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「連続型テキスト」と「非連続型テキスト」の二つの形式が用いられた。「連続型テキスト」は文章
と文章から構成される段落からなるテキストである。主に、新聞記事、エッセイ、小説、批評、手
紙などである。「非連続型テキスト」は、文章以外の形式のテキストであり、図表やグラフ、リスト、
広告、カタログ、索引、写真、漫画などである。従来の国語教育では「連続型テキスト」の読解が
中心であった。それだけに、映像の要素を含む「非連続型テキスト」の出題は国語教育のテキスト
観を大きく転換させた。
　これを受け、2008年（平成20年）版国語科学習指導要領では、学習者の日常生活や社会生活に関
連付け、メディアを活用した言語活動例が多く取り入れられた。「話すこと・聞くこと」では「図
表や絵、写真」から読み取ったことを話材にしたり、「資料や機器」を効果的に活用して話すこと
が導入された。「書くこと」では、「学級新聞」や「案内文」「資料を効果的に活用する説明文」を
書くことや、「読むこと」では「図鑑や事典」「新聞」「インターネット」「報道」を読解の教材とす
ることが盛り込まれた。
　さらに、高等学校では次のような言語活動例が提示された。

「国語総合」　〈情報を読み取り、まとめて発表する言語活動〉
イ　文字、音声、画像などのメディアによって表現された情報を、課題に応じて読み取り、

取捨選択してまとめること
「国語表現」　〈図表や画像などを用いた資料を編集する言語活動〉

オ　話題や題材などについて調べてまとめたことや考えたことを伝えるための資料を、図
表や画像なども用いて編集すること。

「現代文Ｂ」　〈表現の仕方を考えたり、創作的な活動をしたりする言語活動〉
ウ　伝えたい情報を表現するためのメディアとしての文字、音声、画像などの特色をとら

えて、目的に応じた表現の仕方を考えたり、創作的な活動を行ったりすること。

　このように、文字、音声、画像といったメディアの全ての要素を統合した言語活動が初めて示さ
れた。まさに、映像情報を含めたメディア・リテラシーの指導が国語科でも求められてきたのであ
る。

５．英語圏において熟成したメディア・リテラシー教育の理論と概念

　しかし、冒頭で述べた通り、2008年（平成20年）版国語科学習指導要領では、指導事例において
メディアの活用を促してはいるものの、具体的な指導の観点がわかりにくい。そもそも、日本の国
語科学習指導要領は行動目標で示されている。そのため、メディアを活用した学習を通して何を習
得するのか、本質的な学習内容が明確でない。メディア・リテラシーはメディアを扱うスキルだけ
でなく、学習内容の根幹となる理論がある。そこで、本項では、英語圏におけるでメディア・リテ
ラシー教育の理論的系譜を概観する。
　イギリスでは、1930年代、リーヴィスやトンプソンを中心とした『スクルーティニー』派がアメ
リカから流入する商業主義で娯楽中心の大衆文化によって、学習者のリテラシーが低下することを
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危惧し、メディアが青少年に与える影響の分析を展開した注16。また、第二次大戦中はナチス・ドイ
ツのラジオや映画を活用した戦意高揚のプロパガンダを警戒するため、1936年にローマ教皇庁から
メディア教育の重要性に関する公式宣言が出された記録もある注17。これらが、メディア・リテラシー
教育の起源と言われている。
　1950年代に入ると、アメリカではマスメディアの効果研究が展開した。巨大な影響力と権力を持
つメディアの送り手側から、一方的に情報を送られる受動的な立場にある受け手という単線的なモ
デルで捉えられていた。マスメディアの直接的で強力な影響力は「魔法の弾丸」や「皮下注射」に
喩えられ、論じられた注18。
　このように、メディア・リテラシー教育は、マスメディアの悪影響に対する防御的アプローチと
して始まったのである。
　しかし、マスメディアの影響分析の研究は次第に変容していく。ターナーは1960年代から1970年
代初めを、メディア研究が審美的・道徳的な分析から社会学的な分析へと移行した時期ととらえて
いる注19。イギリスでは、ホガート注20やウィリス注21によってアメリカの大衆文化に接し変容する労
働者階級の文化やリテラシーに着目した研究が展開された。さらに、ソシュールの言語学を基盤と
する記号論が見直され、バルトや注22やエーコ注23による映像メディアのメッセージに対する構造主
義的研究が展開された。また、カナダでは1960年代にマクルーハンによって、メディアが人間の身
体や意識を拡張するという斬新なメディア論が展開され、世界的なムーブメントが起きた注24。
　1982年、ユネスコでは、民主主義構築のために市民の表現の自由と情報に対する基本的権利を保
証するためにメディア教育の推進を促す「グリュンバルト宣言」が出された注25。これによって、メ
ディア・リテラシー教育の重要性は世界各国でさらに強く認識されるようになった。
　1980年代、メディア・リテラシーの分析理論の基盤となる「カルチュラル・スタディーズ」が隆
盛期を迎える。「カルチュラル・スタディーズ」とは、バーミンガム大学の現代文化研究センター（The	
Centre	for	Contemporary	Cultural	Studies，CCCS）で労働者階級の成人教育として、大衆文化の
メディアを扱い、社会を懐疑的に批判分析する学問である注26。
　CCCSの２代目の所長であるスチュアート・ホールが、1973年に発表した「エンコードとデコード」
という概念に関する論文がメディア・リテラシー教育にも最も大きな影響を与えた注27。これはソ
シュールの記号論をふまえたものである。「エンコード」とは、情報の送り手が、送りたい情報を

注16	 山田雄三（2005）『感情のカルチュラル・スタディーズ　─「スクリューティニー」の時代からニュー・レフト運動へ─』
開文社出版

注17	 メディア・リテラシー研究会（1997）『メディア・リテラシー：メディアと市民をつなぐ回路』日本放送労働組合
注18	 イングリス（1992）伊藤誓/磯山甚一訳『メディアの理論　情報化時代を生きるために』法政大学出版局
注19	 ターナー,	G.（1999）溝上由紀・毛利嘉孝他訳『カルチュラル・スタディーズ入門　理論と英国での発展』作品社
注20	 ホガート,	R.（1974）香内三郎訳『読み書き能力の効用』新装版　晶文社アルヒーフ
注21	 ウィリス,	P,	E.（1996）熊沢誠/山田潤訳『ハマータウンの野郎ども』筑摩書房
注22	 バルト,	R（1967）篠沢秀夫・訳『神話作用』現代思潮新社
注23	 水島久光・西兼志（2008）『窓あるいは鏡　ネオTV的日常生活批判　附　ウンベルト・エーコ「失われた透明性」』慶應義

塾大学出版会
注24	 マクルーハン.（1987）栗原裕/河本仲聖訳『メディア論─人間の拡張の諸相』みすず書房
注25	 宮崎寿子/鈴木みどり訳（2000）「ウィーン会議『メディアとデジタル時代のための教育』で採択されたユネスコへの勧告」『fct	

GAZETTE』NO.72
注26	 ターナー,	G.（1999）溝上由紀・毛利嘉孝他訳『カルチュラル・スタディーズ入門　理論と英国での発展』作品社
注27	 Hall,	 S.,	Encoding and decoding, in S. Hall, D. Hobson, A. Lowe and P. Willis, eds,	Culture	Media	Language,	

Hutchinson,	London,	1980.
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生産、流通、消費のプロセスに組み込んで、特定の意味をもたせるために加工することである。「デ
コード」とは、「エンコード」されたメッセージを受け取り、情報の受け手であるオーディエンス
のコンテクスト（文脈）に置き直して、解読することである。コンテクストとは情報や情報の送り
手の背景にある社会、文化、経済、流行などの文脈を指す。また、オーディエンスはメディア情報
を、各自のコンテクスト（人種、民族、階級、性別、学歴、社会経験など）に基づく知識や経験に
照らし、多様な解釈を行う存在である注28。
　この理論は、1980年代には、モーリー注29、フィスク、ハートレー注30らによって、テキスト分析を
中心とした研究から、テキストを構築する言説やコンテクストの研究、さらにサブ・カルチャー研
究へと発展した。
　メディア・リテラシー教育は、マスメディアの悪影響に対する防御的アプローチとして始まった
が、カルチュラル・スタディーズによって、アメリカ的大衆文化への蔑視は根底から覆された。大
衆が親しむサブ・カルチャーを肯定的に捉え、リテラシー向上のテキストとして扱うようになった
のである。
　こうしたアカデミックな流れを学校のメディア教育の流れへと、理論的に統合させたのがレン・
マスターマンである。1985年、マスターマンは“Teaching	The	Media”で、メディア教育での指
導すべき項目を次のように掲げた注31。

イデオロギー、ジャンル、レトリック、リアリズム、自然主義、構成、選択、神話、流通、供
給、表象、非言語コミュニケーション、投錨、優先される読み、デノテーションとコノテーショ
ン、ディスコース、脱構築、オーディエンスの位置、オーディエンスの区分、ナラティブ構造、
楽しみ、記号・意味（シグニフィア、シグニファイド）、情報源、参加・アクセス・管理

　つまり、これらの要素は、1985年までに展開してきた記号論、構造主義、ポスト構造主義、メディ
ア論、オーディエンス論、ジェンダー論などの学問の要素を学校教育で指導できるように、絞り込
んだものである。これらの要素が、メディアの情報をクリティカルに分析するために有効であると
考えられたのである。本論では以降、これらの要素をメディア・リテラシーの核となる概念と考え、

「コア概念」と定義する。
　21世紀に入り、これらのコア概念をさらに洗練させ、教育カリキュラムに導入したのが、デビッ
ド・バッキンガムである注32。バッキンガムが提示したコア概念は以下の通りである。

メディア言語…………	意味、コンベンション、コード、ジャンル、様式、選択、組み合わせ、
テクノロジー

リプレゼンテーション…	リアリズム、真実の語られ方、存在と不在、バイアスと客観性、ステ
レオタイプ、解釈、影響、価値観

注28	 ターナー,	G.（1999）溝上由紀・毛利嘉孝他訳『カルチュラル・スタディーズ入門　理論と英国での発展』作品社
注29	 26同上
注30	 フィスク./ハートレー.（1991）池村六郎訳『テレビを〈読む〉』未来社
注31	 マスターマン.	L,（2012）宮崎緑・訳『メディアを教える─クリティカルなアプローチへ』世界思想社
注32	 バッキンガム、Ｄ.（2006）鈴木みどり監訳『メディア・リテラシー教育　学びと現代文化』世界思想社
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注31	 マスターマン.	L,（2012）宮崎緑・訳『メディアを教える─クリティカルなアプローチへ』世界思想社
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オーディエンス………	ターゲット、語りかけ、流通、利用、理解、楽しみ、社会的差異
制作……………………	テクノロジー、制作業務、産業、規制、流通と供給、アクセスと参加

　バッキンガムは、マスターマンが示したコア概念の項目を、「メディア言語」「リプレゼンテーショ
ン」「オーディエンス」「制作」の４つの大項目に分類した。情報を構成する要素に関するものを「メ
ディア言語」に、情報の内容分析に関する要素を「リプレゼンテーション」に、情報の受け取られ
方に関する要素を「オーディエンス」に分けている。さらに、メディア産業に関する内容と学習者
がメディア制作に取り組む学習活動を「制作」に入れている。ビデオカメラやビデオデッキなどの
映像機材が学校に普及したことに伴い、制作活動を通して、メディア・リテラシーのコア概念を学
ぶスタイルが打ち出されたのである。

６．西オーストラリア州英語科カリキュラムにおけるメディア・リテラシーの�
コア概念

　オーストラリア・西オーストラリア州カリキュラム委員会では、前項で紹介したように、整序さ
れていったコア概念をさらに精選して、「メディア・スタディーズ」科や「英語」科のカリキュラ
ムに取り入れていった。
　西オーストラリア州では、1960年代から、母語としての英語教育において、映像制作のグループ
ワークが論理的思考やコミュニケーション能力を育む上で効果的であることが見いだされてき
た注33。そして、映像制作を主軸とする専門教科「メディア・スタディーズ」科が1976年から始まった。
初期の「メディア・スタディーズ」科はアメリカのメディア論から援用した「送り手→メディア→
受け手」といった単線的モデルの理論をベースとしていた。しかし、カルチュラル・スタディーズ
の研究者がカリキュラム委員会に参画し、1984年に「オーディエンス」「コンテクスト」、1986年に

「コードとコンベンション」、1987年に「表象」の概念がカリキュラムに導入された。これにより、
映像制作の学習活動の意味が180度転回した。以前は、映像制作をすることが教科の指導目標であっ
た。しかし、これらのコア概念が導入されて以降は、コア概念の理解が指導目標となり、映像制作
は学習内容の理解を示す成果物、評価資料と位置付けられたのである。
　また、西オーストラリア州の学校現場では、「メディア・スタディーズ科」は「英語科」の教諭
が兼任することが多く、これらのコア概念が言語活動を活性化する効果があることが広く認識され
ていった。そこで、1994年には英語科カリキュラムにもコア概念が導入された。この時、文字情報
や音声情報だけでなく、映像情報も含めてテキストとすることを定め、「聞くこと・話すこと・読
むこと・書くこと」の言語活動に「見ること」が加えられた注34。
　2010年の西オーストラリア州英語科カリキュラムにおける学習内容のコア概念は次の通りであ
る注35。

注33	 Quin,	R.	“A	Genealogy	of	media	Studies”	The Australian Educational Researcher,	Volume30,	Number1,	pp.101-121,	2003.
注34	 Quin,	R.	“Question	of	Knowledge	in	Australian	Media	Education”,	TELEVISION & NEW MEDIA, vol.4, No.4, pp439-

460, 2003.
注35	 Education	Department	of	Western	Australia	Curriculum	Council,	English 2010, AU, 2008.
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A　コンベンション（表現・理解のきまり）
・言葉の活用法と文法　　　　・テキストの決まりごと

B　コンテクスト（文脈）の理解
・文脈　　　　・目的　　　　・オーディエンス

C　過程と方略
・アイデアと情報にアクセスし、生成すること
・アイデアと情報を加工処理し、まとめること
・ふりかえりと評価

　前項で挙げたバッキンガムのコア概念は「メディア・スタディーズ」科のものなので、メディア
産業や流通といった社会科に関する内容や、テクノロジーといった情報科に関する内容が含まれて
いる。西オーストラリア州では、2005年に教科名を一新した「メディア制作と分析」科において、
これらの内容が扱われている。しかし、母語教育としての「英語科」ではこれらの内容は割愛され、
言語活動に特化した構成となっている点に注目したい。
　そして、英語科では、これらのコア概念を「聞くこと・話すこと・見ること・読むこと・書くこ
と」の言語活動を通して指導することとしている。英語科カリキュラムの到達度評価の観点を、筆
者は表１のようにまとめた。
　「聞くこと・話すこと」は音声言語、「見ること」は映像言語、「読むこと」は文字言語（書き言葉）
の読解、「書くこと」は文字言語（書き言葉）の表現を扱う活動である。表１では、これらを縦割
で示した。コア概念の学習内容、「A　コンベンション」「B　コンテクスト」「C　過程と方略」は
横割りに配置した。このように表にすると、言語を活用するために必要な概念が４つの言語活動の
中で横断的に繰り返し扱われていることがわかる。

表１　英語科　到達度評価の観点

１　聞くこと・話すこと ２　見ること ３　読むこと ４　書くこと

A 理解とクリティカルな認識
を発展させ、口頭コミュニ
ケーションのコンベンショ
ンを解釈・活用する。

理解とクリティカルな
認識を発展させ、映像
テキストのコンベン
ションを解釈する。

理解とクリティカルな
認識を発展させ、文字
テキストのコンベン
ションを解釈する。

理解とクリティカルな
認識を発展させ、書字
テキストのコンベン
ションを活用する。

B コンテクストに従って言語が変化する方法や、言語が学習者自身や彼らの世界に対する見方に影響を及
ぼす方法に対して、クリティカルな認識を増したことを示す。

C 口頭言語が機能する方法を
学習者自身の理解を振り返
り、これまでに学習した話
したり聞くときの過程と方
略の中から、より効果的な
方略を選択する。

映像言語が機能する方
法を学習者自身の理解
を振り返ることによっ
て、見るときの過程と
方略の中から、より効
果的な方略を選択する。

書き言葉が機能する方
法を学習者自身の理解
を振り返ることによっ
て、読むときの過程と
方略の中から、より効
果的な方略を選択する。

書き言葉が機能する方
法を学習者自身の理解
を振り返ることによっ
て、書くときの過程と
方略の中から、より効
果的な方略を選択する。

　本稿の課題である情報の「クリティカルな分析」については、テキストの構成要素を分析する「コ
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ンベンション」と、情報の内容を客観的な視点から分析する「コンテクスト」の二つの観点が設定
されている。また、記号論をベースとする言語観に基づき、映像情報を構成する要素を映像言語と
してとらえ、映像メディアの形式や特徴、映像コードや映像文法の指導項目を構成している。
　このように、西オーストラリア州カリキュラム委員会では全教科で学習内容とそれらを指導する
活動をクロス設定し、小学校から後期中等教育までの12年間の詳細なカリキュラムを発表している。
筆者は、これらを参照し、日本の国語科学習指導要領と対応させた形で応用できると考えた。

７．国語科におけるメディア・リテラシーのコア概念

　以上の考察から、筆者は国語科でメディア・リテラシーを指導するためのコア概念を、次の５つ
で構成した。尚、コア概念の構成には『メディア制作と分析：ユニット1A-2Bのためのリソース』注36

を参照した。

１　コード
１−１　書き言葉のコード
１−２　音のコード
１−３　映像のコード

２　メディア形式
３　表象

３−１　視点
３−２　人物の表象（ステレオタイプ）

４　コンテクスト
５　オーディエンス

（1）　コード
　「記号」とは「何か特定の意味を担わされて繰り返し使われる表現」のことである。
　「コード」とは「記号の意味を作り出す（読み解く）時に使われる解釈のきまりや約束事」である。
　「コード」は「書き言葉のコード」「音のコード」「映像のコード」の三種類で構成される。

①書き言葉のコード

　書き言葉のコードは印刷もしくは紙に書かれた文字という記号が示す意味の活用ルールである。
ただし、本項では「映像」分析の課題に対し、書き言葉のコードの中でも、視覚的にとらえるデザ
イン的要素の意味の解釈に重点をおくこととした。つまり、映像画面にある書き言葉を「フォント
形式、サイズ、レタリング」などの書体から意味を考えさせるのである。特に、日本では「ひらが
な」「カタカナ」「漢字」「ローマ字」の四種類の文字表記がある。同じ言葉でもどの文字で表記す

注36	 Keane,	J.	and	McMahon,	J.	Media Production and Analysis: A Resources for Units 1A-2B, B+G Resource Enterprises, 
WA, AU, 2005.
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るかによって、象徴的な意味合いが変わってくる。新聞の見出しや、ポスターの標語、テレビ番組
のテロップやタイトル表示などのデザインの読み解きに活用できる。このような「書き言葉のコー
ド」の概念を導入することによって、言葉の解釈の幅が大きく広がると考えられる。

②音のコード

　音のコードとは、聴覚でとらえる音の記号が意味を形成するルールのことである。ここでは、話
し言葉の意味だけではなく、声量、速さ、抑揚、間なども解釈の対象とする。例えば、重要な内容
を大きな声でゆっくり読んだり、話題を転じたり、聞き手の意識を引きつけるための間などの話し
方の演出に対しても、意味を見出し、解釈し、評価するのである。
　また、音のコードでは「音楽、効果音、拍手・笑い、ガヤ音」の要素も含む。これらは、テレビ
や映画などの映像メディアをテキストにおいて、オーディエンスの解釈に影響を与える重要な要素
である。これらの音のコードは番組の内容の解釈を方向づけ、誘導する働きがある。ゆえに、映像
テキストの複合的な要素と結びつけ、象徴的な意味を解釈する必要がある。

③映像のコード

　映像のコードとは次にあげる三つのコードで構成される。

⑴　シンボリック・コード
　映像情報では画面に映し出された次の表現に象徴された意味を読み解く。
○小道具　　○舞台設定　　○背景　　○照明　　○色　　○仕草　　○表情　　○衣服

⑵　テクニカル・コード
　「テクニカル・コード」とはカメラが切り取ったフレームの中の構成から意味を読み解
く方法である。画面構成を決定するカメラワークは次のとおりである。
○カメラワーク

・アングル（ハイ・アングル、フラット・アングル、ロー・アングル）
・ポジション（ハイポジション、アイレベル、ロー・ポジション）
・サイズ（	ロングショット、ミディアム・ショット、ウエストショット、バストショッ

ト、アップショット、クローズアップ）
○構図
○照明

⑶　動画の編集コード
○モンタージュ　　○スピード　　○フェイドイン　　○フェイドアウト

　このように、映像のコードに関する知識を理解することによって、映像情報の分析や映像作品の
制作がより豊かなものとなる。映像を学力として評価するには、学習者の分析レポートや映像作品
において、映像コードの知識がどの程度活用されているかを看取ればよいのである。映像コードの
学習は、英語圏ではすでに「ドラマ科」や「メディア・スタディーズ科」で取り組まれていた。だ
が、日本では全く取り組まれておらず、映像は学力の評価に入れられてこなかった。しかし、コー
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るかによって、象徴的な意味合いが変わってくる。新聞の見出しや、ポスターの標語、テレビ番組
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　また、音のコードでは「音楽、効果音、拍手・笑い、ガヤ音」の要素も含む。これらは、テレビ
や映画などの映像メディアをテキストにおいて、オーディエンスの解釈に影響を与える重要な要素
である。これらの音のコードは番組の内容の解釈を方向づけ、誘導する働きがある。ゆえに、映像
テキストの複合的な要素と結びつけ、象徴的な意味を解釈する必要がある。

③映像のコード

　映像のコードとは次にあげる三つのコードで構成される。

⑴　シンボリック・コード
　映像情報では画面に映し出された次の表現に象徴された意味を読み解く。
○小道具　　○舞台設定　　○背景　　○照明　　○色　　○仕草　　○表情　　○衣服

⑵　テクニカル・コード
　「テクニカル・コード」とはカメラが切り取ったフレームの中の構成から意味を読み解
く方法である。画面構成を決定するカメラワークは次のとおりである。
○カメラワーク

・アングル（ハイ・アングル、フラット・アングル、ロー・アングル）
・ポジション（ハイポジション、アイレベル、ロー・ポジション）
・サイズ（	ロングショット、ミディアム・ショット、ウエストショット、バストショッ

ト、アップショット、クローズアップ）
○構図
○照明

⑶　動画の編集コード
○モンタージュ　　○スピード　　○フェイドイン　　○フェイドアウト

　このように、映像のコードに関する知識を理解することによって、映像情報の分析や映像作品の
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ドの概念を導入することにより、言語力としての評価が可能になると考えられる。2008年（平成20
年）版国語科学習指導要領の高等学校の「国語総合」での「文字、音声、画像などのメディアによっ
て表現された情報を、課題に応じて読み取り、取捨選択してまとめること」や、「現代文B」での「伝
えたい情報を表現するためのメディアとしての文字、音声、画像などの特色をとらえて、目的に応
じた表現の仕方を考えたり、創作的な活動を行ったりすること」の指導における評価が可能となる。

（2）　メディア形式
　メディア形式とは、「本、新聞、雑誌、漫画、手紙、電話、ラジオ、放送、テレビ、映画、インター
ネット」などの特有の形式や特性、情報の構成技法を指す。例えば、本であれば、表紙、目次、ま
えがき、本文、あとがき、奥付けがある。本文は「文章」と「段落」で構成されている。漫画では、

「コマ割」やページの段組でストーリーが構成されている。ラジオやテレビでは、番組のオープニ
ングとエンディングがあり、CMが挿入される。また、娯楽、情報、ドキュメンタリー、教養、宣
伝などジャンルの内容によって、情報の構成が異なってくる。マクルーハンが「メディアはメッセー
ジである。」と言っていたように、同じ情報であっても、どのメディア形式で伝えるかによって、
情報の質そのものも変わってくるのである。こうしたメディア形式の特性や構成要素の学習によっ
て、情報の枠組みが客観的にとらえられ、クリティカルに分析する視点が育まれることが期待でき
る。

（3）　表象
　“Representation”を日本語で「表象」と訳す。“Re”とは、「繰り返し、再度」という意味である。

“presentation”とは「提示、表示、表現」という意味である。つまり、メディアは、「すでにある
もの（現実）を、メディアのコードを使って編集し直し、再び提示している」のである。情報の編
集では、制作の意図をふまえ、多くの人に伝わりやすくするために、表現するものの複雑な要素を
切り捨て、単純化して表象する。この時、バイアスが発生する。バイアスとは情報をまとめるため
に生じるゆがみや偏りである。バイアスを分析する観点として、「視点」と「ステレオタイプ」の
二つが挙げられる。
①視点

　情報の送り手の視点分析では、メディア情報の語り手の位置を確認する。一つのニュースであっ
ても、取材相手を企業の社員にするか、地元住民にするかによって、内容が全く異なってくる。ど
ちらを取材相手として選ぶのか。ここに、情報の送り手の視点が表れる。1947年（昭和22年）版国
語科学習指導要領の『われわれの意見は、他人の意見によって、どんな影響をこうむるか。』とい
う単元例の発問がこの視点の分析である。情報の送り手の社会的ポジション、性別、利益などを考
慮に入れ、どのような視点から語られているのかを分析するのである。こうした視点分析によって、
情報の内容で何が語られ、何が語られていないのかも見いだすことができ、学習者自身がテキスト
を客観的な視点から、批判的に分析することが可能となる。

②人物の表象（ステレオタイプ）

　ステレオタイプとは、類型的、典型的な人物像のことである。例えば、表情や服装、話し方や動
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作で登場人物を単純化して表現する。その表現は、情報の送り手と受け手が共有する社会的文化的
コンテクストがあるという前提で成立する。例えば、赤いスカートをはいた背の低い人物が描かれ
ていれば、女の子だと誰もが解釈すると想定される。なぜなら、赤は女性を示し、スカートは女性
の衣服であり、背が低い人物は子どもであるという社会的な通念、一般常識があるからだ。ステレ
オタイプの学習では、まず初めに、このステレオタイプを確認することから始める。次に、そのス
テレオタイプを問い直し、クリティカルに分析するのである。
　例えば、ドラマの登場人物がどのようなステレオタイプを使って描かれているのかを分析する学
習や、ヒーローのステレオタイプが過去と現代ではどのように異なるのかを比較する学習が設定で
きる。このように、当たり前と考えられていたことを問い直すことによって、作者の意図に忠実な
読解から脱却し、多様な解釈を探り、クリティカルな分析へと発展させていくことができる。

（4）　コンテクスト
　コンテクストとは、社会、経済、文化の動向や、それらの背後にある歴史的背景、価値基準、他
者との関係や状況のことを指す。メディアの情報はコンテクストによって枠づけられている。
　例えば、３月放映の女性タレントを起用した携帯電話のCMのコンテクストを分析する。まず、
女性タレントの起用は若い世代への好感度が高いという文化的コンテクストによって決定されたの
である。次に、３月の放映は学生が進学を控えた４月に保護者が携帯電話を買い与えるケースが多
いという社会的コンテクストによって決定されたと言える。つまり、その広告はコンテクストに基
づいて構成されていると言えよう。また、文学作品の分析でもコンテクストは重要な関わりを持つ。
例えば、魯迅の『故郷』という作品は、1920年代の中国の政治状況の動乱という歴史的コンテクス
トの中で必然的に書かれたものだと言えよう。魯迅の生きた時代の歴史を知ることにより、作品理
解がより深まるのである。
　コンテクストの分析とはメディア情報を取り巻く状況を分析することである。さらには、メディ
ア情報を作り出す社会で当たり前とされる通念を問い直すことである。メディア・リテラシーにお
いて、最もクリティカルな分析ができる概念である。

（5）　オーディエンス
　オーディエンスとは、メディア情報の受け手、テレビで言えば視聴者を指す。情報の送り手が想
定する受け手のことをターゲット・オーディエンスという。オーディエンスは、情報を受け取った
ときの状況や、自身の経験、性別、年齢、職業、価値観などを踏まえて、情報を解釈する。一つの
情報に対して多様な解釈が成立する。さらに、「エンコード、デコード」の理論にもあるように、
メディア情報の解釈は送り手と受け手では必ずしも一致しない。そのため、オーディエンスによっ
て、より一層、多様な解釈が成立する。
　オーディエンスの分析にあたっては、初めに、オーディエンス像の分類を行う。情報の送り手が
想定したターゲット・オーディエンスの性別、年代、職業、生活スタイル、教養、社会的文化的経
験、価値観を想定する。次に、そのオーディエンスがどのように情報を解釈し、どんな感想を持つ
かを考えるのである。
　オーディエンスの分析は、メディアの情報を受け手の側から逆照射して分析することである。学
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作で登場人物を単純化して表現する。その表現は、情報の送り手と受け手が共有する社会的文化的
コンテクストがあるという前提で成立する。例えば、赤いスカートをはいた背の低い人物が描かれ
ていれば、女の子だと誰もが解釈すると想定される。なぜなら、赤は女性を示し、スカートは女性
の衣服であり、背が低い人物は子どもであるという社会的な通念、一般常識があるからだ。ステレ
オタイプの学習では、まず初めに、このステレオタイプを確認することから始める。次に、そのス
テレオタイプを問い直し、クリティカルに分析するのである。
　例えば、ドラマの登場人物がどのようなステレオタイプを使って描かれているのかを分析する学
習や、ヒーローのステレオタイプが過去と現代ではどのように異なるのかを比較する学習が設定で
きる。このように、当たり前と考えられていたことを問い直すことによって、作者の意図に忠実な
読解から脱却し、多様な解釈を探り、クリティカルな分析へと発展させていくことができる。

（4）　コンテクスト
　コンテクストとは、社会、経済、文化の動向や、それらの背後にある歴史的背景、価値基準、他
者との関係や状況のことを指す。メディアの情報はコンテクストによって枠づけられている。
　例えば、３月放映の女性タレントを起用した携帯電話のCMのコンテクストを分析する。まず、
女性タレントの起用は若い世代への好感度が高いという文化的コンテクストによって決定されたの
である。次に、３月の放映は学生が進学を控えた４月に保護者が携帯電話を買い与えるケースが多
いという社会的コンテクストによって決定されたと言える。つまり、その広告はコンテクストに基
づいて構成されていると言えよう。また、文学作品の分析でもコンテクストは重要な関わりを持つ。
例えば、魯迅の『故郷』という作品は、1920年代の中国の政治状況の動乱という歴史的コンテクス
トの中で必然的に書かれたものだと言えよう。魯迅の生きた時代の歴史を知ることにより、作品理
解がより深まるのである。
　コンテクストの分析とはメディア情報を取り巻く状況を分析することである。さらには、メディ
ア情報を作り出す社会で当たり前とされる通念を問い直すことである。メディア・リテラシーにお
いて、最もクリティカルな分析ができる概念である。

（5）　オーディエンス
　オーディエンスとは、メディア情報の受け手、テレビで言えば視聴者を指す。情報の送り手が想
定する受け手のことをターゲット・オーディエンスという。オーディエンスは、情報を受け取った
ときの状況や、自身の経験、性別、年齢、職業、価値観などを踏まえて、情報を解釈する。一つの
情報に対して多様な解釈が成立する。さらに、「エンコード、デコード」の理論にもあるように、
メディア情報の解釈は送り手と受け手では必ずしも一致しない。そのため、オーディエンスによっ
て、より一層、多様な解釈が成立する。
　オーディエンスの分析にあたっては、初めに、オーディエンス像の分類を行う。情報の送り手が
想定したターゲット・オーディエンスの性別、年代、職業、生活スタイル、教養、社会的文化的経
験、価値観を想定する。次に、そのオーディエンスがどのように情報を解釈し、どんな感想を持つ
かを考えるのである。
　オーディエンスの分析は、メディアの情報を受け手の側から逆照射して分析することである。学
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実
践
事
例

習者は、主観的な立場を離れ、想定したオーディエンス、つまり他者の立場から、より客観的な視
点を持って情報を解釈することになる。情報を多角的に分析する学習が成立する。

８．義務教育段階の国語科におけるメディア・リテラシーのコア概念の�
到達度評価表

　メディア・リテラシーのコア概念を、国語の授業で指導するためには、2008年（平成20年）版国
語科学習指導要領に対応させていく必要がある。そこで、国語科学習指導要領の指導項目を分析し、
発達段階に対応させた到達度評価表を作成した。表２は小学校では低学年、中学年、高学年の三段
階、表３は中学校では１年、２年、３年の三段階の到達目標を示した。
　「コード」の概念は、「書き言葉のコード」「音のコード」「映像のコード」で構成している。これ
ら３つの概念を統合して初めて、映画やテレビ番組など、映像と文字と音声が複合的に構成された
映像作品の分析が可能となる。小学校の教材では、まず静止画でカメラ・ワークに関する基本的な
コードや、身振りなどのシンボリック・コードを学習させることにした。中学校から動画を教材と
し、編集コードや高度な解釈を要するシンボリック・コードへと指導へと発展させる。３つのコー
ドの概念は、あらゆるメディア形式に共通する基礎事項である。従来の国語の学習で言えば、言語
事項、漢字や言葉の学習にあたる部分である。これらのコードの分析はデジタル情報に対しても活
用できるものである。メディアを分析するための最も基礎的な学習内容である。
　「メディア形式」の概念の学習によって、学習者はメディアの形式や特性を考え、メディアをよ
り客観的な視点でとらえさせることができる。小学校高学年では、メディア形式を比較する教科書
教材が充実している。そこで、小学校段階でメディアの形式に気づかせ、中学校の段階からはメディ
ア形式の特性を分析し、表現活動をより良く活用できることを目標とした。
　「表象」の概念の学習では、メディア情報の送り手の「視点」や「ステレオタイプ」の描かれ方
を分析することによって、情報の送り手の意図や価値観を解釈することに重点を置いた。小学校段
階では、発問によって、「視点」や「ステレオタイプ」があることに気づかせ、中学校段階で「表象」
が与えるオーディエンスへの影響を分析し、自らの制作に活用したり、批評できるようになるよう
に段階をふまえて設定した。
　「コンテクスト」の概念の学習では、テキストの内容が学習者自身の日常生活に根ざすものであり、
その日常が社会に連なるものであることを認識させることを目指した。「話すこと」や「書くこと」
の表現活動で「身近なこと、日常生活、社会生活、経験」から取材することが示されている。学習
者が表現した作品からコンテクスト分析の導入を試みることができる。また、「読むこと」では、
古典や昔話などの歴史的コンテクストや、新聞記事やニュース番組の社会的コンテクストを問うこ
ともできる。こうしたコンテクストの分析には、社会状況、流行、歴史、時事問題など、様々な教
養が必要となる。社会科の領域に関わる内容も含んでおり、教科横断的な発想で取り組む必要があ
る。そこで、小学校段階では日常生活から社会生活へと取材を広げさせた。さらに、中学校段階で
小説やニュースの書き手も同様に日常や社会に取材していることを認識できるように設定した。特
に、古典では、歴史的コンテクストを理解することにより、作品に表れるものの見方、考え方への
理解が高まると考えた。
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表２　国語科におけるメディア・リテラシーのコア概念の到達度評価表　小学校

書き言葉のコード 音のコード 映像のコード メディア形式 表象 コンテクスト オーディエンス

小
・
低
学
年

平仮名、片仮名、
漢字の三種類の日
本語表記について
理解できる。
画面に話し言葉を
提示するルールを
理解できる。

詩、物語の朗読で、
声の大きさや、読
む速さが、言葉の
意味を変化させる
ことに気づくこと
ができる。

映像（静止画…
絵・写真・記号な
ど）の要素（色・
形・サイズなど）
と言語を関連づ
け、意味を理解で
きる。

本、道路標識、絵
本、お知らせプリ
ント、テレビなど
のメディア形式を
理解できる。
情報や物語に構
造があることに気
づくことができる。

情報の送り手の視
点に気づくことが
できる。
人物の表象に決ま
り事があることを
理解できる。

テキストの情報を
自分の日常生活や
経験に関連づけ、
解釈し、発表する
ことができる。
物語が過去のもの
や、フィクション
であることを理解
できる。

オーディエンスの
存在を意識するこ
とができる。

小
・
中
学
年

日本語表記には
ローマ字も使われ
ることを理解でき
る。
文字は表記文字
やデザインによっ
て印象が異なるこ
とに気づくことが
できる。

詩、物語の朗読で、
声の抑揚や強弱、
間のとり方を考え、
言葉の意味を表現
することができる。

映像の単純なシン
ボリックコードの
意味を読み解くこ
とができる。
映像のテクニカ
ル・コードの意味
を理解できる。

写真、新聞、手紙、
ポスター、記録、
報告文、本、イン
ターネットのメ
ディア形式を理解
できる。
情報や物語の構
造を理解できる。

情報の送り手の視
点からその価値観
に気づくことがで
きる。
人物像のステレオ
タイプに気づくこ
とがをできる。

自己や他者、社会
との関係に気づ
き、社会的コンテ
クストを認識でき
る。
昔話、民話などの
物語の歴史的コン
テクストを理解で
きる。

特定のオーディエ
ンスを想定し、反
応を予測すること
ができる。

小
・
高
学
年

日本語の４種類の
文字表記のデザイ
ンの違いや効果に
ついて考えること
ができる。
文字のデザインの
効果を意識して表
現することができ
る。

説明文やニュース
の朗読で、目的や
意図に応じて、声
の抑揚や強弱、間
のとり方などの演
出を考え、朗読す
ることができる。

映像のテクニカ
ル・コード、シン
ボリック・コード、
動画の編集コード
を理解し、情報を
読み解き、情報の
編集に役立てるこ
とができる。

印刷、音声、映像、
デジタル情報など
の様々なメディア
形式の特徴やジャ
ンル、構成要素を
理解すことができ
る。

情報の送り手とし
ての視点を理解し
て、表現の工夫を
理解することがで
きる。
メディアで表象さ
れたステレオタイ
プを見つけられ
る。

社会的、歴史的コ
ンテクストを関連
づけて、テクスト
の内容を理解する
ことができる。
古典文学の作品
が成立した時代に
ついて考えること
ができる。

オーディエンスの
属性を分析し、そ
の反応や解釈を予
測して、表現する
ことができる。

表３　国語科におけるメディア・リテラシーのコア概念の到達度評価表　中学校

書き言葉のコード 音のコード 映像のコード メディア形式 表象 コンテクスト オーディエンス

中
学
１
年

文字表記の書体
やデザインに込め
られた意味を理解
できる。

音のコード（声、
音楽、効果音）の
意味を理解し、朗
読でBGMを効果
的に活用すること
ができる。

映像と書き言葉、
映像と音声の関係
を理解できる。

メディア形式の特
性を分析し、その
形式が情報に与え
る影響に気づくこ
とができる。

多様な価値観に基
づく情報の送り手
の視点や、表彰さ
れるステレオタイ
プを理解すること
ができる。

情報が社会的コン
テクストをふまえ
て構成されている
ことを理解するこ
とができる。
歴史的コンテクス
トに照らして古典
文学を読むことが
できる。

情報は、各オー
ディエンスがもつ
コードで解釈さ
れ、多様な意味が
成立することを理
解できる。

中
学
２
年

映像における書き
言葉のコードを分
析し、効果的に活
用できる。

音のコードを理解
し、音声メディア
作品を解釈した
り、制作すること
ができる。

映像のコードを理
解し、メディア作
品を分析し、制作
に活用できる。

メディア形式の特
性が情報に与える
影響を分析し、自
らの情報発信に活
用することができ
る。

情報の送り手とし
ての自分の視点や
価値観を意識し
て、意図をもって
情報を編集するこ
とができる。

自分の意見が影響
されている社会的
コンテクストを認
識し、情報を分析
することができる。
歴史的コンテクス
トに照らして古典
文学を解釈するこ
とができる。

多様なオーディエ
ンスの反応を予測
し、情報を解釈し、
発信することがで
きる。

中
学
３
年

映像における書き
言葉のコードの活
用の効果を批評
し、自らも効果的
に活用できる。

映像メディアにお
ける音のコードの
意味を分析し、批
評したり、制作す
ることができる。

映像コードを分析
し、制作者の意図
とその効果を批評
し、自らの表現に
活用することがで
きる。

自ら発信した情報
がメディア形式の
特性を効果的に活
用していたかを分
析することができ
る。

情報に表象されて
いる部分とされて
いない部分を分析
し、情報の送り手
の視点や価値観
や、オーディエン
スに与える影響を
分析し、批評する
ことできる。

情報の解釈には個
人の持つ経験や
社会的コンテクス
トが影響を与える
ことが理解し、批
評することできる。
歴史的コンテクス
トに照らして古典
文学を解釈し、批
評することができ
る。

多様なオーディエ
ンスの属性とその
反応を分析し、情
報を批評し、発信
することができる。
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表２　国語科におけるメディア・リテラシーのコア概念の到達度評価表　小学校

書き言葉のコード 音のコード 映像のコード メディア形式 表象 コンテクスト オーディエンス

小
・
低
学
年

平仮名、片仮名、
漢字の三種類の日
本語表記について
理解できる。
画面に話し言葉を
提示するルールを
理解できる。

詩、物語の朗読で、
声の大きさや、読
む速さが、言葉の
意味を変化させる
ことに気づくこと
ができる。

映像（静止画…
絵・写真・記号な
ど）の要素（色・
形・サイズなど）
と言語を関連づ
け、意味を理解で
きる。

本、道路標識、絵
本、お知らせプリ
ント、テレビなど
のメディア形式を
理解できる。
情報や物語に構
造があることに気
づくことができる。

情報の送り手の視
点に気づくことが
できる。
人物の表象に決ま
り事があることを
理解できる。

テキストの情報を
自分の日常生活や
経験に関連づけ、
解釈し、発表する
ことができる。
物語が過去のもの
や、フィクション
であることを理解
できる。

オーディエンスの
存在を意識するこ
とができる。

小
・
中
学
年

日本語表記には
ローマ字も使われ
ることを理解でき
る。
文字は表記文字
やデザインによっ
て印象が異なるこ
とに気づくことが
できる。

詩、物語の朗読で、
声の抑揚や強弱、
間のとり方を考え、
言葉の意味を表現
することができる。

映像の単純なシン
ボリックコードの
意味を読み解くこ
とができる。
映像のテクニカ
ル・コードの意味
を理解できる。

写真、新聞、手紙、
ポスター、記録、
報告文、本、イン
ターネットのメ
ディア形式を理解
できる。
情報や物語の構
造を理解できる。

情報の送り手の視
点からその価値観
に気づくことがで
きる。
人物像のステレオ
タイプに気づくこ
とがをできる。

自己や他者、社会
との関係に気づ
き、社会的コンテ
クストを認識でき
る。
昔話、民話などの
物語の歴史的コン
テクストを理解で
きる。

特定のオーディエ
ンスを想定し、反
応を予測すること
ができる。

小
・
高
学
年

日本語の４種類の
文字表記のデザイ
ンの違いや効果に
ついて考えること
ができる。
文字のデザインの
効果を意識して表
現することができ
る。

説明文やニュース
の朗読で、目的や
意図に応じて、声
の抑揚や強弱、間
のとり方などの演
出を考え、朗読す
ることができる。

映像のテクニカ
ル・コード、シン
ボリック・コード、
動画の編集コード
を理解し、情報を
読み解き、情報の
編集に役立てるこ
とができる。

印刷、音声、映像、
デジタル情報など
の様々なメディア
形式の特徴やジャ
ンル、構成要素を
理解すことができ
る。

情報の送り手とし
ての視点を理解し
て、表現の工夫を
理解することがで
きる。
メディアで表象さ
れたステレオタイ
プを見つけられ
る。

社会的、歴史的コ
ンテクストを関連
づけて、テクスト
の内容を理解する
ことができる。
古典文学の作品
が成立した時代に
ついて考えること
ができる。

オーディエンスの
属性を分析し、そ
の反応や解釈を予
測して、表現する
ことができる。

表３　国語科におけるメディア・リテラシーのコア概念の到達度評価表　中学校

書き言葉のコード 音のコード 映像のコード メディア形式 表象 コンテクスト オーディエンス

中
学
１
年
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学
２
年
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３
年
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することができる。
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　「オーディエンス」の概念の学習では、メディアの向こう側にいる不特定多数のオーディエンス
を想定させる。学習者の分析の視点を他者に置き換えて考えることから、多角的に考える習慣をつ
けることができる。小学校段階では、低学年で従来のように話者と対峙する聞き手を「オーディエ
ンス」として認識させることから始め、中学年から徐々にメディアの向こう側の不特定多数の他者
の存在を意識させるようにした。中学校段階では、学習者自身がメディア情報の送り手として明確
な意図を持って、オーディエンスを分析し、批評できるように構成した。
　このようにメディア・リテラシーのコア概念を国語科に導入することによって、メディア情報を
分析する観点が明確となり、新たな指導の可能が広がることが確認できた。

９．まとめと今後の課題

　以上の考察から、国語科でメディア・リテラシー教育に取り組むためには、メディア・リテラシー
が成立した歴史を踏まえ、カルチュラル・スタディーズなどの理論から抽出したコア概念を設定す
ることが必要であることがわかった。また、国語科におけるメディア・リテラシー教育のための５
つのコア概念、「コード、メディア形式、表象、コンテクスト、オーディエンス」を見出すことが
できた。
　「クリティカルな分析」の方略については、「表象、コンテクスト、オーディエンス」の概念を導
入することによって、より客観的な立場から多角的に情報を分析できることがわかった。「映像学
習の評価方法」に関しては、西オーストラリア州のように、「見ること」いう領域が日本にはないが、
５つのコア概念から分析したことを、「話すこと・聞くこと」「書くこと」「読むこと」の言語活動
に取り組んでいけばよいと考えた。つまり、従来の言語活動の領域に「見ること」を埋め込んで、
実践するのである。特に、「映像のコード」や「メディア形式」に関する知識を活用し、分析や制
作ができたことを評価していけばよいことが、到達度評価表を作成することによって確認できた。
　今後は、教科書教材を活用し、コア概念を育成する授業実践を蓄積し、詳細なカリキュラムを構
築していくことが課題である。
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（4）　異文化理解教育のためのメディア活用
	 坂本　　旬（法政大学）

� 菅原　真悟（法政大学）

　本報告では、第１章で述べたグローバル・メディア・リテラシー（GML）の理念をもとに実践
している、東京都江戸川区鹿骨東小学校とカンボジア・プノンペン市VDTO小学校とのメディアを
活用した異文化理解教育の報告を行う。

１．はじめに

　本実践で行った内容は、⑴「Skype」を使ったリアルタイムのビデオ会議交流、⑵学校紹介ビデ
オレターの交換、⑶メッセージカードの交換、⑷「skype」を用いたじゃんけん交流、⑸「NOTA」
を使って協働で絵本作成、といったウェブというメディアの活用を軸としてさまざまな交流を長期
的に展開している。本実践報告では、この中から実践の導入部分として行った、⑴「Skype」を使っ
たリアルタイムのビデオ会議交流、⑵学校紹介ビデオレターの交換についてまとめるとともに、継
続的に交流実践を行うためには、どのような導入授業を行うのが望ましいのかをまとめる。さらに、
本報告ではそれらの報告に加え、異文化理解教育を進めていくために必要なICTツールや、交流を
行う上で留意すべきことをまとめる。

２．実践報告　skype・ビデオレター交換で日本の小学校とカンボジアをつなぐ

（1）　実践の背景
　筆者らは「総合的な学習の時間」を用いた、異文化理解教育の実践を行ってきた。児童生徒の発
達段階を考慮すると、初等教育における異文化理解教育では、子どもたちがお互いの顔を見ながら
対等に交流することが重要であると考えられる。そこで、子どもたちが異なる文化を学ぶことを目
的に交流をはじめるよりも、「同じ歌を知っている」「同じアニメやマンガが好き」といったお互いが
共有している文化があることに気づくところから、交流学習を進めていくことが望ましいと考えた。

（2）　カリキュラムの作成
　そこで、2009年度に東京都江戸川区立鹿骨東小学校５年生を対象に、「総合的な学習の時間」を
用いてカンボジアのプノンペン市スティングミアンチェイ地区（いわゆる「スラム街」）にある
VDTO小学校との異文化理解「カンボジアの子どもたちにビデオレターをつくって交流しよう」の
カリキュラムを作成し、実践を行った。本章は、その報告・分析である。
　カリキュラム作成にあたっては次の２点に注意した。

⑴	　発展途上国のかわいそうな子どもたちという発想をさせない
⑵　子どもたち同士が仲良くなることを最初の目標とし、それからお互いの文化背景や生活の様
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子などを知っていくというプロセスを経る

　本実践の交流にはインターネットを使ったテレビ電話の「Skype」を利用した。テレビ電話を用
いたのは子どもたちがインターネットを使ったリアルタイムの交流を体験できることと、途上国で
あるカンボジアでも徐々にインターネットへ接続できる通信インフラが整備されつつあることが背
景にある。VDTO学校との交流には、現地で活動している日本のNPO法人「ARBA」に協力して
いただき、インターネットネット環境や、通訳の手配を依頼した。
　今回行った実践は、総合的な学習の時間を使って行った。授業時間数は12時間扱いである。授業
実施の日程は表１、各時間ごとの授業内容は表２のとおりである。
　交流学習を始めるにあたっては、児童が交流に関心が持つように、どの国と交流するのか映像を
使ってヒントを出しながらクイズ（宿題）を出した（授業１回目）。翌日にクイズの答えがカンボ
ジアであることを伝え、ビデオレターを作成して交流を行うことを子どもたちに伝えた（授業２回
目）。次にビデオ機材の使い方についての授業を行い撮影の注意点を教えた（授業３回目）。
　この様な導入授業を行ってから、VDTO小学校の子どもたちとSkypeを用いてお互いの自己紹介
や生活について質問をする交流を行った。VDTO小学校からは日本の小学生ならば誰もが知ってい
る歌（ドレミの歌）を準備してもらい、お互いが同じ文化を持っているということを実感できるよ
うにした（授業４・５回目は連続で実施）。
　ビデオレターの作成にあたっては、法政大学の学生（坂本ゼミ生）が撮影や編集をサポートしビ
デオレターを完成させた（授業６〜10回目）。完成したビデオレターはVDTO小学校へ送り、Skype
を用いてビデオレターの感想を聞く交流を行った（授業11回目）（授業時の様子：写真１、写真２）。
最後にVDTO小学校で撮ったビデオレターを鹿骨東小学校で見せて終了した（授業12回目）。
　なお、教員間でのやり取りには、Skypeだけでなくメールやオンライン掲示板を活用し、話し合
いの内容の記録や、実践の課題などの情報を共有した。

表１　交流授業の日程

授業時 学習内容 授業時間数（実施日）

１ 導入⑴　「どの国と交流するのかな？」（ヒントとなる写真や
動画を見せる）

１（９月17日）

２ 導入⑵　クイズの答えを発表 １（９月18日）

３ ビデオカメラの使い方 １（９月29日）

４・５ 交流⑴　「交流校の友だちとSkypeで話してみよう」
・Skypeを用いてお互いに用意した質問をする
・VDTO小学校が「ドレミの歌」の合唱をする

２（10月８日）

６〜10 ビデオレターを作る（大学生がサポート） ５（10月下旬）

11 交流⑵　「VDTO小学校へ送ったビデオレターの感想をSkype
で聞く」

１（11月５日）

12 VDTO小学校から送られてきたビデオレターを見る １（12月22日）
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表２　交流授業プログラム

時 学習活動 指導上の留意点 事前の打合せ内容
事前に必要な準備

１ １．学習の見通しを
持つ（５分）

○これから外国のお友だちと交流をする
ことを伝える。

２．本時の課題を知
る

「どこの国と交流す
るのかな？」（15
分）

○これからどこの国と交流するのかクイ
ズを出す。（どこの国と交流するかは
２校時まで児童には伝えない）

○カンボジアについて扱ったテレビ番組
を見せる（15分）

○カンボジアの画像・動画
を用意しておく。「カン
ボジア」と言う言葉が入
らないように編集する。

３．その国の先生と
交流してみよう

（20分）

○交流校で活動している日本人の先生と
Skypeを使ってリアルタイムの交流を
する

○どんな国なのか質問する

○現地の日本人の教員との
交流では、「カンボジア」
という名前を出さないよ
うに依頼。

４．まとめ（５分） ○何人かにどこの国だと思ったか感想を
聞く。（この時点では正解は言わない）

○宿題：今日の交流からどこの国だと思
うか、調べ学習などをして考えてくる。

○あらかじめ質問を考えさ
せておく

＊質問の内容はどんな国な
のかイメージをふくらま
せるような質問を考えさ
せる（例：食べ物、使用
言語、首都、盛んなスポー
ツ、遊び、ゲームなど）。

＊ことばでのコミュニケー
ション以外のものを用意
させる（例：遊び用具、
民族衣装やグッツ、歌、
生活用品など）。

２ １．本時の課題を知
る

○カンボジアのお友だちにビデオレター
を送る

２．カンボジアって
どんな国

○交流する国がカンボジアであると伝え
る

○カンボジアがどんな国か（どこにある
のか・人口は何人か・どんな風土なの
か・など）を教える

○前回に引き続き交流校で活動している
日本人の先生とSkypeを使ってリアル
タイムの交流をし、カンボジアへつい
て興味を持たせる

○カンボジアについて説明
するプレゼン資料を作成
しておく

３．ビデオレターを
送ろう

○これからビデオレターを作って送るこ
とを伝える

海外の友達と交流しよう

カンボジアの友達にビデオレターを送ろう
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３ １．本時の課題を知
る

○ビデオカメラの使い方を学ぶ ○班で１台ビデオカメラを
使える台数を用意してお
く

２．ビデオカメラの
使い方

○ビデオカメラの使い方を ○忘れずに、バッテリーを
充電しておく

３．使ってみる
グループごとにビ
デオカメラを使っ
て撮影をしてみる

○ビデオカメラを使う場面では大学生が
サポートに入る

４
・
５

１．本時の課題を知
る

２．自己紹介をしよ
う

○子どもたち同士の初めての顔合わせと
して位置づける

○前日までにSkypeのテス
トをしておく

３．質問してみよう ○お互いの紹介と質疑応答（一人一人の
自己紹介は無理なので、日本側ではク
ラスの紹介）

○お互い聞きたい事を質問し合う
○３クラス合同授業のため、テンポよく

質問できるようにする

○児童の質問内容を用意さ
せ、交流相手校に送って
おく（表３）

○カンボジアの日本語が分
かる大学生に通訳を依頼
する

４．歌を届けよう ○日本の児童が知っている歌を、カンボ
ジアの子どもたちが歌う

○日本の子どもは校歌を歌う

○日本の児童が知っている
歌を歌うことを現地の教
師に依頼しておく

６

10

１．課題を明確にす
る

２．グループわけ ○グループで作品を作る

３．絵コンテの作成 ○絵コンテはワークシートを用いて絵を
書き・撮影内容を書かせることで、ど
ういったシーンを撮影するのか具体的
な完成イメージさせるようにする

○ワークシートを準備して
おく

４．撮影
５．編集

○撮影は児童が行い、大学生サポーター
が編集作業を大学で行う

11 １．本時の課題を知
る

２．Skypeで現地の
小学生と会話する

○Skypeを使ってカンボジアへ送ったビ
デオレターの感想を聞く

○現地の小学生へ送ったビ
デオレターを見せて感想
を準備させる

ビデオカメラの使い方を知ろう

カンボジアの友達とskypeで交流しよう

～

カンボジアの友達にビデオレターを送ろう

送ったビデオレターの感想を聞こう
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時 学習活動 指導上の留意点 事前の打合せ内容
事前に必要な準備

○いつも小学校でサポートしてくれてい
た大学生のお兄さん・お姉さんがカン
ボジアにいて、skypeで交流が出来る
ことを体験する

○海外研修へ行っている坂
本ゼミが現地の通信をサ
ポート

12 １．本時の課題を知
る

２．送られてきたビ
デオレターをみる

○送られてきた映像を見て、感想を述べ
合う

３．学習の振り返り ○一連の学習のまとめをする
○これからの継続的な交流を意識させる

表３　事前に用意した質問一覧

・どんな学校ですか？
・学校は楽しいですか？
・学校の自慢は何ですか？
・学校ではどんなことをしていますか？
・どんな授業をやっていますか？
・先生はきびしいですか？
・専科（家庭科や図工、音楽など）の授業は

ありますか？
・どんな楽器がありますか？
・プールはありますか？
・冷房はありますか？
・どんな授業が好きですか？
・科目は何種類ありますか？
・学校で一番楽しいことは何ですか？
・なぜ階段に壁がないのですか？
・学校の階段の周りに壁がなくて、こわくな

いですか？
・学校は何階まであるのですか？
・給食はありますか？　何を食べていますか？
・クラスは何個ありますか？
・休みはありますか？
・校庭に遊具はありますか？
・植物は育てていますか？
・どんな一日をすごしていますか？
・何時間授業ですか？（一日）
・１時間は何分ですか？
・クラブはありますか？

・掃除はありますか？　何で掃除するんです
か？

・洋服は決まっているんですか？
・テレビはありますか？
・今はやっているテレビは何ですか？
・マンガはありますか？
・どんなマンガを読んでいますか？
・人気のキャラクターは何ですか？
・好きなアニメは何ですか？
・カンボジアの流行のファッションは？
・休みの日は何をしていますか？
・ゲームをやったことはありますか？
・住んでいるところはどんなところですか？
・どんな家に住んでいますか？
・トイレは洋式、和式、それとも別の形？
・将来どんな家に住みたいですか？
・どんなものを食べていますか？
・主食は何ですか？
・アンコールワットに行ったことはあります

か？
・夏はプールに入りますか？
・夢は何ですか？
・日本にはどういうイメージを持っています

か？
・日本のどんなところがよいと思いますか？
・日本に来たら何がやりたいですか？
・日本のどこに行ってみたいですか？
・日本に来て食べたいものは何ですか？

カンボジアから送られてきたビデオレターを見よう



- 164 -

時 学習活動 指導上の留意点 事前の打合せ内容
事前に必要な準備
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・今はやっているテレビは何ですか？
・マンガはありますか？
・どんなマンガを読んでいますか？
・人気のキャラクターは何ですか？
・好きなアニメは何ですか？
・カンボジアの流行のファッションは？
・休みの日は何をしていますか？
・ゲームをやったことはありますか？
・住んでいるところはどんなところですか？
・どんな家に住んでいますか？
・トイレは洋式、和式、それとも別の形？
・将来どんな家に住みたいですか？
・どんなものを食べていますか？
・主食は何ですか？
・アンコールワットに行ったことはあります

か？
・夏はプールに入りますか？
・夢は何ですか？
・日本にはどういうイメージを持っています

か？
・日本のどんなところがよいと思いますか？
・日本に来たら何がやりたいですか？
・日本のどこに行ってみたいですか？
・日本に来て食べたいものは何ですか？

カンボジアから送られてきたビデオレターを見よう
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事
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・島田紳助は知っていますか？
・他の国に行ったことはありますか？
・友だちになってくれますか？
・朝食、昼食、夕食は何を食べていますか？
・好きな食べ物は何ですか？
・学校にはどんな持ち物を持ってきているん

ですか？
・学校のカバンはランドセルですか？
・運動会はありますか？　何月？
・一番楽しい行事は何ですか？
・一つの学校に何人ぐらい先生がいますか？
・全校生徒は何人ですか？
・男の子、女の子どっちが多いですか？
・学校に着くまで家から何分かかる？
・どんな本を読みますか？
・学校の宿題は多いですか、少ないですか？
・クラスの目標は何ですか？
・どんな遊びが好きですか？
・休み時間にやる遊びは何ですか？
・どんなスポーツがありますか？
・好きなスポーツは何ですか？

・サッカーは好きですか？
・流行っている歌は何ですか？
・今、はやっていることは何ですか？
・はしを使いますか？
・どんな道具でごはんを作りますか？
・名物、有名な食べ物は何ですか？
・だいたい何人兄妹ですか？
・自然はいっぱいありますか？
・雨はどのくらい降りますか？　何日くらい？
・公園がありますか？
・ジャングルは近いですか？
・ジャングルで遊んだことはありますか？
・海はきれいですか？
・山はありますか？
・好きな動物は何ですか？
・不自由なこと、大変なことはありますか？
・スーパーなどはありますか？
・カンボジアの良いところは何ですか？
・カンボジアのすてきなところ（自慢したい

ところ）はどこですか？
・将来の夢は何ですか？

写真１　カンボジアとのSkypeの様子（鹿骨東小学校）
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写真２　日本とのSkypeの様子（カンボジアVDTO小学校）

３．実践成果の確認

　実践による子どもたちの変容をみるために、２回目、４回目、６回目の授業後に、授業の感想を
書くワークシートを配り、交流の感想を自由記述の形で記述させた。データの分析では子どもがど
のような感想を書いているのかをカウントする質的な手法を用いた。

　２回目の授業が終わった時点での感想には、カンボジアは「貧しい」「かわいそう」といった感
想が最も多く、子どもたちの68％（74人中50人）を占めていた。

・貧しい。あまり豊かじゃない。
・そんなにお金のある国ではなかった。
・あんまりカンボジアについてわかんないけど、貧しい時もあり生活するのに大変な国だな

と思いました。
・日本と比べていい学校がない。
・学校があまりない国。カンボジアという国は少しかわいそう。
・カンボジアみたいな貧しい国も勉強しなければいけないことがわかった。かわいそうだと

思った。

２回目の授業後の子どもたちの感想（抜粋）

　しかし、子どもたちがSkype交流を行った４回目の授業の感想には、「カンボジアにも『ドレミ
の歌』があるなんてびっくりした」と自分たちと同じ歌を歌っていることに驚いたと感想を書いた
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子どもが63％（78人中49人）と最も多い回答であった。さらにカンボジアにも日本と同じような「お
にごっこ」や「万華鏡」といった遊びがあることを知り、交流しているカンボジアの子どもたちと
自分たちには共通の遊びや知識があることに関心を示した回答をあわせると83％（78人中65人）と
なった。逆に、「貧しそう」「かわいそう」といった回答は少なくなった。

・カンボジアの子が「ドレミの歌」のカンボジア版を歌っていてびっくりした。カンボジア
でもケンケンやおにごっこがあるなんておどろきです。今日、カンボジアの子と仲よくな
れたような気がしたので良かったです。

・カンボジアにもドレミの歌があるなんてびっくりした。とても元気がよかった。日本語を
いっぱいしゃべっていてすごいと思った。カンボジアにもおにごっこがあることがわかっ
た。カンボジアの人が東京タワーを知っているなんて思わなかった。

・VDTO小学校の人たちとドレミの歌が歌えてよかったです。VDTO小学校の人は、日本
に来たら勉強や仕事をやりたいと言っていてびっくりしました。カンボジアの人は、東京
タワーを知っていたなんて知りませんでした。

・ドレミの歌をクメール語で歌っていて、私たちも日本語で歌いました。私はカンボジアに
も、日本で知っている歌があってすごいなと思いました。東京タワーを知っている！とい
う人がたくさんいて、カンボジアの子は東京にある東京タワーを知っているんだな、と思
いました。VDTO小学校の子たちと初めてあった時はわけがわからなかったけど、何回か
交流していたら自然と友だちみたいな感じになってきました。

４回目の授業後の子どもたちの感想（抜粋）

　授業６回目が終わった時の感想では、「VDTO小学校の子どもたちとじゃんけんがしてみたい」
など、今後もさらに交流を続けていきたいという感想が出てくるようになった。
　以上のことから、鹿骨東小学校の子どもたちはカンボジアの子どもたちが自分たちと違う文化を
持っていることよりも、「ドレミの歌」や「同じ遊び」という自分たちとの共通性の発見に強い興
味を示していたことが分かった。交流学習を行うに当たっては、異なる文化に着目するよりも、住
んでいる国や地域は異なっても、同じような文化を持っていると実感させることが重要であること
が示された。

・歌（カンボジアの子どもたちは歌がとても上手だから一緒にドレミの歌を歌いたい。
・絵（一緒にかいて送れたら送りたい）
・自分たちの好きな絵を描きあって見せ合う。
・カンボジアの子とジャンケンがしたい！！
・絵を描いてどっちが上手いか勝負したい。
・今度いっしょにおりがみでなにか作りたいです（つくった写真を送りあう）
・絵を描いて見せ合う

６回目の授業後の子どもたちの感想（抜粋）
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４．本実践の成果と課題

　本実践では、⑴発展途上国のかわいそうな子どもたちという発想をさせない　⑵子どもたち同士
が仲良くなることを最初の目標とし、それからお互いの文化背景や生活の様子などを知っていくと
いうプロセスを経ることを目標に掲げ、実践を行った。
　本実践では、まずは相手の存在を感じること（アウェアネス・コレスポンデンス）から始め、次
に自分のことを発信するビデオレターの交換、skypeによる同期型コミュニケーションと段階を経
ながら交流を行った。
　実践を始めた当初は、「貧しい」「かわいそう」といった感想を書いていた児童が、相手も自分た
ちと同じような遊びをし、同じ歌を歌っているということを体験することで、継続的な交流学習に
強い意欲を示すようになった。そして、本実践で交流を行った５年生の児童は、翌年もカンボジア
との交流を継続的に続けることができ、メッセージカードの交換や、NOTAというお絵かきソフ
トを使った絵本の協働作成へと発展させることができた。
　異文化交流学習においては、自分たちとは異なる文化を発見することを目的に交流を開始する
ケースも見られる。異文化理解では、お互いが異なる文化を持っていることを理解し合う事も重要
である。しかし、継続的に交流を続けたり、お互いが一緒に何かを作る協働制作のような活動を行っ
たりするためには、お互いの違いを探す事よりも、たとえ違う国・違う文化のもとで暮らしていた
としても、同じ歌を歌う・同じ遊びをするといった文化の同質性を共有し合う事が重要であるとい
えるだろう。

資料　交流学習をすすめるために

　最後に、実際に交流学習をするにあたって注意すべき内容と、交流学習に有効なICTツールを紹
介する。

（1）　交流学習を行うにあたって
①校長先生・管理職の理解を得る。相手校との連携。

　交流学習をするにあたっては、校長先生をはじめとする管理職の先生方の理解を得るとともに、
交流する相手校との連絡も密にする必要がある。事前に掲示板やメールでのやり取りのほかに、
skypeなどのビデオ会議システムを使って何度も授業の目的や実践当日の進め方について話し合っ
ておくと良いだろう。

②事前に打合せを綿密に、いざとなれば電話（携帯電話必須）

　インターネットを介したリアルタイムの交流には様々なトラブルが予想される。例えば当日に
なって、うまく通信できなくなることや、機材が故障など、考えられるだけ事前にトラブルを予測
して準備をしておくことも大切である。
　また、skype等でリアルタイムに交流をする場合は、ネットワークのトラブルに対応するために、
お互いに携帯電話の番号を事前に交換しておくことも重要である。筆者らの交流授業の際にも、当


