどこにあるのかを探ることにある。また，現在でも

続いている日本校の特徴は何であろうか。これらを整理し，撤退の理由を明らかにすること

で，今後，新たな外国の教育産業が日本に参入してくる際，米国大学日本校の経験から何らか

の示唆を得られると考える。

当時，日本校の設立は，日米貿易摩擦を解決するための政治的な要因が働いたといわれてい

るが，現在，日本の大学は，グローバル化した高等教育市場への対応を迫られている。世界貿

易機関（World Trade Organization：WTO）は昨年，加盟国から教育サービスについて意

見を求めた。その中には，日本の高等教育機関が外国の教育サービスに門戸を開けることが盛

り込まれている。

２．米国大学の日本進出

米国大学日本校は，日本の学校教育法上の大学ではなく，設置形態，設置目的，実施プログ

ラムの内容も多様である。このような多様な機関を包括的に扱うことは困難である。国土庁が

19年に定義した日本校によれば，教育プログラムの性質に従って海外大学日本校を５つに分

類している⑶。そのうち，①米国大学日本校（日本人を主たる対象として米国の大学の進学を

目的とする大学課程の教育およびそのための英語準備教育を行う機関）として2校，②提携プ

ログラム校（日本人を主たる対象として米国大学の教育課程のうち，特定のプログラムのみを

提供する機関）として７校をあげており，合計3校を調査対象としている⑷。ちなみに，朝日

ジャーナル（19）は2校⑸，鋤柄（19）は日本校を3校あげている⑹。

米国大学の日本進出は，18年のテンプル大学 Japanが最初である。この後，地方自治体

による米国大学誘致運動が盛んになる。18年５月，日米の経済摩擦解消を目的として，両国

の国会議員団による日米貿易拡大促進委員会が発足する。その具体的な交渉内容の一つが，米

国大学の日本誘致であった。両国の間での交渉，調査，および検討の結果，米国の約10の大

学が，日本分校の設置を希望し，日本の3以上の自治体が米国の大学の受け入れを希望した。

日米貿易拡大促進委員会の斡旋・支援により設立された米国大学日本校は，南イリノイ大学新
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潟校（新潟県中条町），ミネソタ州立大学機構秋田校（秋田県雄和町），テキサスA＆M ユニ

バーシティ郡山校（福島県郡山市）などである。また，委員会の斡旋・支援とは別に，自治体

独自で相手校を見つけたケースとして，大阪府岸和田市（米国国際大学日本校）と京都府亀岡

市（オクラホマ州立大学京都校）の２例がある。

米国大学日本校を誘致する利点は，日米の大学設置手続きの違いにより比較的に短期間で設

置できること，日本の大学を誘致するより安価で済むことといわれている。また，過去に日本

の大学の誘致を試みたが失敗したという経緯をもつ自治体があった。テキサスA&M ユニバ

ーシティを誘致した郡山市は東海大学を，南イリノイ大学を誘致した新潟校は杏林大学，北里

大学の誘致を試みたがいずれも成功しなかった⑺。当時，日本の私立大学を誘致するには6億

円かかるといわれているなかで，南イリノイ大学を誘致した中条町は4億円，ミネソタ州立大

学機構を誘致した雄和町は2億円の経費で設立した⑻。しかし，このような自治体が誘致した

日本校は少数であり，ほとんどが日本の株式会社の設立である。株式会社により設立された日

本校はとくに都市圏に集中している。日本校の教育課程のレベルについては，国土庁が調査し

た日本校3校のうち，短期大学６校，四年制大学が2校，大学院３校，その他４校となってい

る。

日本校が急増する中で，英語学校のような形態を持つもの，日本語で授業をする日本校が出

てきた。19年２月，このような現状に危機感を抱いた米国大学日本校の有志が集まり，在日

米国大学協会（以下，AACUJと略す）が設立され，同年７月には2校の加盟校が決定され

た。AACUJは，その加盟校間の相互協力を促進しながら，米国大学日本校の教育内容の質的

向上を図り，加盟校間および非加盟校と米国本国の大学との情報交換を促進し，協会加盟校に

関する情報を日本社会へ提供することを目的としている。表１は，AACUJ加盟校の本校での

入学難易度をみたものである。入学難易度を６段階に分けた中で，中レベルの Competitive

が９校を占めている。

現在，AACUJ（現在は解散）加盟校のうち，日本校として残っている学校は南イリノイ大

学新潟校，テンプル大学ジャパン，レイクランド大学日本校，セントラル・テキサス・カレッ

ジの４校であると思われる。

３．日本校閉校の要因

日本校は，18年に１校，18年に１校，18年に３校，18年に６校，18年に７校，

19年に1校が設立されたが，19年になると設立は１校のみとなり，その後，急速に失速す

る。そして早くも，9年代半ばに日本校の数は半減する。国土庁が19年に調査した日本校3

校の中から閉校年が分かった日本校1校を表２にまとめた。表の中で，開校期間が，もっとも

短かったのがワシントン州立エドモンズ大学日本校東京キャンパスの２ヵ月，逆に，もっとも

長かったのがミネソタ州立大学機構秋田校の1年，1校の平均開校期間は約４年である。日本

表１ AACUJ 加盟校の本校での入学難易度

MOST COMPETETIVE ０校 COMPETETIVE ９校

HIGHLY COMPETETIVE ０校 LESS COMPETETIVE ２校

VERY COMPETETIVE ２校 NONCOMPETETIVE １校

出典）“Barron’s Profiles of American Colleges2 th Edition20”Barron’s Educational Series,Inc.を参考に作

成。ただし，2校のうちの残りの６校は本資料には含まれていない。
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校閉校の要因として，次の７つを取り上げる。

⑴ 学生数の減少

日本校閉校の最大の要因は学生数の減少であるといわれている。19年７月2日『河北新

報』は，「ライオグランデ大仙台キャンパス/本年度限りで閉校/経営難 父兄らに意向表明」と

題した記事を載せている。ライオグランデ大学日本校は，19年に東京２ヵ所，仙台１ヵ所で

開校したが，19年７月には仙台校を閉鎖している。閉鎖に至った理由として，在校生が当初

予定より大幅に下回っているため，膨大な累積赤字が出ており，これ以上，仙台キャンパスを

維持できないこと，仙台では講師の確保が難しいことなどをあげている。仙台キャンパスでは

当初１学年30人の入学者を見込んでいたが，初年度10人，２年度は9人しか集まっておら

米国大学日本校の進出と撤退

表２ 米国大学日本校の閉校年事例

学校名 所在地 開校 閉校
クロニ

クル
朝日

シティ大学日本校 北海道 19年 19年 ×

ミネソタ州立大学機構秋田校 秋田県 19 20 ○ ○

テキサスA&M ユニバーシティ郡山校 福島県 19 19 × ×

コンコーディア大学日本校 東京都 19 19 ○ ×

TIC・ユーリカ大学 東京都 18 19

東京アメリカンコミュニティカレッジ 東京都 18 19 × ×

ネバダ州立大学日本校 東京都 18 19 × ○

マッケンドリー大学日本校 東京都 18 19 × ×

ライオグランデ大学日本校 東京都 19 19 ○ ×

アリゾナ州立大学ALCP日本校 東京都 19 19 × ×

アメリカ大学連盟日本校 神奈川県 18 19 ×

ニューヨーク州立大学サリバンカウンティコミ

ュニティカレッジ提携校富山経済専門学校
富山県 18 19 ○ △

オクラホマ州立大学京都校 京都府 19 19 ○ ×

シアトル国際短期大学 大阪府 18 19

米国国際大学日本校 大阪府 18 19 ×

フロリダ州立ウエストフロリダ大学 JAPAN
兵庫県

大阪府
19 19 × ×

ワシントン州立エドモンズ大学日本校
東京都

兵庫県

19.5

19

19.7

19
○ ×

オレゴン州立マウントフッド大学日本校 岡山県 19 19 × ×

ニューヨーク市立大学広島校 広島県 19 19 × ×

○＝開校中 ×＝閉校 △＝米国側が契約解消

＊クロニクル＝The Chronicle of Higher Education “A Retreat from Japan”19年1月2日

＊＊朝日＝『朝日新聞』「米大学日本校，苦戦 ピークは3校以上，いま1校ほど」19年６月７日

＊＊＊ネバダ州立大学日本校は，現在，ネバダ･カリフォルニア大学国際教育機構 JAPANと名称が変更されている。

朝日新聞では開校としながらも，クロニクル誌が閉校と判断した理由は，その後，事業形態と名称が変更したた

めと思われる。
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ず，３年度には募集を中止した。

⑵ 学費の高さ

日本校の授業料は日本の大学と比べて高額である。南イリノイ大学新潟校の場合，初年度学

費は入学金2万円，授業料9万円，施設設備費3万円，合計10万円となっている。テンプル

大学ジャパンでは，登録料3万８千円に，一セミスター（一学期）で5万円，初年度で合計

15万８千円となる。さらに，学部課程進学に必要な TOEFLの点数を満たさない学生は，進

学前に英語課程での履修が必要とされるため，通常，学部卒業まで早くても５年かかるため，

経済的負担が大きい。

⑶ 日本校の評判の低さ

当時，日本の高等教育関係者の反応について，放送教育開発センター（19）が行った調査

からうかがうことができる。外国の大学が日本に分校を設置することについて，「外国の大学

分校の進出は日本の大学にとって学生募集の上で競争相手となる」と回答したのは回答校の

1.5％であった。米国大学日本校を脅威とはみなしていなかったようである。その理由とし

て，「経済基盤が問題」「外国大学の日本分校は玉石混合」「いまのままではおちこぼれの集ま

り」などをあげている⑼。

⑷ 学生の英語力の問題

日本の高校三年生の英語力は TOEFLスコアで30～40点が平均的な能力であると言われ

ている。二年制のコミュニティカレッジであっても，入学には最低40点が必要である。テン

プル大学ジャパンでは，学部課程の入学要件として55点を課しており，この準備のためにた

いてい一年を費す。ミネソタ州立大学機構秋田校の検証において，「秋田校は米国の大学とい

うステータスから，米国に行って専門課程を受講できる英語能力が要請され，日本の平均的な

学生の能力との間のミスマッチがあったことが，多くの退学者を生み出した」と述べており，

米国側の期待と日本の学生の英語力との不一致がみられた 。

⑸ 設置形態の問題

日本校は，日本の学校教育法上の大学ではないため，日本校を卒業しても，日本の大学卒業

の資格は得られない。ミネソタ州立大学機構秋田校の検証では，「専修学校という位置づけは，

大学という学術的プログラムを表現することに無理があり，また，高校の進路指導では，大学

でないということからいろいろな方々からの推薦を受けられず，学生募集の際，大きな障害と

なった」と発言がされており，日本の大学でないことが不利に働いた。日本社会で評価が定

着していない米国の大学へ行くことにたいして，高校の進路指導の現場や高校生の子弟を持つ

親は慎重な態度を取った。日本校の多くは株式会社の設立であり，経営が行き詰まればいつで

も閉校という事態が起こり得るため，保護者からの信頼が得られなかったことが想像される。

⑹ 大学にたいする考え方の違い

米川（18）は，日本校の運営上のもっとも大きな問題として日本の大学文化と米国の大学

文化の違いをあげている 。日本の大学はいったん入学したら，卒業まで面倒を見る大学風土

にあるが，米国の大学は，卒業の責任を基本的に本人に求めている。日本校に来る学生の中に

は，日本校が日本の大学と同じように簡単に卒業できるところだと勘違いしていた者がいた。
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日本校で中退者が続出した時，保護者の多くはショックを受け，米国大使館に陳情をした者も

いた。ミネソタ州立大学機構でも教鞭を取り，秋田校初代学長に就任した諸星氏は「契約書に

定員が20名とあるので入学させたが，学生の能力からいって，入学させるべき学生は10名く

らいであった。実際，１年で半数が退学した。入学させたら卒業させる義務があるという批判

を雄和町から受けたが，私はそうは思わない。そもそも，アメリカの大学には入学定員がな

く，定員割れなど何でもない。」と述べており，日本の大学との違いを強調している 。

⑺ 米国側からの契約解消通告

米国側から契約を解消したというケースがみられた。開校から３年で閉校したマウントフッ

ド大学日本校は，教育面に責任を持つ米国本校から「成績，出席率が悪い」との理由で，約

10人の在校生の三割近い4人を仮退学にした。これにより，日本の経営者は授業料収入10

万円を失い，経営が成り立たなくなった 。

ペンシルバニア州立ウエストチェスター大学日本校は，米国の景気後退で州から大学本校へ

の補助金が大幅に削減されたため，日本人留学生など州外の学生の受け入れ枠が確保できなく

なったことを理由に提携を解除された。本校の学長からの通達内容は「州からの補助金削減な

どで，外国人学生は全校生の1％に制限された。英語力が高水準の学生だけしか受け入れられ

ないので，日本校との提携の意義が薄れた」であった 。

４．日本校閉校へのプロセス

本節では，ミネソタ州立大学機構秋田校が閉校にいたる経緯を検証する。秋田校は1年以上

存続していた，日本校の中では，いわば「優等生的存在」であった。雄和町は秋田県のほぼ中

央，秋田市に隣接し，秋田平野の南部に位置している。雄和町は15年，近隣三村の合併によ

り発足した。当時100人いた人口は年々減りつづけ，秋田校開校当時は約90人であった。

18年1月，東京で米国大学代表団と日本の自治体との会合が持たれ，米国からはミネソタ

州立大学機構を含め，2～3の大学が出席し，日本からは地方自治体が5～6と関係する県・

市・町の議員が出席した。雄和町が候補としてあげたのは，メリーランド州立大学，アイダホ

州立大学，ミネソタ州立大学機構であった。18年１月，秋田県から総勢十数人の調査団がこ

の３校を訪れ，18年５月にミネソタ州立大学機構が選ばれた。ミネソタ州立大学機構が選ば

れた一番の理由は，州立大学機構に属する７つのキャンパスを国際化するために秋田校を位置

づけるという明確な使命を持っていたこと，その実現のために米国人学生を秋田校に留学させ

るという他の候補にはない計画が含まれていたことからであった。18年５月に町と州立大学

機構が結んだ基本契約では，学校法人を設立し，秋田校を運営，学校法人の援助，教育基金の

設立などを町が受け持ち，州立大学機構は教育プログラムの運営，教職員の人事や労働条件な

どの決定を担当することを明確にした。

秋田校のカリキュラムは入学から卒業まで５年間かかる。最初の３年間を秋田で，語学と一

般教養課程を学び，後半の２年間をミネソタ州立大学機構の７大学のいずれかで専門課程を履

修する。米国の大学と同じように全寮制を取る。教員はすべて幹事校であるセントクラウド州

立大学に所属し，同校の給与表に基づいて給与は支払われる。学長，学部長（Academic
 

Dean），学生部長（Student Dean）各１名，教員6数名で構成された。そのうち2数名は英

語集中課程を担当した。当時，マレーシア・クアラルンプールにあった米国インディアナ大学

の分校が閉鎖され，そこに所属していた教員が1名ほど採用された。教員はほぼ全員が米国人
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で構成された。

19年の開学初年度，定員の20名を上回る26名が入学する。だが，卒業までに５年間かか

ること，授業料が高いこと，授業が厳しく多くの学生が中退したことで，２年目以降は定員割

れが続いた（表３）。学校管理については，町と秋田校との間に意見の相違が起こった。町は，

在籍者数を減らさないため，出席や学業についてあまり厳しくしないように促し，本来2人収

容の教室の規模を拡大するよう要請したが，学校側はこのような提案を受け入れなかった。中

退者を減らすようにとの町からの要請にたいしても，大学はレベルを下げないため，進級に必

要な英語のスコアを下げることをしなかった。

累積赤字は４億30万円に膨らみ ，19年７月には，20年３月をもって閉校することが

決まった。ミネソタ州立大学機構秋田校に現在在籍する20名の学生は，20年５月頃をメド

に全員，ミネソタ州立大学機構の学部課程もしくは英語課程に編入が予定されている。

５．今日まで持続している日本校

日本校の中でもっとも歴史が古く，最大の学生数を持つテンプル大学ジャパンについて本節

では取り上げる。18年創立のテンプル大学ジャパンは，テンプル大学日本株式会社（Tem-

ple Nippon, Inc）という名の日本の株式会社によって経営されていた。設立当初は文部省か

らの行政指導で，大学という名称を使えず，テンプルユニバーシティ日本校としていたが，現

在ではテンプル大学ジャパンの名称を使用している。同校の学生に与えられる卒業証書は，フ

ィラデルフィアにあるテンプル大学の本校の課程を修了した学生に与えられる卒業証書と同一

のものであり，本校から直接発行される。卒業生は外資系企業に就職する者が多く，日本国内

または米国の大学院に進学する者もいる。テンプル大学本校は，国際化の実践を重要な使命の

一つとしており，ジャパンキャンパスは，本校の学生が日本校に留学し国際経験を持つための

機能も果たしている 。テンプル大学ジャパンにてインタビューの際，設置認可については，

次のようなコメントを得ている。「文部省認可の大学になることを検討したことはあるが，こ

れまで申請したことはない。日本の大学になることで，我々が持っている特徴が損なわれてし

まう。また，日本の基準にあわせるには，アメリカの大学には必要のないことが多く，そこま

でして認可を得ようとは思わない」。

テンプル大学ジャパンの学費，学位取得までにかかる年数について，他の日本校と大きな差

はない。他の日本校と異なっている点については，次の５つがあげられる。⑴テンプル大学ジ

ャパンでは，多様なプログラムを提供している。英語研修課程，学部課程のほかにも，大学院

（教育学英語教授法修士課程・博士課程，エグゼクティブMBA，ロースクール），生涯教育プ

ログラム，企業内教育プログラムを提供している。学生総数10名のうち，大学院プログラム

表３ ミネソタ州立大学機構秋田校の学生数推移（１学年定員20人）

平成 ２年度 ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 1 合計

入 学 者 29人 12 18 9 19 18 16 18 10 1,13人

内県出身者 5人 2 2 1 2 1 2 2 2 26(1.4％)

内 退 学 者 19人 6 6 5 9 6 6 2 1 54(5.1％)

＊ミネソタ州立大学機構の大学卒業者は，平成1年５月で28人（内県出身者4人）。

「国際系大学についての秋田県議会自由民主党議員団の考え方」

（http://www/jimin-akita.or.jp/report/etc/univ.html）より
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修士課程に30名，博士課程に7名，生涯教育プログラムに50名，企業内プログラムに20名

が在籍しており，英語研修課程（10名）と学部課程（40名）以外からも学生を集めているこ

とが最大の強みであると考えられる。⑵ジャパンキャンパスの特筆すべき点は，履修期間を通

じてまったく日本を離れることなく（ロースクールを除いて），本校と同じプログラムを履修

し，学位が取得できることである。⑶学生のバックグラウンドが多様である。学部課程に入学

する学生は，英語研修課程（2.2％）を経て進学する学生が一番多いものの，海外の大学・短

大からの編入（2％），米国本校からの編入（1.3％），海外の高校卒業（9.9％）とすでに語

学面や生活面で海外の経験を積んできた学生が半数を占めている。以下，日本の大学・短大か

らの編入（9.6％），インターナショナル・スクール出身（7.2％），日本の高校を卒業して直接

入学（5.7％），その他（0.1％）で構成されている。⑷授業内容，単位，学位などが米国の本

校と同一であり，授業は英語で行われるため，日本人以外の学生も受講が可能である。国籍別

に見ると，日本人6％，米国人2％，その他1％となっており，常時3ヵ国を超える国籍を持

つ学生が在籍している。⑸ジャパンキャンパスを創る以前に，本校が海外分校を創る経験を持

っていた。16年にローマ校，16年にロンドン校を開校しており，本校が海外事業の経験を

積んできたことが，日本での成功に寄与したと推測される。

幅広いニーズに対応したプログラムを展開していること，大学院を持っていること，多くの

外国人学生を受け入れていることなどが他の日本校にはなかった特徴であり，存続する大きな

要因となっている。

６．おわりに

本論で見てきたように，日本校では，学生確保や学生のレベル，日米で異なる大学文化など

が運営上の障害となった。自治体においては，地域振興をねらい，学生の募集による経済効

果，町の活性化が期待されたにもかかわらず，学生が十分に集まらない，集まったもののその

多くが学力の点で問題があり，学業を継続できずに大学を中退し，学生数は減少し，経済的な

波及効果もみられなかったといった不満が出された。撤退の原因として，在学年数，費用，教

育の質，保証（卒業できること，英語力が身につくこと）などの面で既存の留学業者や留学プ

ログラム，および日本の高等教育機関と競合できなかったことがあげられよう。

営利目的に走り，安定した経営が持続できず閉校した日本校が多かった中で「学生を本校に

送ることが目的ではない。本校に行きたい学生は行けるし，日本校でも４年間の学部課程を修

了できる。あくまで選択は学生本人」と明言するテンプルの教育理念に，生き残った日本校

の原因の一端を探ることができるかもしれない。

注>

⑴ 田中義郎「アメリカ大学日本校の学生実態に関する調査」『研究報告』第3号，放送教育開発センター，

8-16頁。鋤柄光明『国際教育交流実務講座第７巻 アメリカ大学日本校』19年，アルクなどがあげら

れる。

⑵ 日本校のその後を検証した論文は，（阿部美哉「アメリカ大学日本分校のその後」『IDE』５-６月号，

19年，民主教育協会，6-6頁。田中義郎「高等教育機関の国際進出問題」『高等教育研究紀要』第1

号，19年，財団法人高等教育研究所，12-14頁。）などの研究があげられるが，過去５～６年はほとん

どない。

⑶ 国土庁では，広義の海外大学日本校を下記の５つに分類し，このうちの①および②を狭義の海外大学日

本校として再定義している。本稿での米国大学日本校の定義はこの狭義の海外大学日本校の定義に依拠し

ている。
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① 米大学日本校（日本人を主たる対象として米国の大学への進学を目的とする大学課程の教育及びその

ための英語準備教育を行う機関）

② 提携プログラム（日本人を主たる対象として米大学の教育課程のうちの特定プログラムのみを提供す

る機関）

③ 米大学日本研究・教育機関（米国の本校学生を主たる対象として米大学が独自に日本研究等のために

設置した研究・教育機関）

④ 海外大学日本事務局（海外の大学が主に日本人を日本国内において募集するための在日事務局で，日

本での教育課程を有しない）

⑤ 留学準備コースのある英語学校

⑷ 国土庁大都市圏整備局「海外大学の日本校の実態に関する調査」『人と国土』19年１月号，国土計画

協会，6-7頁。

⑸ 朝日ジャーナル編集部「乱立 米大学日本分校の不思議」『朝日ジャーナル』19年６月2日号 1-2

頁。

⑹ 鋤柄光明「大学の国際進出―外国大学の日本進出と日本の大学の海外進出―」『研究報告』第3号，

19年，放送教育開発センター，5-8頁。

⑺ 内外教育「市民サイドの不安が表面化 米国大日本校に未来はあるか（中）」19年３月1日 ９-1

頁。

⑻ 朝日ジャーナル編集部，前掲書。

⑼ 喜多村和之主査，放送教育開発センター『高等教育の「情報化」と「国際化」に関する研究』『研究報

告』第3号，19年。

国際系大学（学部）検討委員会『国際系大学（学部）に係る調査検討結果報告書』20年1月９日。

http://www.pref.akita.jp/gakujutu/kentoukai/report-mokuji.htm

「第２回国際系大学（学部）検討委員会の概要」（ニルソン委員の発言より）。

http://www.pref.akita.jp/gakujutu/kentoukai/2ndhatugen.htm

米川英樹「大学の海外分校設置の背景と目的―アメリカの大学の日本校設置をめぐって―」『アメリカ

教育学会紀要』第１号，18年，2-3頁。

20年９月1日，ミネソタ州立大学機構秋田校 初代学長諸星裕氏へのインタビュー記録から。

19年２月８日『朝日新聞』（夕刊）「生徒激減，閉校やまず 米大学日本校」。

19年1月2日『読売新聞』（朝刊）「米大学，日本校（福岡）との提携解除 本校への留学困難に 州

補助金カットで」。

19年５月1日『毎日新聞』（朝刊）「ミネソタ州立大学秋田校の経営危機／秋田」。

加藤智恵「米大学日本校の現状と展望」『大学時報』20年９月。

20年1月1日，テンプル大学広報部部長 加藤智恵氏へのインタビュー記録から。

同上。
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