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はじめに

メディア・リテラシーという言葉は，日本では
「マスメディアが伝える情報を批判的に読み解
く能力」という文脈でとらえられることが多く，
1990年代後半から広く使われるようになり，こ
の時期にNHKや民放でメディア・リテラシー

テレビの読み解きから
ネットでのコミュニケーションまで
〜放送局のメディア・リテラシーへの取り組みの変遷〜

メディア研究部  宇治橋祐之　

メディア・リテラシーという言葉は，日本では「マスメディアが伝える情報を批判的に読み解く能力」という文脈で
とらえられることが多く，1990年代後半から広く使われるようになり，この時期にNHKや民放でメディア・リテラシー
に関する取り組みが進んだ。こうした動きは2000年代に一段落したが，「フェイクニュース」「ポスト・トゥルース」な
どの言葉が注目を集める現在，あらためて「受信者としても発信者としても，メディアのあり方を考え行動できる能
力」としてのメディア・リテラシーの向上が求められている。

本稿ではメディア・リテラシーの概念を整理したうえで，放送局のメディア・リテラシーへの取り組みを，番組と
番組以外とに分けてみていく。番組については「広報番組・自己検証番組」「特集番組」と「小・中学生や高校生を
対象とした教育番組」に分類し，番組以外については「一般向けの公開施設」「小・中学生や高校生向けのイベント」

「広報物とウェブサイト」の3つに分類して，それぞれの取り組みの変遷を，NHKを中心に民放も含めてみていく。
ソーシャルメディア時代を迎え，誰もが映像と音声を含めた情報を手軽に発信できる時代となった今，放送局

がメディア・リテラシーに果たせる役割を考えたい。
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に関する取り組みが進んだ。
こうした動きは2000年代に一段落したが，

「フェイクニュース」「ポスト・トゥルース」などの
言葉が注目を集める現在，あらためて「受信
者としても発信者としても，メディアのあり方を
考え行動できる能力」としてのメディア・リテラ
シーの向上が求められている。

本稿ではメディア・リテラシーの概念を整理
したうえで，放送局のメディア・リテラシーへ
の取り組みを，番組と番組以外とに分けてみて
いく。番組については「広報番組・自己検証
番組」「特集番組」「小・中学生や高校生を対
象とした教育番組」に分類し，番組以外につ
いては「一般向けの公開施設」「小・中学生や
高校生向けのイベント」「広報物とウェブサイト」
の3つに分類して，それぞれの取り組みの変遷
を，NHKを中心に民放も含めてみていく。

ソーシャルメディア時代を迎え，誰もが映像
と音声を含めた情報を手軽に発信できる時代
となった今，放送局がメディア・リテラシーに
果たせる役割を考えたい。

1. メディア・リテラシーの概念と
   放送局の関わり

本章ではメディア・リテラシーの概念につい
て整理したうえで，1990年代後半から進んだ
放送局のメディア・リテラシーへの取り組みをみ
ていく。

1-1メディア・リテラシーの概念

メディア・リテラシーという言葉は「メディア」
も「リテラシー」も多義的な用語であるため，
時代や国により定義が少しずつ異なることが
多い。

こうした前提のもと本稿では，「日本の放送
局」におけるメディア・リテラシーについて考え
る。なお，表記は「メディア・リテラシー」を基本 
に，引用部分では「メディアリテラシー」も使う。

現在，放送局で使われるメディア・リテラシー
のもとになるのは，後述する「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 1）（2000年6月）に示されてい
る3 要素である（図1）。

「読解力」「活用力」「創造力」の3つの力の
「相互作用」がメディア・リテラシーであると定
義している点が特徴的である。

しかしそれまでは，「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
を指す。また，そのような力の獲得を目指す
取り組みもメディア・リテラシーという」（鈴木
1997）というような，主にマスメディアからの
情報に対して受け手になる市民に求められる
能力を想定したものが主流であった。

また，世界的にみると2011年にユネスコが
発表したメディア・情報リテラシー（MIL）では，

図 1　メディア・リテラシーの構成要素
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ニュース・リテラシーやテレビ・リテラシー，イ
ンターネット・リテラシーも含む概念として整理
している（図2）。

本稿ではこうした定義や日本独自の歴史も
検討したうえで，メディアの読解力，活用力，
創造力の育成のために，放送局が行っている
活動を幅広く取り上げたい。

1-2 放送局が取り組むメディア・リテラシー

1998年5月，郵政省（当時）は放送分野に
おける青少年対策について検討するために「青

少年と放送に関する調査研究会」を設け，同
年12月に報告書を発行した 3）。

報告書の「はじめに」では「青少年非行の凶
悪化，性の逸脱行動，さらには青少年の間に
見られるいじめ等，青少年が直面している問
題は，極めて憂慮すべき状況にあり，我が国
の将来を担う青少年の健全育成は，国を挙げ
て取り組むべき喫緊の課題」として，「我が国
社会の情報の共有化，青少年の価値観や人生
観の形成に大きな影響力を有する放送の今日
的在り方も問われる」と述べている。

そして具体的な提言として以下の7点を挙げた。
1. 青少年向けの放送番組の充実
2. メディア・リテラシーの向上

3. 青少年と放送に関する調査等
の推進

4 .第三者機関等の活用
5. 放送時間帯の配慮
6. 番組に関する情報提供の充実
7. Ｖチップ 4）

この調査研究会の提言の具体
化を図ることを目的として，郵政
省，NHK，日本民間放送連盟（民
放 連）の3 者 が共同で，99 年1

〜6月まで開催したのが「青少年と放送に関す

る専門家会合」5）である。
会合の結果，「各機関における取組方針（概

要）」が提示され，特に「2.メディア・リテラシー
の向上」については下記の方針が示された 6）。

この郵政省の取り組み方針を受けて，99年
11月に「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」が設置され
た。2000年6月に出された報告書では，メディ

図 2　メディア・情報リテラシー（ユネスコ）2）

【NHK】
• メディアを学び，送り手と受け手の関係を

理解するのに役立つ番組や海外のメディア・
リテラシー活動に関する番組を放送する。

• 学校向けビデオの貸出し，番組制作体験の
場の提供等を実施する。

【民放連】
• 児童・青少年が，テレビの持つ特性を把握

し，内容を的確に理解する能力を身につけ
るとともに，自立した判断力を養うことので
きる番組を制作・放送する。

•（社）日本PTA全国協議会等の協力を得て，
番組の幅広い活用を図る。

【郵政省】
• メディア・リテラシーに関する調査研究会を

今年度，開催する。構成員は，教育関係者，
学識経験者，有識者，関係省庁等を予定。
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ア・リテラシーの向上に向けた取り組みとして
下記の項目を提示している7）。

青少年犯罪の多発化や凶悪化の一因はテレ
ビにあるのではないかとして始まった一連の会
議は，最終的にアメリカで導入されたVチップ
については検討課題となり，一方で放送局によ
るメディア・リテラシーの取り組みが積極的に
進められることとなった。

こうした青少年向けの議論と並行して，80
年代から，いくつかのマスメディアの不祥事を
機に，メディアが自己検証をする必要性が議
論されてきた。

すでにNHKと民放各局は1959年から放送
法で，放送番組の適正を図るため放送番組審
議会 8）の設置が義務づけられており，経営広
報番組などで審議の様子を伝えてきた。

こうした番組審議会の報告と合わせて，視
聴者の疑問に答える形などで放送番組を検証
する自己検証（批評）番組が90年代に各局で
始まる。本稿ではこうした番組も視聴者に対す
る放送局からの情報提供や自己検証という点
から，メディア・リテラシーに関わる番組とし
て取り上げる。またメディア・リテラシーについ
て扱う特集番組も90年代から相次いで放送さ
れるようになる。こうした時代背景は表1にま
とめたとおりである。

以降の章では放送局のメディア・リテラシー
に関わる取り組みを，まず「放送番組」と「放
送番組以外」に分ける。そのうえで「放送番組」
については一般向けの「広報番組・自己検証番
組」「特集番組」と，主として小・中学生や高
校生を対象とした「教育番組」に分類する。さ
らに放送番組以外については，一般向けの「公

表 1　 放送局のメディア・リテラシーへの取り組み　関連年表（96 ～ 03 年）

年 研究会など 放送番組 放送番組以外

96 『あなたの声に答えます』』（NHK総合）

97

98 「青少年と放送に関する調査研究会」（5 〜 12月）

99

「青少年と放送に関する専門家会合」（1 〜 6月） NHK・民放連共同企画番組（04年度まで） 「NHKジュニアブック」発行

「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」（11月〜 00年6月）

『教育トゥディ』で「メディア・リテラシー」
シリーズを放送

民放連制作『てれびキッズ探偵団』放送

00 「放送番組向上委員会」内に
「放送と青少年に関する委員会」を設置（4月）

NHK放送体験クラブ（〜 19年度）
「インターネット博覧会」開催

01
『体験！メディアのABC』（NHK教育）
『教育トゥデイ』（NHK教育）で「メディア・
リテラシー」シリーズを放送

02

03 「放送倫理・番組向上機構（BPO）」設立に伴い，BPO
に「放送と青少年に関する委員会」が統合（7月）

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・リテラシーの実践に向けた環境
整備
⒜ 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
⒟ 放送メディアと視聴者との交流機会の

拡大



54 APRIL 2020

開施設」，主として小・中学生や高校生を対象
とした「イベント」と，「広報物とウェブサイト」
とした（表 2）。

具体的な取り組みの内容について，NHK
を中心に民放連や民放も含めてみていく。

2. NHK のメディア・リテラシーに
関わる番組の変遷

本章ではNHKのメディア・リテラシーに関
わる番組について，広報番組，特集番組，教
育番組の順にみる。特に教育番組については，
取り扱う内容の変遷を具体的にみていく。合
わせて総務省が教育現場に提供している教材

についてもみる。

2-1 広報番組

NHKでは，国内放送に関わる「中央放送番
組審議会」と「地方放送番組審議会」，国際放
送に関わる「国際放送番組審議会」を設置して
おり，審議の様子をニュースや経営広報番組で
放送してきた。主な広報番組を表3にまとめた。

1993年度から放送の『テレビ自由席』で
は，NHKの経営課題や事業活動などを伝え
る「NHKは今」と，各界の有識者が NHKの
番組や経営について意見を語る「批評・提言
NHK」の2つの枠を設けていた。

96年から単発番組として『あなたの声に答え
ます』が始まる。96年12月には当時会長であっ
た川口幹夫が出演した。97年度からは定時番
組となった。99年度からは『土曜スタジオパー
ク』に役割が移る。

その後，NHKを含めてマスメディアの不祥
事から視聴者のマスコミ不信が生まれる中，
2005年度からは当時副会長だった永井多恵子
が出演して視聴者に語る『永井多恵子のあな
たとNHK』が始まる。この番組は06年度から

『あなたとNHK』に引き継がれ，『三つのたま
ご』『NHKとっておきサンデー』を経て，20年

表 2　本項での放送局のメディア・リテラシーへの
取り組みの分類

表 3　NHKの主な広報番組（1993 年～）

番組名 放送期間 放送時間
『テレビ自由席』 93年4月〜96年3月 総合 日曜午後9:50 〜 10:00

『あなたの声に答えます』 96年3月〜97年3月
97年4月〜99年3月

単発番組。96年3月，9月，12月，97年3月の4回放送
総合 日曜午前10:05 〜 10:30

『土曜スタジオパーク』 99年4月〜 総合 土曜午後1:50 〜 3:00
『日曜スタジオパーク』 03年4月〜06年3月 総合 日曜午前11:00 〜 11:30
『永井多恵子のあなたとNHK』 05年10月〜06年3月 総合 第1日曜午前11:00 〜 11:30
『あなたとNHK』 06年4月〜07年3月 総合 第2 〜 5日曜午前11:00 〜 11:15

『三つのたまご』 07年4月〜 10年3月
10年4月〜 11年3月

総合 日曜午前11:30 〜 11:50
総合 日曜午前11:35 〜 11:54

『NHKとっておきサンデー』 11年4月〜 12年3月
12年4月〜 16年4月

総合 日曜午前10:05 〜 11:54
総合 日曜午前11:00 〜 11:54

『どーもNHK』 16年4月〜 総合 日曜午前11:20 〜 11:54

放
送
番
組

広報番組・
自己検証番組

『どーも，NHK』など 2-1

民放の番組 4-1

特集番組
『メディアは今』など 2-2

NHK・民放連共同企画番組 4-2

教育番組
『体験！メディアのABC』など 2-3 〜 5

『てれびキッズ探偵団』など 4-2

放
送
番
組
以
外

公開施設
「NHKスタジオパーク」など 3-1

映像制作体験ができる施設 4-4

イベント
「NHK杯放送コンテスト」など 3-2

民放各局の取り組み 4-3

広報物とウェブサイト「NHKジュニアブック」など 3-3



55APRIL 2020

度現在は『どーも，NHK』が放送されている。

2-2 特集番組

表4は「NHKクロニクル 番組表ヒストリー」
で，「メディア・リテラシー」または「メディアリ
テラシー」をキーワードで検索し，後述する小・
中学生や高校生を対象とした教育番組を除い
た主な番組の一覧である。

番組表に記録が残る最初の番組は，1997
年1月に教育テレビで放送された『メディアは
今』の「「テレビを読み解く」―カナダ・メディ
アリテラシーの取り組み―」である。メディア・
リテラシーへの取り組みを先進的に進めている
カナダの事例を紹介した。
『メディアは今』は94 〜 96 年度は月1回の

独立した番組として，97 〜 98 年度は『ETV
特集』の中のシリーズ番組として放送された。
メディア・リテラシーを直接扱ったのは1回だ

けだが，「問われるドキュメンタリー〜事実とは
何か・制作現場は語る」（94 年5月），「人命か
報道優先か〜ピュリツァー賞・写真論争」（94
年6月），「視聴率と視聴質」（94 年10月）など
メディアに深く関わるテーマを扱ってきた。

99 年から2001年にかけては，教育ジャー
ナル番組『教育トゥデイ』で，メディア・リテラ
シーについて取り上げた。99 年は海外の事例
や今後の方向性を示す内容であったが，01年
は日本の学校やNPOの具体的な取り組みを
伝えた。さらに，05 年の『わくわく授業』で
は，インターネットとメディア・リテラシーに関
わる小学校の授業の事例も紹介された。

また『週刊こどもニュース』はメディア・リテ
ラシーについて考えるだけでなく，番組自身の
制作過程を具体的に示しながら，視聴者ととも
に考える場を提供した。

表 4　NHK のメディア・リテラシーを扱った主な特集番組

番組名 放送日 放送時間 副題 出演（肩書は当時）

メディアは今 97年
1月30日

教育 午後8:00
〜 8:44

「「テレビを読み解く」―カナダ・メディアリ
テラシーの取り組み―」

（テレビマンユニオンディレクター）今野勉
（立教大学教授）服部孝章
（上智大学講師）音好宏

教育トゥデイ99 99 年
4月3日

教育 午後10:15
〜 10:59

「メディアと教育」〜始まったメディアリテラ
シー教育〜 （東京大学社会情報研究所助教授）水越伸

教育トゥデイ 99 年
12月11日

教育 午後10:30
〜 10:59

「メディア・リテラシー」（1）〜メディアとどう
向き合うか〜 （編集工学研究所所長）松岡正剛

教育トゥデイ 99 年
12月18日

教育 午後10:30
〜 10:59

「メディア・リテラシー」（2）メディア教育最前
線〜カナダの取り組み〜 （東京大学社会情報研究所助教授）水越伸

教育トゥデイ 99 年
12月25日

教育 午後10:30
〜 10:59

「メディア・リテラシー」（3）どう進める日本
のメディア教育 （東京大学社会情報研究所助教授）水越伸

教育トゥデイ 01年
7月12日

教育 午後11:00
〜 11:29

「メディア・リテラシー」（1）“編集”と“事実”
〜愛知県春日丘中学高等学校 （千葉大学助教授）藤川大祐

教育トゥデイ 01年
7月19日

教育 午後11:00
〜 11:29

「メディア・リテラシー」（2）子どもジャーナリ
ストの挑戦〜チルドレンズ・エクスプレス （ジャーナリスト）菅谷明子

シンポジウム　
メディア教育を考える

01年
11月17日

午後11:30 〜
午前0:49 〜メディアリテラシーと新聞・放送〜

（東京大学大学院助教授）水越伸
（東京大学大学院助教授）山内祐平
（ジャーナリスト）中馬清福
（広告批評編集長）島森路子
（ジャーナリスト）菅谷明子
（NHK解説委員）平野次郎

わくわく授業
〜わたしの教え方

05年
11月13日 午前7:40 〜 8:05 「インターネットの世界へこう歩み出せ〜石原

一彦先生」 （滋賀県大津市立藤尾小学校）石原一彦

週刊こどもニュース 07年
6月16日 午後6:10 〜 6:42 「メディアリテラシーとは」

週刊こどもニュース 10 年
3月27日 午後6:10 〜 6:42 「週刊こどもニュースができるまで」
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2-3 メディア・リテラシーに関わる教育番組

ここからはメディア・リテラシーを扱った教
育番組，特に学校の授業で利用されてきた学
校放送番組を中心にみていく。

学習指導要領ではこれまでメディア・リテラ
シーという言葉は直接には使われていない。し
かし「平成20，21年改訂学習指導要領」では

「情報モラル」が，「平成29年・30年改訂学習
指導要領」では「情報モラル」を含む「情報活
用能力」が，総則で扱われている。
「情報活用能力」には「情報活用の実践力」

「情報の科学的な理解」「情報社会に参画する
態度」の3つの要素があり，メディア・リテラ
シーの概念と重なる部分が多い。

具体的には国語，社会科，道徳，総合的な
学習の時間，高校の教科「情報」などでメディ
ア・リテラシーに関わる授業が行われ，NHK
の学校放送番組でもシリーズの中で関係する
番組を取り上げてきた。

表5にメディア・リテラシー教育，情報教育
に関する定時放送の教育番組をまとめた。

メディア・リテラシー教育と銘打った最初の
定時番組は『体験！メディアのABC』（01〜03
年度，小学校5 〜 6年対象，15分）である。
03年度に放送を終了したあとは，中学校・高
校を対象とした『ティーンズTV メディアを学

ぼう』（05〜06年度，20分），情報教育番組の
『10min.ボックス 情報・メディア』（07〜13年度，
10 分）の中でメディア・リテラシーが扱われた。

あらためてメディア・リテラシー教育番組とし
て小・中学生を対象に放送が始まったのが『メ
ディアのめ』（12〜16年度，小学校4 〜 6年・
中学校対象，10 分）で，『メディアタイムズ』（17
年度〜，小学校4 〜 6年・中学校対象，10 分）
へと続く。これらはNHK for Schoolのウェブ
サイトで，番組とともに子ども向けの教材や教
師向けの指導案なども提供されている。

こうした番組と並行して，総合的な学習の時
間や国語，社会科などの授業で扱う，調べ方
や伝え方に関する番組も放送されてきた。

例えば，『しらべてまとめて伝えよう〜メディ
ア入門〜』（00〜04年度，小学校3 〜 4年対
象，15分），『伝える極意』（08〜12年度，小
学校5 〜 6年対象，15分），『しまった！』（16
年度〜，小学校4 〜 6年・中学校対象，10 分）
などである。

そのほかにも「情報モラル」に関わる内容が
道徳番組で扱われたり，放送局をはじめとする
情報産業について社会科番組で扱われたりし
てきた。

また，通信制の高校生を主たる対象とする
高校講座では，『情報 A』（03 〜 12年度，30

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

メディア・
リテラシー
教育番組

体験 !メディアのABC
（01 〜 03） メディアのめ（12 〜 16） メディアタイムズ

（17 〜）
メディアを

学ぼう
（05 〜 06）

情報教育番組
しらべてまとめて伝えよう

（00 〜 04） 伝える極意（08 〜 12） しまった！（16 〜）

10min.ボックス 情報・メディア（07 〜 13）

高校講座
情報 A（03 〜 12） 社会と情報（13 〜）

国語表現（15 〜）
現代文（15 〜）　※ラジオ第2

表 5　メディア・リテラシー教育に関わる定時番組の変遷（教育テレビ）

年度
2000（平成12）〜 2010（平成22）〜 （令和元）
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分），『社会と情報』（13年度〜，20 分），そして
『国語表現』（15年度〜，20 分），ラジオ第2
放送の『現代文』（15年度〜，20 分）で，メディ
ア・リテラシーをタイトルにした回が放送され
てきている。

2-4 『体験！メディアのABC』 

ここからは，メディア・リテラシー教育の定
時番組『体験！メディアのABC』『メディアのめ』

『メディアタイムズ』の3番組について，番組の
ねらい，年間ラインナップや演出の変遷につい
てみていく。
『体験！メディアのABC』は，メディア・リテ

ラシーをテーマにした初めての定時の教育番組
として2001年4月から放送が始まった（表6）。

番組は，高度情報化社会の中で日々さまざ
まなメディアにアクセスする子どもたちに，下
記の2つの力を育てることをねらいとした 9）。

出演者は高校生（当時）のタレントの大沢あ
かねとNHK解説委員（当時）の中谷日出で，
15分の番組は2つのコーナーで構成された。

「体験！」コーナーは学校現場でも実施可
能な体験・実験を取り上げ，「メディアのプロ」
コーナーは，情報を受け取る側からは見えに

くい発信者たちの姿を描くことによって，「ど
んな情報でもどこかに必ずそれを発信した人
がいる」という感覚を養うことが意図された。

新聞や雑誌，広告など幅広いメディアを扱っ
たが，特に中心としたのは放送で，撮影，照明，
音声，音響効果，編集など，放送局の番組制
作の手法を具体的に扱っている。

番組は小学校の総合的な学習の時間や国
語，社会科の時間などで利用され，番組を機
に地域のCMを作る子どもたちの姿が特集番
組としても放送された 10）。

2-5 『メディアのめ』から『メディアタイムズ』へ

2012年度から放送が始まった『メディアのめ』
は番組制作の背景を下記のようにしている11）。

01年度から放送の『体験！メディアのABC』
と同様に，「情報を取捨選択して受け止める力」
と，「メディアを使いこなしてゆく力」の両方が
大事だとしていることは変わらないが，対象と
してインターネットや携帯電話を扱っていること
が変わってきている（表 7）。

経済産業省の調査によると12年度に携帯
電話を所有している小学生は25.8%，中学
生は35.0%。スマートフォンについては3.4%，
16.2%12）で，パソコンも含めてインターネットを
利用する小・中学生が増えてきた時期である。

こうした状況の中，『メディアのめ』でも放送

1. メディアを通じて送られてくる情報を主体
的に受け取る力

2. メディアを使って伝えたい情報を発信する力

私たちのまわりには，テレビ，雑誌，イン
ターネット，携帯電話など様々なメディアから
の情報があふれています。子どもたちには，
そうした大量のメディア情報を取捨選択して
受け止めるとともに，積極的にメディアを使い
こなしてゆく力「メディアリテラシー」が必要
になってきています。

1. メディアで使われる手法を実際に体験する
ことによって，情報の発信力と受容能力を
同時に育む「体験！」コーナー

2. マスメディアの世界で働く情報発信のプロ
の仕事を紹介する「メディアのプロ」コー
ナー
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を中心に新聞や雑誌，広告などを扱うだけで
なく，メールの書き方やネット検索の方法，ネッ
トのサービスの仕組み，ネットでのコミュニ
ケーションのあり方などを扱っている。

番組の構成は，子どもの身近なメディアへの
疑問を入り口に，中学生（当時）の安保泰我

（タレント）が，実際にメディアを体験したり，
池上彰（ジャーナリスト）の解説を聞いたりしな
がらメディアとの上手なつきあい方を学んでいく
というものであった。

対象は中学校まで広げられ，小学校高学年
を中心に，総合的な学習の時間や国語，社会
科，特別活動の授業などで利用が広がった。

17年度からは『メディアタイムズ』の放送が始
まる（表8）。番組のねらいは下記のとおりであ
る13）。

動画クリエイターなど，『メディアのめ』よりも
さらに新しいメディアについて取り上げている
のが特徴的である。

番組はさまざまなメディアを取材する架空の
映像制作会社メディアタイムズを舞台とするド

副題 内容（「体験！」コーナー／「メディアのプロ」コーナー）

1 映像の合成 複数の映像を合成して，トリッキーな映像を作る。／「メディアのプロ」NHK大河ドラマの映像合成

2 メディア 身の回りにどんなメディアがあるか，探してみる。／「メディアのプロ」NHK解説委員 中谷日出

3 アップとルーズ アップの映像とルーズの映像を比較する。／「メディアのプロ」スポーツ雑誌のカメラマン

4 組写真 複数の写真を組み合わせて，ストーリーを構成する。／「メディアのプロ」スポーツ雑誌の編集者

5 インタビュー 同じインタビューを複数の人が記録して，違いを比べる。／「メディアのプロ」新聞記者

6 写真と文章 同じ事件を扱った新聞記事を比較し，写真と文章の関係を考える。／「メディアのプロ」新聞の編集長

7 キャッチコピー 宣伝するもののキャッチコピーを考える。／「メディアのプロ」コピーライター

8 ビデオの撮影 さまざまな手法を使い分けて映像を撮影する。／「メディアのプロ」NHKのカメラマン

9 照明 照明の当て方を変えて映像の違いを比べる。／「メディアのプロ」人形劇のライティングディレクター

10 録音 音源との距離やマイクの種類を変えて録音し，違いを比べる。／「メディアのプロ」NHKの音声技術者

11 音響効果 同じ映像に異なる音楽をつけて，印象の違いを比べる。／「メディアのプロ」NHKの音響デザイナー

12 ビデオの編集 同じ素材群から映像の順番や組み合わせを変えて編集し，違いを比べる。／「メディアのプロ」スポーツニュー
スの映像制作

13 インタビューの編集 同じ素材群からインタビューの順番や組み合わせを変えて編集し，違いを比べる。／「メディアのプロ」NHK
ニュースのディレクター

14 ナレーション 同じ映像に異なるナレーションをつけて，違いを比べる。／「メディアのプロ」教育番組『おこめ』のナレーション

15 コマーシャル 30 秒のコマーシャルのカットリストを作って分析する。／「メディアのプロ」CMプランナー

16 アニメーション 簡単なアニメーションを作る。／「メディアのプロ」アニメーション作家

17 ボディランゲージ 言葉を使わず，身振り手振りだけで会話する。／「メディアのプロ」振付師

18 演出 朗読劇を演出する。／「メディアのプロ」ドラマ『中学生日記』の演出

19 構成 DJ番組を構成する。／「メディアのプロ」FMラジオ番組の構成

20 手紙・電話・Eメール 同じ情報を異なるメディアで伝え，違いを比べる。／「メディアのプロ」メディアを使って交流する小学生

表6　『体験!メディアのABC』（ 教育テレビ 2001 ～ 03年度）

さまざまなメディアを取材し，プロのねらい
や工夫を紹介する「ドキュメントパート」と，メ
ディアについて仲間と話し合う「ドラマパート」
を通して，“メディア・リテラシー”の力を育む
番組です。

新聞やテレビといったこれまでのメディアは
もちろん，動画クリエイターやフェイクニュース
など，ネットを中心とした新しいメディアも取り
上げ，抱えている課題についても紹介します。
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ラマパートから始まり，新聞やテレビ，ネット
ニュースなどのメディアの現場を取材するドキュ
メントパートがあり，最後のドラマパートで「メ
ディアとの向き合い方を考える問い」を提示し，
教室内での活発な議論へといざなう点がこれ
までの番組と異なる点である。

例えば「写真は“ありのまま”を伝えている?」

の回では，「アップとルーズ」「あおりと俯瞰」な
ど撮影のコツを伝えたうえで，写真の背景を切
り取ることでわかりやすく伝える手法も取り上
げている。

さらに，番組の最後には「そのままを撮って
いるがおいしそうに見えない写真」と「加工さ
れているがおいしそうに見える写真」を提示し

表 7　『メディアのめ』放送一覧（教育テレビ  2012 ～ 16 年度）

副題 内容

メ
デ
ィ
ア
リ
テ
ラ
シ
ー
入
門

1 写真一枚で世界を切り取れ！ 写真は，「アップ」で撮るか「ルーズ」で撮るかで見え方が全く違う。切り取り方で伝わる
ことが変わることを学ぶ。

2 実感！音のちから 同じ映像でも，違う音楽をつけると，全く違うニュアンスで伝わることがある。目には見
えないが，音には強い力があることを実感する。

3 お客の心をつかむ！ポップの言葉 魅力的な「ポップ」のキャッチコピーの裏には，客のニーズをつかんだ，徹底した売るた
めの工夫があることを知る。

4 工夫がいっぱい！新聞作り 新聞の紙面は，記事，写真，見出しによって「構成」されている。同じできごとでも，
報道するねらいによって，全く紙面が違ってくることを知る。

5 パッケージが伝えるメッセージ 商品のパッケージの表は，色や模様，キャッチコピー，そのデザインによって，あるひと
つのイメージを作りあげていることを知る。

6 発見！グラフのちから 統計データやグラフは，作る人のねらい，縦軸や横軸の取り方によって全く違って見える
ことを知る。

7 世界とつながる！インターネット 世界中の情報があふれているインターネット。どうやって世界とつながっているだろうか。
「インターネット」を実感する。

メ
デ
ィ
ア
の
ち
か
ら

8 流行をリード！
ファッション雑誌の作り方

読者の年齢ごとに作られ，流行をリードしているファッション雑誌。ターゲットに合わせ
た作り方の工夫を知る。

9 命をふきこむアニメーション 動かないものが生きているように動く「アニメーション」。静止画が連続して動画になる
仕組みを学ぶ。

10 気持ちを動かす！ＣＭのヒミツ ひと目見ただけでだれもが心に残るCM。限られた時間で商品を印象づけるためのプロ
の工夫を知る。

11 知ってる？ニュース番組の舞台裏 テレビニュースのラインアップは，ある基準で優先順位が決められていることを知る。
12 選びぬいてつなぐ！映像編集 映像の編集では，映像がひとつ変わっただけで，伝わることも変わってしまうことを知る。

13 話の流れを作る！構成の工夫 番組を作るためには，撮影する前に「構成」といわれる番組の流れを示す“設計図”を
作る。わかりやすく印象的な番組になるような構成作りの工夫を知る。

14 感動を生み出す！ドラマの演出 視聴者を感動させるドラマ。ひとつの脚本をもとにたくさんのスタッフが力を合わせてひ
とつの世界を作り上げている。そのための，さまざまな演出の工夫があることを知る。

15 探してみよう！共通のイメージ ステレオタイプなイメージがある一方，共通のイメージを利用して生活に役立てているも
のもある。物事に対するイメージについて考える。

ネ
ッ
ト
と
の
つ
き
あ
い
方

16 伝わる！上手なメールの書き方 メールによるコミュニケーションの特性を知り，便利な点と気をつけるべき点を学ぶ。

17 どうしてタダ？インターネットのサービス インターネットを使うと，たくさんの情報を無料で得ることができる。ネットの「無料」の
仕組みを知る。

18 匿名？本名？
インターネットでのつき合い方

インターネットでは匿名を使うほうがよいのか? 本名を使うほうがよいのか? さまざまな
例を見ながら考える。

19 知らなかった？著作権のルール 友達からCD を借りてコピー。それは許されるのだろうか？ 著作権の仕組みを学ぶ。
20 情報をゲット！ネット検索のワザ インターネットによる検索の長所と短所を知り，正確な情報を得るための方法を知る。

21 スマホ時代の友だち関係 今やスマホやケータイを使って，複数の友だちに一斉にメッセージを送ることができる時
代。その仕組みや特性を知り，コミュニケーションを考える。

22 無料ゲームの不思議 PCやスマホでお金を払わずに楽しめる無料ゲーム。どうして無料なのだろうか。その秘
密を知る。

23 私の情報のゆくえ 自分が撮ったおもしろ画像や動画をアップすると，誰もがすぐ見られる。個人的な情報
が世界の人々に伝わることを実感し，適切な使い方を学ぶ。
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「写真は“ありのまま”を伝えている？」での問いかけ

副題 内容

1 好きなことができる？動画クリエイター 人気動画クリエイターに密着し，その魅力や収入の仕組みなどを紹介。さらに，プロが失敗
した事例から，「視聴者への配慮」と「おもしろさ」のバランスを考える。

2 思いを届ける新聞づくり 新聞作りに大切な「見出し」「写真選び」「レイアウト」の工夫を紹介。読者を想定したとき，詳
しさと読みやすさのあるべきバランスとは何かを考える。

3 “心を動かす”キャッチコピー 今回はキャッチコピーの制作現場に密着! 心を動かすキャッチコピーの作り方を，コピーライ
ターと一緒に学んで行きます。

4 写真は“ありのまま”を伝えている？ 「アップ」と「ルーズ」，「あおり」といった撮り方の工夫を紹介。さらに，加工された写真もあ
ることを伝え，その許容範囲について考える。

5 この記事どう思う？ネットニュース 多くのネットニュースを扱う編集部に潜入し，利用者に「見てもらうため」の工夫を紹介。誰で
も意見が書き込める「コメント機能」とどうつきあうべきかを考える。

6 フェイクニュースを見抜くには うそやデマがSNSなどを通じて事実のように広まる現状と，その対策を行う企業の取り組み
を紹介。フェイクニュースに罰則を与えるなどの規制が必要か考える。

7 ターゲットはあなた！ネット広告 「検索ワードに合わせた広告の表示」や「広告効果の計測」などネット広告ならではの仕組み
や特徴を紹介。利便性と個人情報提供とのバランスを考える。

8 どこまでつながる？SNS 個人が意見を広く発信できたり，コミュニティーを作れたりする魅力を紹介。一方で「炎上」
や「人を傷つける」危険があることを学び，その向き合い方を考える。

9 どこまでがOK？著作権 今回は著作権! 著作権侵害が創作現場に与える影響を取材。さらに，作者に無断で行う二
次創作はどこまでOK？ すべて禁止すべき？ 私たちはどう向き合うべきか考えます。

10 何を選んで伝える？テレビニュース どのニュースにどんな価値があるか判断することで，紹介順や長さが変わることを紹介。
ニュース内に「事実」と「意見」があることを学び，あるべき姿を考える。

11 正確に分かりやすく！情報番組 「取材」「検証」「構成」などの情報番組作りに不可欠な仕事を紹介。発信者が「都合の悪い
情報」と出会ったとき取捨選択がどこまで許されるのか考える。

12 どうあつかう？統計調査 客観的に見える統計調査でも，意図のある見せ方がされていることを紹介。「設問」や「目盛
り」など調査手法，調査結果のあるべき伝え方，受け止め方を考える。

13 “ リアル” に見せる！ドラマの演出 「所作指導」「キャラクターづけ」といったドラマの演出を紹介。さらに，演出が視聴者に「偏っ
たイメージ」を植え付ける可能性にも触れ，その功罪を考える。

14 伝える意図を明確に　映像編集 テレビ番組の編集担当者に密着し，同じ素材でも順番や切り取り方で視聴者に伝わる意味
が大きく変わることを紹介。「編集」が，どこまで許されるのか考える。

15 記憶に残るCMづくり 今回はCMの制作現場に密着! どうしたら記憶に残るCMができるのかを考えます。

16 アニメは自由に表現できる？ アニメにはさまざまな「誇張」が詰まっていることを紹介。自由に表現できるからこそ，残酷
な場面などが描かれることも伝え，そのあるべき姿を考える。

17 話題を巻き起こす！ＰＲ 今回はＰＲ。商品の魅力を伝えようと，あの手この手で世間に話題を巻き起こすプロに密着！
ＰＲが政治の場でも活用されている実態を踏まえ，その向き合い方を考えます。

18 みんなで作る！口コミサイト 日本最大級の口コミサイトを舞台に，その仕組みや取り組みを詳しく紹介。プラスのこともマ
イナスのことも書かれる口コミと，どう向き合うべきか考える。

19 どうやって作られる？イメージ 「容疑者の写真」や「外国人の吹き替え」など，メディアがある一面を意図的に印象付ける場
合があることを紹介。作られたイメージにどう向き合うべきか考える。

20 身につけよう！メディア・リテラシー これまで取り上げてきたメディアの特性を振り返りつつ，そもそもなぜメディアと向き合うこと
が重要かを学び，これからの生かし方を考える。

表 8　『メディアタイムズ』放送一覧（教育テレビ  2017 年度～）
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て，「どこまで工夫が許されるのか」という問
いかけで終わる。

金沢市立大徳小学校の山口眞希教諭は6年
生の総合的な学習の時間に，金沢を紹介する
パンフレットを作成していく中でこの番組を利
用した。実際にプロの作ったパンフレットを複
数見て構成や表現を分析したり，自分たちで写
真を撮ってきたりした子どもたちから出てきた
意見をもとに，次のように番組ウェブサイトにま
とめている14）。

どちらかの写真が絶対に正しいということ
ではなく，立場や状況によって加工についての
考え方が異なることがあること，受け手も考え
ながら写真を見るとよいこと，自分たちが発
信者になった場合に注意が必要なことなどを
子どもたちは理解していった。

ほかの回にも同様な問いかけがあり，メディ
アのプロが制作の手法を伝えるだけでなく，
発信する立場になったときにどうするかを，話
し合いの中から見つけるように構成されている

点が，これまでの番組と異なる点である。

2-6 メディア・リテラシー教育に関わる

その他の教材

メディア・リテラシーに関する学校向けの教
材は総務省のウェブサイトにも示されている。
「放送分野におけるメディアリテラシー」の

ウェブサイトには，「テレビの見方を学ぼう」とい
うコンテンツや貸出教材が紹介されている15）。
「テレビの見方を学ぼう」にある「放送記者坂

井マヤ　〜ストーリーをさがせ〜」は，火事を目
撃した新人記者になって「自分のニュース」を
作ってみるという内容で，「ニュース記者の仕事
を体験しながら，「テレビの見方」の力を身につ
け」ることがねらいである。またカメラワークや
音楽など，テレビ番組の演出について学ぶ「映
像不思議シミュレーター」も公開されている。

貸出教材とは，ビデオまたはDVDの教材
で，総務省情報流通行政局放送政策課「リテ
ラシー教材担当」から借りることができる。小
学校低学年向け（3種類），小学校高学年向け

（6），中学生向け（3），高校教師向け（1）の計
13種類がある。

さらに「伸ばそう ICTメディアリテラシー」16）

では，子どもたちが安全に安心してインターネッ
トや携帯電話を使用できるよう，情報モラルを
含むICTメディアリテラシーを育成するプログ
ラムが公開されている。学習テーマは下記の5
つである。

・作り手からすると，行きたいと思わせるの
がガイドブックの役割だから，伝わりやすく
するための加工はしてもいいことだと思う。

・色を強調するくらいはいいと思うけど，実際
に無い物を付け足すのは嘘の情報を流すこ
とになると思う。読み手がいやな思いをす
るかもしれないから加工しすぎはよくない。

・ふだん見ている写真も「加工されているか
もしれない」と考えながら見るといいね。

・場合によっては「だまされた」と思わず「相
手が強調しすぎてしまった」と考え，受け
止めて許容することも大切。

・自分達の作るパンフレットの写真に加工が
必要になったら，友達と相談しながら，強
調しすぎないようにしたい。

1. インターネットで調べよう！
2. わくわく！ハラハラ？インターネット
3. 学校のステキを伝えよう！
4. メールでケンカ！どうする？
5. ケータイを持って街へ出かけよう！
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テキスト教材として学校用の「ティーチャーズ
ガイド」と「学習テキスト」，家庭用の「家庭学
習用ガイドブック」と「学習ワークブック」，そし
てインターネット補助教材が用意されている。

最後に，本稿では教科書については扱って
いないが，放送に関わった著者によるメディア・
リテラシーに関わる文章が教科書に掲載され
ているので，代表的なものをみていく。

光 村図書の小 学 校4年国語の教 科 書に
2005年度から掲載されている「アップとルーズ
で伝える」は，筆者の中谷日出（元NHK解説
委員）が『体験！メディアのABC』の放送内容
を参考にして執筆したもので，写真のアップと
ルーズの意味を考えるという内容である。

また，同社の小学校5年の国語の教科書に
は元TBSの下村健一の「想像力のスイッチを
入れよう」が掲載されている。「事実かな，印
象かな」「他の見方もないかな」「何がかくれて
いるかな」「まだ分からないよね」という「四つ
のハテナ」から想像力を広げようというものであ
る。

光村図書では中学2年国語の教科書にも，
「メディアと上手に付き合うために」（池上彰）を
掲載している。テレビ，新聞，インターネット
の特徴を記したうえで，編集された情報を上手
に活用する方法が示されている。

他社の教科書でも研究者やジャーナリスト
による文章が掲載されており，国語の授業で
メディアについて考える題材となっている。

3. NHKのメディア・リテラシーに関わる
   公開施設，イベント，ウェブサイトの変遷 

放送局のメディア・リテラシーへの取り組み
は，放送番組以外でも行われている。NHK

スタジオパークやNHK放送博物館などの「公
開施設」，主として小・中学生や高校生を対象
とした放送コンテストや放送体験クラブなどの

「イベント」，NHKジュニアブックなどの「広報
物」やNHKデジタルミュージアムなどの「ウェ
ブサイト」での取り組みをみていく。

3-1 「NHKスタジオパーク」

「NHK放送博物館」での取り組み

東 京都 渋谷区のNHK放 送センターにあ
る「NHKスタジオパーク」（スタジオパーク）は
1965年に「見学者コース」として公開されたの
が始まりである。85年に「NHK展示プラザ」
に改称，放送70周年記念事業の一環として95
年3月22日に視聴者体験型のスタジオパークと
して開業し，2011年にリニューアルオープンし
た 17）。

スタジオパークが担う視聴者サービスには，
①番組広報，②親子向けイベント，③放送体
験・学習，などがあり，メディア・リテラシー
に関わる常設展示には下記のようなものがあ
る。

○スタジオパークNEWS

ニュースキャスターやリポーター，お天気
キャスターとして，ニュース原稿を読んだり，
クロマキー 18）で合成した画面を操作したりし
ながらニュースの放送の裏側を体験。

スタジオパーク NEWS
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　○アニメファクトリー　

アニメ番組の1シーンに合わせて声優のよ
うにアフレコに挑戦。

　○ネイチャーカメラマン

危険動物に接近できるカメラ，夜行性の生
き物を撮影する暗視カメラ，虫の世界をのぞ
き見るカメラなど，自然番組撮影で使われる
特殊カメラを操作。

　○クリエイティブラボ　

映像素材と音楽素材，そして「どーもくん」
などのキャラクターを自由に組み合わせてオ
リジナル映像ストーリーを作成。
こうした放送体験ができる場はNHKの名古

屋放送局，大阪放送局，広島放送局，福岡放
送局などでも公開されている。

東京都港区にあるNHK 放送博物館は，世
界初の放送専門博物館として，NHK発祥の地
である愛宕山に1956年に開館，2003年に展
示フロアを拡張してリニューアル，さらに放送

開始90周年の記念事業として2016年に再度リ
ニューアルオープンした。

ラジオ放送の草創期に使われていたマイク
や，1945年の「玉音放送」の収録の際に使用
された録音盤などの資料が見られる歴史展示
のコーナーや，テレビドラマ・オリンピック・音
楽番組・こども番組の展示，8Kシアターとと
もに，放送体験スタジオがある。

ここでは，ニュースや気象情報がどのように
放送されているのかを，キャスターやディレク
ター，気象予報士といった役割を分担しながら
体験したり，クロマキー合成された画面を体験
したりすることができる。

また1963年度から「中高生のための放送講
座」を夏休み期間などに開催している。

3-2「放送コンテスト」と「放送体験クラブ」

「NHK杯全国高校放送コンテスト」は，1954
年度から始まり，2019年度で第66回を迎えた。
「現代に生きる高校生の豊かな人間性の育成

アニメファクトリー

放送博物館（放送体験スタジオ）

ネイチャーカメラマン
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と，未来への展望をもつ人間としての成長をめ
ざし，校内放送活動をメディアリテラシーの実
践として位置づけ，情報発信としての放送活動
の発展をはかる」19）ために，全国放送教育研
究会連盟とNHKで開催している。

コンテストには「アナウンス」「朗読」「ラジオ
ドキュメント」「テレビドキュメント」「創作ラジ
オドラマ」「創作テレビドラマ」の6部門があり

「校内放送研究発表会」も行われている。19
年度は全国の高校のおよそ3分の1にあたる
1,585 校から1万4,999人が参加した。

大会を主催している全国放送教育研究会連
盟は，「NHK for School（教育放送および関
連するウェブサイト）を基幹メディアとして活用
した保育・授業の実践と，そのより良い活用方
法の研究」20）を行うとともに，中学・高校につ
いては，放送メディアでの情報発信を学ぶ場
として，放送コンテストを行ってきた。

コンテストに参加する放送部などの高校生は
日常の校内放送活動とともに，ドキュメンタリー
やドラマの制作を通して，メディアへの理解を
深めてきている。高校卒業後も映像制作を続
ける人や，NHKや民放などに就職して映像制
作を職業とする人も少なくない。

また，高等学校放送部（委員会・同好会）
の指導にあたる教師などを対象に開催される

「校内放送指導者講座」も，19年度で42回を
迎える。「アナウンス・朗読指導」「番組制作指
導」についてNHKのアナウンサーやプロデュー
サーが講師を務めるとともに，全国の放送部
顧問の交流の場にもなっている。
「NHK杯全国中学校放送コンテスト」は84

年度に始まり，19年度で第36回を迎えた。「ア
ナウンス」「朗読」「ラジオ番組」「テレビ番組」
の4部門があり，19年度は614の中学校から

4,386人が参加した 21）。
また，形式は異なるが大学生を対象とした

「NHK全国大学放送コンテスト」も19年度で
第36回を迎えた。主催はNHK全国大学放送
コンテスト実行委員会とNHK京都放送局で，
各大学・短期大学の日ごろの放送活動・制作
活動の成果を発表する場として，学生自身の手
で企画・運営を行っている22）。

19年度は「アナウンス」「朗読」「音声ＣＭ」「ラ
ジオドラマ」「LIVE」「映像ＣＭ」「映像番組」
の7部門に，131団体，482作品の応募があっ
た。

小学生向けのイベントとしては，放送70周年
事業として95年度から「キッズTV ユメディア

号」が始まった。最新の放送機器や映像装置
を搭載した3台の大型車が全国を巡回し，小
学生に楽しみながら放送を学習してもらうもの
である。95年度から2001年度までの６年間で，
児童・生徒と一般参加者を合わせて約100万人
が参加した。また，教育テレビ『ユメディア号
こども塾』（95 〜 97年度，30分）とも連動して，
各地の小学生の活動の様子が紹介された。

このユメディア号のコンセプトを引き継ぐ形
で，放送75周年事業として2000年度から始ま
り，19年度まで全国で行われたのが「キミが

主役だ！NHK 放送体験クラブ」である。「放
送」を授業で学ぶ小学校5年生を地元の放送

NHK杯全国高校放送コンテスト決勝（NHK ホール）
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局に招き，「NHK職員の指導のもと子供たち
が身近な話題について自分たちで取材・出演・
収録し，その作品を各局の地域放送で紹介す
る」というものであった。子どもたちが制作す
るための「副調整室付きミニスタジオセット」が
全国8ブロックを巡回する形式であった。

プログラムには下記の3つがあり，2時間45
分程度で行われた。

19年間の延べ参加者数は90万人を超え，多
くの子どもたちが放送について理解を深める場
となった。

3-3 広報物とウェブサイト

NHKではこうしたイベントだけでなく，子ど
も向けに冊子やビデオ教材を発行したり，メ
ディア・リテラシーに関わるウェブサイトを公開
したりしている。
「NHKジュニアブック」は1999年度から毎

年発行されている，小学校5年生社会科の単
元「情報と通信」に合わせて，番組制作や公
共放送の役割などを紹介する冊子である。全
国の小学校に配付されたり，各地域の放送局
で行われる「放送体験クラブ」をはじめとする
子ども向けのイベントで配られたりしている23）。

19年度の「ジュニアブック」はA5判フルカ
ラーで16ページ，発行部数は30万部。内容は

「ニュース番組はどうやって作っているの？」「ア
ナウンサーの仕事を教えて！」「パソコンやスマ
ホでできること」「みんなの安全を守る！NHK
の災害報道」「びっくり！最先端のテレビ技術」
などである。

またニュースや番組ができるまでを紹介する
映像教材の学校への貸し出しも，98年度から
始まった。09年度からはウェブサイト「NHKデ
ジタルミュージアム」で，映像教材「ニュース番
組ができるまで」の視聴と「NHKジュニアブッ

1.「不思議！放送体験」
スタジオの放送機材を体験するプログラム

2.「納得なんでも学習」
NHKや放送の仕事について紹介

3.「挑戦！番組づくり」
下記2コースからの選択制
①通常コース

各クラスで作成したオリジナル台本により
番組制作を体験。ディレクターやカメラマ
ン，キャスターなどに分かれて，NHKス
タッフの指導のもと，実際に番組を制作。
ただし，学校での取材，番組構成，台
本作成などの事前準備が必要。

②入門コース
NHKで用意した台本や映像素材を使っ
て番組制作を体験。事前準備は不要。

NHK 放送体験クラブ

「NHK ジュニアブック」
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ク」のダウンロードを可能とした。
ウェブサイトでのメディア・リテラシーへの取

り組みは2000年代から始まる。
インターネットが急速に普及する状況の中，

政府はミレニアム記念事業の一環として2000
年12月31日から2001年12月31日まで1年間，

「インターネット博覧会（インパク）」を開催した。
NHKでもいくつかの番組ウェブサイトが参加し
たが，その1つに，「インターネットを遊んで学
ぶ　ネタブラカタブラ」がある。

ネット入門としてウェブブラウザーやURLと
ドメインなどの仕組みを紹介する「ネタブラレッ
スン」，ゲームをしながらネットについて学べ
る「ネタブラゲーム」，ネット用語を解説する「ネ
タブラワード」，便利なツールを紹介する「ネタ
ブラツールズ」などで構成された。インパク終
了後はNHKの学校放送番組のポータルサイト

「学校放送オンライン」で公開が続けられた。
10年度からは「“デジタルメディアリテラシー”

向上に資するサービスの開発・提供」24）の一環
として，ウェブサイト「リテ羅針盤」が公開され
た。内容は，20問のクイズでITレベルをチェッ
クできる「親子でサバイバルクイズ」や「ネット
がわかるミニムービー」，メディア・リテラシー
に関わる「おすすめ番組紹介」などであった。

2010年9月からは「NHKネットビギナーズ」
とサイト名を変更，同時に携帯サイトでも公開

が始まる。ネットや携帯についてのケーススタ
ディ「はじめてのネット＆ケータイ」や「NHKオ
ンライン探検隊」などのコンテンツに加えて，
ネットに関わる「オンライン小説」が毎週更新
の形で公開される。例えば小説『ルミチカ』は，
幼なじみでギターユニットのルミとチカが「イン
ターネットを使えば知らない人にも自分たちの
曲を聴いてもらえるかも!」と活動する中からイ
ンターネットとのつきあい方を学ぶ内容で，識
者による解説も合わせて公開された。

こうした小説がウェブサイトの中心となり，
12年度からは「ネットコミュニケーション小説」
にサイト名を変更，書籍化もされる。

さらに14年度はEテレの『オトナへのトビ
ラTV』と連動，15年度はラジオ第1の『らじ
らー』と連動することになり，サイト名も「らじ
らー文庫」と変更，15年度末まで続いた。

NHKではこのほかに，視聴者の映像制作を
支援するウェブサイトやアプリを公開している。
例えば「NHKクリエイティブ・ライブラリー」は，
NHKアーカイブスの番組や番組素材から切り出
した映像や音声を「創作用素材」として，インター
ネットを通じて提供する無料のサービスである25）。

このほかに，『プロフェッショナル 仕事の流
儀』ふうの動画がスマホで簡単に作れるビデオ
カメラアプリ（現在は公開終了）や，スマホに
届いたミッションをもとにユーザーが独自の視
点で動画を撮影して投稿する「NHKテレビク
ルー」などがある26）。

4. 民放その他のメディア・リテラシー
への取り組み  

ここまでNHKのメディア・リテラシーに関わ
る番組や，イベントなどの取り組みをみてきた

「NHK デジタルミュージアム」

http://www.nhk.or.jp/digitalmuseum/
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が，民放連や各地の民放でも同様な取り組み
が行われてきた。映像制作体験ができる公開
施設と合わせてみていく。

4-1 自己検証番組 

表9は2019年度に放送されている，民放
（キー局）の自己検証番組である。放送番組審
議会の様子だけでなく，自局の具体的な番組
制作の過程を見せたり，番組への批評も扱っ
たりしている。各局が20年1〜2月に放送した
内容は以下のとおりである。

日本テレビの『日テレアップ Date!』は「日本
テレビの「今」を様々に発信」する番組として，
20年2月には「日本テレビの子育て支援プロ
ジェクト「ママモコモ」の取り組み」や「放送開
始から2000回を迎える「24時間テレビ チャリ
ティー・リポート」について」を扱った 27）。

テレビ朝日の『はい！テレビ朝日です』は，
「みなさまと一緒にテレビを考える番組」とし
て，テレビ朝日系列24 社の番組審議会委員
が推奨する「PROGRESS賞」のダイジェスト
や，フリーアナウンサーの徳光和夫から話を聞
く「徳光和夫さんとテレビ」などを伝えた 28）。

TBSの『TBSレビュー』は「TBSおよび放
送全般が抱える問題について，幅広く取上げ，
検証していく番組」として，「ドラマ「義母と娘
のブルース」〜そのメッセージとは〜」「天気予
報 その最前線」などを伝えた 29）。

テレビ東京の『ウオッチ! 7』は「視聴者との
信頼関係をより強くするためにテレビ東京自身
を映す番組」として，番組審査部の取り組みな
どを伝えた。

フジテレビの『週刊フジテレビ批評』は「フ
ジテレビの放送番組について，フジテレビ自身
がチェックする「自己検証番組」」として，東海
テレビ制作のドキュメンタリーを取り上げた「『さ
よならテレビ』は何を伝えているのか」や「2020
年 フジテレビはどこへ向かうのか」などを放送
した。またメインコーナーの「The 批評対談」
はFOD（フジテレビオンデマンド）で無料公開
している 30）。

このほかに近畿 広域圏では， 毎日放 送
『MBSマンスリーリポート』（第1日曜5:30 〜
5:45），ABCテレビ『マンスリー ABC』（最終
土曜5:08 〜 5:20），関西テレビ『カンテレ通信』

（第3・最終日曜6:30 〜 7:00），読売テレビ『声
〜あなたと読売テレビ』（第2土曜5:15 〜 5:30）
などが放送されている。

4-2 民放連の取り組み

民放連では，52ページに示した「青少年と
放送に関する専門家会合」を受けて，1999年
以降，メディア・リテラシー向上のための取り
組みを進めている 31）。主な活動として，メディ
ア・リテラシーに関わる番組の制作と，民放各
局の「メディアリテラシー実践プロジェクト」や

局名 番組名 放送時間 ウェブサイト

日本テレビ 日テレアップ Date! 日曜 5:40〜6:00 https://www.ntv.co.jp/update/

テレビ朝日 はい!テレビ朝日です 日曜 5:00〜5:20 https://www.tv-asahi.co.jp/hai/

TBS TBSレビュー 第2・第4日曜 5:40〜6:00 https://www.tbs.co.jp/TBS-review/

テレビ東京 ウオッチ! 7 第2・第4日曜 5:20〜5:30

フジテレビ 週刊フジテレビ批評 土曜 5:30〜6:00 https://www.fujitv.co.jp/newhihyo/

表 9　民放（キー局）の自己検証番組（2019年度）
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「メディアリテラシー活動助成事業」がある。
メディアリテラシー教育の教材として制作さ

れたのが，『てれびキッズ探偵団〜テレビとの上
手なつきあい方〜』（10 分×5本）である 32）。99
年11 〜 12月と2000年9 〜 11月に全国の民放
テレビで放送した。

番組では6人の子どもたちが，「てれびキッズ
探偵団」となって，さまざまなテレビ番組の制
作現場を訪れ，どのように番組が作られるか
を学んだり，番組作りを体験したりした。各回

のテーマと取り上げられた番組は，①「情報・
ドキュメンタリー番組」（TBS『サンデーモーニ
ング』），②「バラエティー・ドラマ」（フジテレビ

『笑う犬の生活』，テレビ朝日『天国のKiss』），
③「ニュース番組」（日本テレビ『NNNニュース
プラス1』），④「撮影・編集・音楽」（テレビ東
京『ポケットモンスター』），⑤「テレビとのつき
あい方」である。

99〜04年には「NHK・民放連共同企画番
組」の放送も行われた。青少年とテレビの関わ

番組名 制作 放送日 概要

テレビは子供とどう向き合っているか NHK 99年12月 NHK教育テレビ
00年1月 日本テレビ系列

海外の子ども番組と放送局の制作姿勢を紹介，子供番組の
在り方を探った教養番組。

テレビのふしぎ大図鑑 日本
テレビ

00年6月 日本テレビ系列
00年7月 NHK教育テレビ

中学生5人組が番組制作の現場を訪ね，疑問を解き明かしな
がらテレビに対する理解を深めるメディア・リテラシー番組。

私もテレビに出てみたい
〜中学生日記・600人オーディション NHK 01年2月 NHK教育テレビ

01年3月 TBS系列

毎年多くの中学生が出演を望む『中学生日記』。子どもたちに
とって，テレビに出ることはどんな意味を持つのかを探る番
組。

全国初! テレビ観察子どもプロジェクト 
21世紀のテレビはこうなってほしい！！ TBS 01年4月から5月 TBS系列

01年5月 NHK教育テレビ

2002年から本格導入される「総合的な学習の時間」を前に，
高知市立旭東小学校6年生103人が取組んだ「テレビ観察子
どもプロジェクト」の活動を描くドキュメント。 

コマーシャル制作に挑戦！
〜つくってわかったメディアのしくみ〜 NHK 01年11月 NHK教育テレビ

01年12月 フジテレビ系列 

メディア・リテラシー教育の放送番組を利用している岩手県宮
古市立高浜小学校5年生が「わが町・宮古のいいところ」を
テーマにCM作りに挑戦する。教室だけでなく実地でメディア
のしくみを学んでゆく姿を伝える。 

テレビの鉄人になろう！！
〜つくるとわかる「ＴＶの気持ち」〜

フジ
テレビ

02年5月 フジテレビ系列
02年6月 NHK教育テレビ 

中学生が「視聴率」の取材や「学校対抗ビデオコンテスト」で
の番組制作を通じて，「番組の作り手の意図」を理解し，「テ
レビ・グルメ」になってもらう。 

湯けむり事件の謎
〜取材体験ゲームに挑戦！〜 NHK 02年12月 NHK教育テレビ

03年2月 テレビ朝日系列 

東京大学大学院生が企画したメディア・リテラシーのための
ワークショップに中学生が参加。「湯けむり事件」という架空
の事件について限られた時間で関係者に取材し記事にまとめ
る「取材体験ゲーム」に挑戦し，取材の難しさ，メディアの影
響力について学ぶ。 

メディアと子ども
〜テレビアニメ大追跡！

テレビ
朝日

03年5月 テレビ朝日系列
03年6月 NHK教育テレビ

子どもたちにとって身近な存在であるテレビアニメをテーマに取
り上げ，人気アニメ『ドラえもん』を中心に世界各地で日本のア
ニメ作品が親しまれている現状を紹介。テレビの役割，テレビ
の影響，テレビの進歩，テレビを通した世界観などを探ります。

考える力をきたえよう！
〜フィンランドのメディア教育〜 NHK 04 年1月 NHK教育テレビ

OECDが15歳の生徒を対象に実施した学力テストで1位に
なったフィンランド。その秘密は国をあげて取り組んでいるIT
教育にあった。1位になったメスキュラ高校のメディア教育のよ
うすを中心に，IT立国をめざすフィンランドの取り組みをリポー
トする。

子どもがつくったテレビ
〜挑戦！旅番組の裏方

テレビ
東京

04 年5月 テレビ東京系列
04 年7月 NHK教育テレビ

中学生と高校生が，旅番組『いい旅・夢気分』のコンセプトで
10 分番組を制作。スタッフも一緒に悩み，楽しみ，学びなが
ら制作する過程をじっくりみる。

表 10　NHK・民放連共同企画番組（1999 ～ 2004 年度）
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りを考える特集番組を，年2回（NHKと民放
が1本ずつ）制作，本放送は制作した局（NHK
または民放担当局），再放送はもう一方の局で
行う形で計10本放送された（表10）。

内容は，「中学生5人組が番組制作の現場
を訪ね，疑問を解き明かしながらテレビに対す
る理解を深める」もの（日本テレビ）や，「小学
校6 年生の「テレビ観察子どもプロジェクト」33） 

の活動を描く」もの（TBS），「中学生が「視聴
率」の取材や「学校対抗ビデオコンテスト」で
の番組制作」をするもの（フジテレビ）や，「世
界に広がるアニメを追跡」するもの（テレビ朝
日），「中学生と高校生が，旅番組『いい旅・
夢気分』のコンセプトで10 分番組を制作する」
もの（テレビ東京）34）など，小学生，中学生，高
校生が制作の現場を訪ねたり，自分たちで番
組を制作する中から，テレビとの関わりを考え
た。

こうした番組制作とともに，メディア・リテラ
シーの実践に関わるプロジェクトも進められた。

01 〜 02年度は東京大学大学院情報学環の
メルプロジェクトと「メディアリテラシー・プロ
ジェクト（パイロット研究）」を実施する。「子ど
もたちが実際に番組を作り，その番組の放送
を体験することを通じてテレビに対する主体的
な見方を育てるとともに，放送局員自身が子ど
もたちに教えることを通してメディアを学び直
す」35）ことを目指し，宮城（東日本放送），長野

（テレビ信州），愛知（東海テレビ放送），福岡
（RKB毎日放送）の4地区で行われた。

さらに06 〜 10年度は，民放各社のメディア
リテラシー活動のさらなる活性化を目的として，

「メディアリテラシー実践プロジェクト」を実施
した。このプロジェクトは，『メディアリテラシー
の道具箱―テレビを見る・つくる・読む―』（東

京大学出版会）をテキストとして，放送局のス
タッフと中学・高校生が，番組作りなどを通じ
てともにメディアリテラシーを学び合うもので，
5年間の継続事業として実施。公募により決定
した実施社（民放連加盟の放送局）は，教育
関係者などと連携して，中学・高校生を対象と
したプログラムに取り組んだ。

そして12年度からは，メディアリテラシー活
動を実施する民放連会員社に助成を行ってい
る。この取り組みは，「放送事業者が視聴者・
聴取者から期待される役割を今後とも自律的に
果たしていくうえで，視聴者と放送事業者がと
もにメディアリテラシーを高めあっていくことが
重要である」36）との認識のもと，民放各社のメ
ディアリテラシー活動のさらなる発展と定着を
図ることを目的としているものである。

4-3 民放各局の取り組み

民放連以外にも各地の放送局でメディア・リ
テラシーに関わる取り組みが進められている。
主な取り組みに以下のようなものがある。

日本テレビでは小学校高学年〜高校生を対
象に「情報を見極める力」を養ってもらうため
の授業「情報の海の泳ぎ方」37）や，中学生，
高校生，大学生を対象に「自分でテーマを見
つける力」を身につけてもらう「情報のタネの見
つけ方」38）などを実施している。

テレビ朝日では，小学5年生〜大学生を対
象に，情報学習や職業体験などの総合学習の
支援を目的として社員やスタッフが学校に行く

「出前授業」や，社会教育や生涯学習の支援を
する「テレ朝出前講座」，18歳以上の視聴者を
対象にテレビの仕事・仕組みについて話す「テ
レビ塾」などを行っている 39）。

TBSでは，小学校5年生から中学校3年生
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を対象に，教育CSR活動の一環として総合学
習や小学校の社会科や国語，中学校のキャリ
ア教育を支援する目的で「出前授業」を実施し
ている 40）。

テレビ東京では，小学校5年生〜高校3年
生を対象に，テレビ局の仕事や放送の仕組み
などについて社内を見学しながら学ぶ「校外学
習」を行っている 41）。また03〜10年度にメディ
アリテラシー特番を全10回放送，第6回の『森
達也の「ドキュメンタリーは嘘をつく」』はDVD
付きで書籍化された42）。

フジテレビでは小学校 3〜 6 年生を対象に，
“アナウンサー先生（あなせん）”が「スピーチ
講座」「音読講座」「インタビュー講座」などの，
言葉の授業を行う社会貢献活動を行ってい
る 43）。

また教育番組の制作および番組供給事業を
実施する民間放送教育協会でも，文部科学省
の後援事業である「小学校授業支援事業」（メ
ディアリテラシー授業）を実施している 44）。

4-4映像制作体験ができる公開施設

最後に放送局以外で，放送や映像制作体験
ができる公開施設をみていく。

放送ライブラリーは，放送法に基づく放送
番組専門のアーカイブ施設で，1991年に開設。
2000年に横浜情報文化センター内で新規に開
設された。NHKと民放各局のテレビ・ラジオ
番組，ＣＭを公開している。

映像視聴だけでなく館内の展示ホールでは
以下のような放送体験ができる 45）。

こうした展示をクイズに答えたりビンゴゲーム
をしながら見ていくための，小学校4〜 6年生，
中学生向けの館内用ワークシートが用意されて
いたり，学習プログラムとして放送局員を講師
に招く出前授業や，メディア・リテラシー関連
番組の上映が行われたりしている。

また，社会科見学などで来館する際の事前
学習や，「情報」単元学習時の補助教材として
キッズ向けのウェブサイト「BLタウン」に，「放
送クイズ」「ニュースができるまで」「放送と番組
の歴史年表」などが公開されている 46）。

埼玉県川口市にあるskipシティは，NHK川
口ラジオ放送所跡地の産官学連携による再開
発事業として，03年2月にオープンした，映
像制作の体験や学習を目的とした施設である。
敷地内にはNHKアーカイブス公開ライブラ
リーとともに，映像の歴史や仕組みを学び，映
画の作り方を体験できる「映像ミュージアム」が
あり，次のような映像体験ができる 47）。

○きみはTVディレクター
音楽番組やプロ野球中継のテレビカメラを
切り替えるスイッチング技術の体験

○ニューススタジオ
ニュース番組のアナウンサーや現場リポー
ター，お天気リポーターなど，番組出演の
体験ができるコーナー

○放送のしくみ
放送番組が家に届くまでの流れを壁一面
の大型パネルで展示。タッチパネルを使っ
て放送局内のスタッフの仕事を紹介

○映像学習ゾーン
・撮影体験コーナー：実際にカメラマンや

モデル（被写体）になってカメラアング
ルを体験

・実写合成体験コーナー：車に乗って，さ
まざまな風景との合成映像を体験

・2D・3Dアニメ制作体験コーナー：画面の
中の映像や人形を一コマずつ動かして簡
単にアニメーションを制作
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また，03年度から年間を通して平日に映像
学習授業を実施している。小学5年生を対象
に「総合的な学習の時間」などで，インストラ
クターを派遣して13〜20時間程度で行うもの
である。「ニュース番組」「学校（地域）紹介番
組」「公共ＣＭ」，写真で構成する「学校生活
紹介番組」の4コースがあり，制作の終盤に映
像ミュージアムのスタジオでクラスごとに番組の
仕上げを行っている 48）。

こうした常設の展示での体験やプログラムを
通して，放送や映像の仕組みを知り，メディア・
リテラシーを身につけることも大切であると考
える。

おわりに

放送局のメディア・リテラシーへの取り組み
をみてきた。特に1990 年代から「広報番組・
自己検証番組」「特集番組」「小・中学生や高
校生を対象とした教育番組」などの番組と，

「一般向けの公開施設」「小・中学生や高校生
向けのイベント」「広報物とウェブサイト」など
の番組以外の取り組みの両面で広がりがみら
れた。

スマートフォンとソーシャルメディアの時代を
迎えているが，放送番組が大きな影響力を持
つこと，放送局はほかのメディアと異なり，「放

送を公共の福祉に適合するように規律し，そ
の健全な発達を図ることを目的」49）とする放送
法が規定されていること，番組基準の制定や
放送番組審議会の設置が義務づけられている
ことは変わっていない。

ソーシャルメディア時代を迎え誰もが映像を
手軽に発信できる時代だからこそ，公共の福
祉への適合が求められる放送局が，メディア・
リテラシーに果たす役割は大きいと考える。

これまでの取り組みの変遷を踏まえたうえ
で，具体的に5点の方向性を示したい。

1点目はメディアの送り手からの開示の必要
性は変わらないことである。誰でも発信できる
時代だからこそ，発信までのプロセスも含めて
提示していくことが求められるであろう。これ
までも放送番組審議会や自己検証番組の制作
は行われているが，その重要性は今後も変わ
らないと考える。

2点目はメディア・リテラシーについて考えら
れる常設の場が大切なことである。メディア・
リテラシーについての放送番組はもちろん必要
であるが，放送番組を多くの人が関わり，それ
ぞれが判断しながら制作していることをリアル
に体感するためには公開施設が必要であるし，
継続的かつ全国的な取り組みが必要であろう。

3点目は放送だけでなくインターネットを含む
情報の場について考える必要があることであ
る。放送局自身も放送だけでなく，インターネッ
トで発信をする時代であり，放送番組の読み
解きだけを対象にするのではなく，インターネッ
トでの情報のやりとり，コミュニケーションにつ
いても放送局のメディア・リテラシーへの取り
組みの範疇に入ると考える。

4点目は放送界全体としての取り組みがます
ます必要なことである。個々の放送局での活

○映像制作ゾーン
・アナウンサー体験コーナー：ニュースス

タジオのキャスター席に座って，アナウ
ンサー体験

・「空飛ぶ魔法のじゅうたん」アトラク
ション：「世界一周旅行」や「恐竜王国」
など，本物の映像のようなリアルな合
成映像を体験
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動だけでなく，「NHK・民放連共同企画番組」
のように各事業者が連携し全体として，取り組
みを進めることが大事だと考える。

5点目は送り手と受け手で協働しながら取り
組みを進めていくことである。すでにいくつか
の取り組みは行われているが，放送のプロが子
どもたちや一般の人に教えるというスタンスで
はなく，放送に携わる人と視聴者双方で作り上
げる活動を通して，放送を含むメディアについ
て考える場を作っていくことが視聴者にとって
も制作者にとっても有益であり，今後最も重要
であると考える。

放送局のメディア・リテラシーへの取り組み
の必要性は今後も変わらないと考える。引き続
き調査や研究から，時代に即したあり方につ
いて考えていきたい。

 （うじはし ゆうじ）

注：
 1） 「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
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_
tsusin/top/hoso/pdf/houkokusyo.pdf

 2） ユネスコ「メディア・情報リテラシー」
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf
0000192971
日本語訳については和田正人（2013）「ユネスコ

『教師のためのメディア情報リテラシー教育カリ
キュラム』ガイド」『東京学芸大学紀要，総合教育
科学系』64（2）pp.299-325を参照した。
https://core.ac.uk/download/pdf/15925672.pdf

 3） 「青少年と放送に関する調査研究会」報告書
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/
wh i t epap e r/ j a / h 11 /pre s s / j a pa ne s e /
housou/1207j11.htm

 4） 子どもに見せたくない暴力や性描写などのテレビ
映像を，家庭での操作で遮断することのできるよ
うテレビ受像機に組み込まれたLSI（集積回路）

のこと。米国では1996年に改正された電気通信
法でVチップをテレビ受像機に搭載することが義
務づけられている。

 5） 「青少年と放送に関する専門家会合」
https://www.nhk .or.jp/pr/keiei/ka igou/
matome/

 6） https ://www.nhk .or.jp/pr/keiei/ka igou/
matome/m-1.htm

 7） 注1と同，pp.33-37
 8） 放送法第6条は「放送事業者は，放送番組の適

正を図るため，放送番組審議機関（以下「審議機
関」という。）を置くものとする。」と定めている。

 9） 『NHKテレビ・ラジオ学校放送 小学校6年 1学
期』（2002）p21

 10） 68ページの表10に示した『コマーシャル制作に
挑戦！〜つくってわかったメディアのしくみ〜』

 11） 『NHK for School利用ガイド2012』
 12） 「平成 24 年度我が国情報経済社会における基盤

整備（インターネット上の違法・有害情報対策及
びフィルタリングの動向と普及促進に関する調査
研究（機器ごとのインターネット利用状況調査））
報告書」
https://www.meti .go.jp/policy/it_policy/
policy/pdf/H24kikigoto.pdf

 13） 『NHK for School利用ガイド2017』
 14） 『メディアタイムズ』指導案

https://www.nhk.or.jp/sougou/times/teacher/
pdf/002/shidou.pdf

 15） 総務省「放送分野におけるメディアリテラシー」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_
tsusin/top/hoso/kyouzai.html

 16） 総務省「伸ばそう ICTメディアリテラシー」
https://www.soumu.go.jp/ict-media/

 17） NHKスタジオパーク
https://www.nhk.or.jp/studiopark/index.html

 18） 背景に青色などのスクリーンを用意して，色情
報を利用して実写映像とCGなどの映像を合成
する技術。

 19） NHK杯全国高校放送コンテスト
https://www.nhk-sc.or.jp/kyoiku/ncon/ncon_
h/index.html

 20） 「全国放送教育研究会連盟の活動」
http://www.zenporen.jp/zenpouren_pamphlet.
pdf

 21） NHK杯全国中学校放送コンテスト
https://www.nhk-sc.or.jp/kyoiku/ncon/ncon_
j/index.html

 22） NHK全国大学放送コンテスト
https://www.nhk.or.jp/kyoto/dnc/
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 23） 子ども向けにNHKの使命と役割を紹介する冊子
は，『NHK年鑑』で確認できる範囲では，84年
度から93年度まで「NHKって，なあに?」が発行
されている。91年度からは学習指導要領の改訂
に伴い，小学校5年社会科に新たに情報通信産
業の単元が加わったのを機に「NHK放送番組が
できるまで」が発行される。93年度に新たに「テ
レビ番組のできるまで」が発行され，99年度に

「NHKジュニアブック」と改名した。
 24） 『NHK年鑑 2010』p492
 25） 「NHKクリエイティブ・ライブラリー」

https://www.nhk.or.jp/archives/creative/
 26） 「NHKテレビクルー」

https://www.nhk.or.jp/ohayou/tvcrew/
 27） 『日テレアップ Date!』

https://www.ntv.co.jp/update/
 28） 『はい！テレビ朝日です』

https://www.tv-asahi.co.jp/hai/
 29） 『TBSレビュー』

https://www.tbs.co.jp/TBS-review/
 30） 『週刊フジテレビ批評』

https://www.fujitv.co.jp/newhihyo/
 31） 民放連のメディア・リテラシーへの取り組みにつ

いては下記を参照のこと
https://j -ba .or.jp/category/broadcasting/
jba101049

 32） 『てれびキッズ探偵団』
https://j -ba .or.jp/category/broadcasting/
jba100942

 33） TBS「テレビ観察子どもプロジェクト」
http://www.tbs.co.jp/tvkansatsu/

 34） 『子どもが作ったテレビ〜挑戦！旅番組の裏方』
https://www.tv-tokyo.co.jp/literacy/child.html

 35） 注31と同
 36） 注31と同
 37） 日本テレビ「情報の海の泳ぎ方」

http://www.ntv.co.jp/jugyou/
 38） 日本テレビ「情報のタネの見つけ方」

https://www.ntv.co.jp/tane/
 39） テレビ朝日「学習支援・コミュニケーション活動」

https://company.tv-asahi.co.jp/study/
 40） TBS「CSR」

https://www.tbs.co.jp/csr/index.html?scroll=
menu&tag=edu

 41） テレビ東京グループ「校外学習」
https://www.tv-tokyo.co.jp/csr/learning/

 42） テレビ東京「メディアリテラシー特番」
https://www.tv-tokyo.co.jp/literacy/

 43） フジテレビ「あなせん」

https://www.fujitv.co.jp/csr/anasen/
 44） 民間放送教育協会「メディアリテラシー授業」

http://www.minkyo.or.jp/02/006/post_6.html
 45） 放送ライブラリー　https://www.bpcj.or.jp/
 46） 放送ライブラリー「BLタウン」

https://www.bpcj.or.jp/kids/
 47） Skipシティ「映像ミュージアム」

http://www.skipcity.jp/vm/
 48） Skipシティ「映像学習プログラム」

http://www.skipcity.jp/vm/study/program/
 49） 放送法第1条は「この法律は，次に掲げる原則に

従つて，放送を公共の福祉に適合するように規律
し，その健全な発達を図ることを目的とする。」と
ある。

（URLはすべて2020年2月10日確認）
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