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第２章 ｢青少年のメディア・リテラシー育成に関する放送局の取り組み」に関する

アンケート調査 

 

2.1 アンケート調査の概要 

 

調査目的 

2000〜2010年代にかけて全国でおこなわれた「青少年のメディア・リテラシー育成に関す

る放送局の取り組み」の実施状況を明らかにする。先行研究および予備調査を踏まえて、取

り組みの種別をあらかじめ以下のように大別し、事例の収集をおこなった。 

・青少年を対象とした局内見学やスタジオ見学などの実施 

（以下、「局内見学、スタジオ見学」と略記） 

・青少年を対象とした番組制作体験やワークショップなどの実施 

（以下、「番組制作体験、ワークショップ」と略記） 

・青少年によるモニター制度（中高生モニターや子ども番組審議会など）の実施 

（以下、「モニター制度」と略記） 

・小学校、中学校、高等学校などに出向く出前授業の実施 

（以下、「出前授業」と略記） 

・メディアについて学ぶためのパンフレットやウェブサイトなど、教材の制作 

（以下、「教材制作」と略記） 

・メディア・リテラシーや放送倫理などを主題とする番組の制作 

（以下、「番組制作」と略記） 

・その他 

ただし、青少年の育成を目的としている取り組みであれば「メディア・リテラシー」とい

う言葉を掲げているものに限らないこととし、集約の対象とした。 

本調査では、まず全国における実施状況を集計するとともに、各局がこうした取り組みを

通じて青少年にどのような力を身につけてもらいたいと考えているか、その傾向や特徴を明

らかにする。 

さらに取り組みの種別ごとに、とくに以下の三点を明らかにすることを目的とした。 

（１）全体的傾向： 

集約した事例の傾向を分析することで、取り組み種別ごとの全体像を明ら

かにする。 

（２）特徴的な取り組み： 

具体的に事例をみていき、特徴的な取り組みに焦点をあてることで、その

創意工夫などを明らかにする。 
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（３）到達点と課題： 

取り組みに対する局内の評価に焦点をあて、局として実施することの意義

や成果、課題や葛藤などを明らかにする。 

 

調査対象 

全国のＮＨＫ（首都圏局を含む）54局、および民放連会員社205社を対象とした。 

 

調査方法 

調査票の発送・回収、および入力・集計は、調査会社（一般社団法人 新情報センター）

を通じておこなった。調査期間は、2021年３月19日から５月10日であった。郵送およびメー

ルで調査の依頼をおこなった。調査票は紙とデータ（Excelファイル）の２種類を用意した

（内容は同一である）。いずれかに記入をしてもらい、紙であれば郵送、データであればメー

ルで回収をおこなった。 

調査票は、各局の取り組みの実施状況の概要を記入してもらう「セクションⅠ」と、それ

ぞれの取り組みの詳細を記入してもらう「セクションⅡ」から構成されている。「セクション

Ⅱ」は取り組みごとに記入してもらうため、各局から複数が提出されることもあり得る。 

紙の調査票は附録に掲載しているが、「セクションⅠ」の主な質問項目を表2-1-1に示す。

「セクションⅠ」では、過去20年間における「局内見学、スタジオ見学」「番組制作体験、

ワークショップ」「モニター制度」「出前授業」「教材制作」「番組制作」「その他」の取り組

みの実施の有無をうかがい、各局がこうした取り組みを通じて青少年にどのような力を身に

つけてもらいたいと考えているかを尋ねた。 

「セクションⅡ」の主な質問項目を表2-1-2に示す。「セクションⅡ」では、「セクションⅠ」

で実施の実績があると回答した取り組みについて、実施時期、実施対象、内容の詳細、局内

の実施体制、局外との協力や連携などを具体的に尋ねた。また、取り組みのなかで「メディ

ア・リテラシー」という言葉を使っているかどうかについても質問し、使用している場合に

はその意味合いを尋ねた。 

その結果、「セクションⅠ」は208件、「セクションⅡ」は439件の回答が得られた。「セク

ションⅠ」の回収率は80.3％であった（208/259件）。 

以下、2.2ではまず、「セクションⅠ」の回答にもとづいて、全国の放送局における取り組

みの概況を分析する。次いで2.3〜2.8では「セクションⅡ」の回答にもとづいて、上記の取

り組み種別ごとに分析と考察をおこなう。 
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表2-1-1 ｢セクションⅠ」の主な質問項目 
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表2-1-2 ｢セクションⅡ」の主な質問項目 
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2.2 取り組みの概況 

 

本節では、過去20年間に放送局が取り組んだ「青少年のメディア・リテラシー育成に関す

る活動」の概況について報告する。具体的には、まず実際に取り組みをおこなった放送局が

どの程度あるのか、実施実績を確認する。次に、新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえて

企画された新規の取り組みがあるかどうかを確認する。さらに、過去20年間に取り組みのあ

る放送局では、参加者にどのようなメディア・リテラシーを育成しようとしてきたのか確認

する。これらは、表2-1-1に示した「セクションⅠ」の主な質問項目の回答を分析して検討

する。 

 

（１）実施実績 

まず、過去20年間に青少年のメディア・リテラシー育成に関する何らかの取り組みをおこ

なったか確認した結果を報告する。これは、表2-1-1に示した「セクションⅠ」の主な質問

項目のうち、Ⅰ-１の質問に対する回答によるものである。 

何らかの取り組みをおこなったという放送局は、調査対象の208件中199件（95.7％）で

あった。図2-2-1に集計結果を示した通り、実施実績のある放送局の割合が大きかったのは、

「局内見学やスタジオ見学」の受け入れで208件中190件（91.3％）であった。社会科見学な

ど地域からのニーズがあることに加え、すでにある施設設備や人的資源を活かす取り組みで

あることから、他のものと比較して取り組みやすいためだと考えられる。 

次いで取り組んだ局が多いのは、「番組制作体験やワークショップ」で208件中146件

（70.2％）、「出前授業」で208件中133件（63.9％）であった。教育プログラムの企画・運営

や局外での取り組みをおこなうことは、放送局にとってそれなりに負担が大きくなると考え

られる。それにもかかわらず、これだけの実績が残されてきたことは、注目に値する点だと

いえる。送り手の立場を経験したり、放送について話し合ったりする主体的な活動は、単な

る施設見学よりもメディア・リテラシー育成につながると考えられることや、運営者と参加

者とがより密接に関わることができる点において、取り組む意義が大きいと考えてきた放送

局が多いということが推察される。 

メディア・リテラシーを育成するための「パンフレットやウェブサイト」を制作している

局は208件中45件（21.6％）、「番組を制作」した局は208件中39件（18.8％）、「青少年による

モニター制度」の取り組みは208件中16件（7.7％）であった。これらの取り組みは、企画・

制作・運営にかかる費用や労力が必要になるためか比較的数は少ないが、取り組みをおこ

なっている放送局が確実に存在していることを確認できた。 
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図2-2-1 取り組みの状況（Ｎ＝208） 

 

（２）新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえた新規の取り組み 

次に、新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえて企画された新規の取り組みについて自由

記述で回答してもらった結果を報告する。これは、表2-1-1に示した「セクションⅠ」の主

な質問項目のうち、Ⅰ-２の質問に対する回答によるものである。 

青少年のメディア・リテラシー育成に関して、何らかの新規の取り組みをおこなったと回

答したのは208件中42件（20.2％）であった。今後計画する予定であるという回答も複数確

認することはできたものの、調査実施時点ではまだ新規の取り組みがおこなわれていない放

送局のほうが多い結果となった。内容としては局内見学、出前授業については、感染予防対

策を講じた上で実施しているという回答、新規の取り組みとしてオンラインを活用して実施

したという回答もみられた。また、「新しい生活様式の定着」をテーマにしたムービーを制

作するコンテストをおこなう企画を実施した、という回答も確認することができた。 

 

（３）育成したい能力 

次に過去20年間に取り組みのある放送局では、参加者にどのようなメディア・リテラシー

を育成しようとしてきたのか確認した。これは、表2-1-1に示した「セクションⅠ」の主な

質問項目のうち、Ⅰ-３の質問に対する回答によるものである。具体的には「貴局では、こ

うした取り組みを通じて、青少年にどのような力を身につけてもらうことを重視しています

か。ここでいう「メディア」とは、放送やマスメディアに限りません」と前置きをした上で、

「（１）メディア機器を操作できる力」３項目、「（２）メディアの特性を理解する力」９項目、
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「（３）メディアの情報を適切に読み解く力（受け手としての力）」５項目、「（４）メディア

を活用して表現する力（送り手としての力）」５項目、「（５）メディアのあり方を考えて、

社会の基盤を創造したり組み換えたりする力」３項目というように、５つのカテゴリーに含

まれるＡ〜Ｙの25の能力項目に対して、「特に重視している」「重視している」「重視してい

ない」から回答してもらった。その結果として「特に重視している」と「重視している」を

合わせた割合を大きい順に並べ替えたグラフが図2-2-2である。各項目の最後に付した丸括

弧の番号は、５つのカテゴリー番号と対応している。 

選択肢として挙げたメディア・リテラシーに関する25項目の能力項目において、「特に重

視している」と「重視している」の回答がまったくないという項目はなく、25項目中22項目

は、「特に重視している」と「重視している」を合わせた回答が半数を超えていた。 

「特に重視している」と「重視している」を合わせた割合が最も大きかったのは、「Ｈ．メ

ディアは、芸術性や娯楽性があり、それらを高める表現の工夫がなされていることを理解で

きる力（２）」であった。次いで「Ｄ．メディアは、人の現実の認識や価値観を形成してい

ることを理解できる力（２）」「Ｔ．多様な価値観が存在することを踏まえ、人権に配慮し、

責任感・倫理感をもって情報発信できる力（４）」「Ｉ．メディアは、社会規範や文化を生み

出すことを理解できる（２）」と続いている。このように、「（２）メディアの特性を理解す

る力」や「（４）メディアを活用して表現する力（送り手としての力）」の育成を重視してい

る放送局が相対的に多いことが明らかとなった。それに続き多かったのは、「Ｏ．自分の価

値観にとらわれず多様性を理解して、送り手の意図・思想・立場を捉えることができる力

（３）」「Ｐ．情報の信憑性を判断できる力（３）」といったように、「（３）メディアの情報を

適切に読み解く力（受け手としての力）」であった。 

一方で下位の項目に目を向けると、「Ｂ．メディア機器（ビデオカメラや編集機など）を

実際に操作できる力（１）」「Ｃ．質や効率を高めるために目的に応じた情報機器の使い分け

や組み合わせができる力（１）」「Ａ．メディア機器（ビデオカメラや編集機など）の機能や

特性を理解できる力（１）」といったように、「（１）メディア機器を操作できる力」に関す

るものであった。これは放送局が扱うのは専門的な機器だということもあり、操作方法や機

能の理解が日常に活かされるとは考えにくいからではないかと推察される。また、「Ｘ．コ

ミュニティにおける取り決めやルールを提案できる力（５）」「Ｙ．メディアのあり方を評価

し、改善策を提案できる力（５）」といったように「（５）メディアのあり方を考えて、社会

の基盤を創造したり組み換えたりする力」も比較的低い位置にあることがわかった。 

「特に重視している」という項目のみに絞ってみると、「Ｐ．情報の信憑性を判断できる力

（３）」の割合が大きい。次いで「Ｔ．多様な価値観が存在することを踏まえ、人権に配慮し、

責任感・倫理感をもって情報発信できる力（４）」「Ｒ．相手や目的を意識し、情報手段・表

現技法を駆使した表現ができる力（４）」と続いている。これらのことは近年、インター
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ネットの普及によって誰もが情報発信できる環境において情報の信憑性を判断する必要性が

増したこと、フェイクニュースやネット炎上などの問題が注目を集めていること、などが要

因になっていると推察される。 

以上のような取り組みの状況は、各放送局が自局の取り組みを見直し、改善する際に参考

にすることができると考えられる。「多くの局が重視しているから自分達もそれに取り組む

必要があるのではないか」という判断ができるかもしれないし、「あまり重視されていない

能力だからこそ、自分達がそれに取り組む意義があるのではないか」という判断もできると

考えられる。 
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図2-2-2 取り組みにおいて育成することを重視している能力（Ｎ＝199） 
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Ｈ．メディアは、芸術性や娯楽性があり、それらを高める

表現の工夫がなされていることを理解できる力（２）

Ｄ．メディアは、人の現実の認識や価値観を

形成していることを理解できる力（２）

Ｔ．多様な価値観が存在することを踏まえ、人権に配慮し、

責任感・倫理感をもって情報発信できる力（４）

Ｉ．メディアは、社会規範や文化を生み出すことを理解できる（２）

Ｏ．自分の価値観にとらわれず多様性を理解して、

送り手の意図・思想・立場を捉えることができる力（３）

Ｐ．情報の信憑性を判断できる力（３）

Ｒ．相手や目的を意識し、情報手段・表現

技法を駆使した表現ができる力（４）

Ｕ．必ず自分の意図が伝わるということはなく、同じメディアであっても、

受け手によって異なる解釈がなされることを理解できる力（４）

Ｇ．メディアは、それぞれ特有の慣例的表現やジャンルがあり、

伝わる内容に影響を及ぼすことを理解できる力（２）

Ｓ．他者の考えを受け入れつつ、自分の考えや新しい文化を創出できる力（４）

Ｎ．情報の内容から背景にあることを読み取り、解釈、鑑賞できる力（３）

Ｊ．メディアは、人々の政治的・社会的な意思決定

に影響をもっていることを理解できる力（２）

Ｆ．メディアは、特定の価値判断で表現されているため、誰かに何らかの利益を

もたらす一方、別の誰かに不利益をもたらす場合があることを理解できる力（２）

Ｍ．文法（映像文法も含む）にもとづき伝えられている内容を理解できる力（３）

Ｅ．メディアは、現実そのものではなく、送り手の意図によって構成・編集されたもので、

ものごとの一面や解釈を伝えているため偏りがあることを理解できる力（２）

Ｖ．メディアを用いて意見を発表したり、議論の場をコーディネートしたりして、

相手との関係性を深めるコミュニケーションを図ることができる力（４）

Ｋ．メディアは、政治的・経済的な権力を監視する

役割を担っていることを理解できる力（２）

Ｌ．メディアは、経済活動に活用され、経済に影響を与えていることを理解できる力（２）

Ｗ．情報手段の新しい使い方や情報手段そのものを生み出すことができる力（５）

Ｑ．メディアを社会的文脈で批判的（クリティカル）に

分析・評価・吟味し、構成されたものとして読み解く力（３）

Ｙ．メディアのあり方を評価し、改善策を提案できる力（５）

Ｘ．コミュニティにおける取り決めやルールを提案できる力（５）

Ａ．メディア機器（ビデオカメラや編集機など）の機能や特性を理解できる力（１）

Ｃ．質や効率を高めるために目的に応じた

情報機器の使い分けや組み合わせができる力（１）

Ｂ．メディア機器（ビデオカメラや編集機など）を実際に操作できる力（１）

特に重視

している

重視している 重視していない 無回答
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2.3 局内見学、スタジオ見学 

 

本節では、「青少年を対象とした局内見学やスタジオ見学など」について集約した結果に

ついて述べる。以下は表2-1-2に示した「セクションⅡ」の主な質問項目のうち、Ⅱ-４、 

Ⅱ-５、Ⅱ-６、Ⅱ-11、Ⅱ-12の回答を中心に分析したものである。 

 

（１）全体的傾向 

過去20年のあいだに、「青少年を対象とした局内見学やスタジオ見学など」に取り組んだ

ことがあると回答した局は、民放連会員社で157社（約92％）、ＮＨＫで33局（約87％）で

あった。 

まず民放連会員社に関しては、アンケートによって取り組みの詳細を把握できた事例は

138件であった。 

実施時期について具体的な回答があったのは68件であり、2000年以前に開始したという回

答が30件、2001年から2010年のあいだに開始したという回答が38件、2011年から2020年のあ

いだに開始したという回答が23件あった。他は「依頼があれば随時」という主旨の回答に加

え実施時期が不明瞭な回答など、取り組み自体は実施していてもその詳細な時期が特定でき

ない回答が70件あった。少なくとも局内見学やスタジオ見学の取り組みは、遅くとも2000年

よりも前から多くの民放連会員社で実施されていたことが分かった。 

参加者の属性（小学生／中学生／高校生）別にみると、小学生を受け入れているのは88件

（約64％）、中学生を受け入れているのは61件（約44％）、高校生を受け入れているのは34件

（約25％）と、年齢が上がるにつれて減少傾向にある。 

そして図2-3-1は、各社が１年間にどの程度の参加者を受け入れているか、属性別の分布

を示したものである。小学生、中学生、高校生のいずれも100人未満の受け入れがもっとも

多いが、中学生や高校生は大規模な受け入れがほとんどおこなわれていないのに対して、小

学生については比較的、大規模な受け入れをおこなっている社が多いことが分かった。 

なお見学の受け入れ方法については、学校からの「要請」や「依頼」を受けて実施してい

ることを明記しているという回答が65件（約47％）であった。実際にはもっと多くの民放連

会員社が、学校を介して受け入れをおこなっていると考えられる。 

それに対して、ＮＨＫに関してはアンケートによって取り組みの詳細を把握できた事例は

30件であった。 

実施時期について具体的な回答があったのは８件であり、2000年以前に取り組みを開始し

たという回答が４件、2001年から2010年のあいだに開始したという回答が２件、2011年から

2020年のあいだに開始したという回答が２件あった。時期が明記されていない22件のうち、

「依頼があれば随時」という主旨の回答が19件あった。 
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参加者の属性別にみると、小学生を受け入れているのは19件（約63％）、中学生を受け入

れているのは７件（約23％）、高校生を受け入れているのは８件（約27％）となっており、

民放連会員社とは異なる傾向を示している。民放連会員社とＮＨＫで事例の数が大きく異

なっているため一概に比較することはできないものの、受け入れの割合（％）を見比べると、

小学生と高校生は双方のあいだで大差ないのに比べて、中学生については民放連会員社のほ

うが受け入れの割合が高いことが分かる。 

そして図2-3-2は、各局が１年間にどの程度の参加者を受け入れているか、属性別の分布

を示したものである。小学生、中学生、高校生のいずれも100人未満の受け入れがもっとも

多く、中学生や高校生は大規模な受け入れがほとんどおこなわれていないのに対して、小学

生については比較的、大規模な受け入れをおこなっている放送局が多いのは、民放連会員社

と同じ傾向を示している。ただしＮＨＫの場合、年間、1,000人以上の受け入れをおこなっ

ているという回答が４件あり、割合としては突出している。 

なお見学の受け入れ方法については、学校からの「要請」や「依頼」を受けて実施してい

ることを明記している回答が15件（約50％）であった。実際にはもっと多くの局が、学校を

介して受け入れをおこなっていると考えられる。 
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図2-3-1 １年間あたりの属性別参加者数（民放連会員社） 
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図2-3-2 １年間あたりの属性別参加者数（ＮＨＫ） 
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（２）特徴的な取り組み 

次に見学の内容に注目したい。 

学校からの要請に応えるということで、社会科見学や校外学習の一環としておこなわれる

場合が多いため、そのつど見学の内容が変わることもあるが、「Ⅱ-５ 取り組みの概要」の

回答を踏まえると、局内見学およびスタジオ見学は以下の８つの構成要素に分解できる。 

 

①スタジオやサブ、マスター室の見学 

②各業務フロア（編成、営業、制作、報道など）の見学 

③生放送のスタジオ見学 

④機材（カメラ、照明など）や中継車の見学 

⑤機材（カメラ、照明など）の操作体験 

⑥アナウンサー体験、ナレーション（原稿読み）体験 

⑦放送の役割や仕組みに関する座学、ＤＶＤの視聴 

⑧局員との質疑応答 

 

言い換えれば、①〜⑧の複数が組み合わさって各放送局の局内見学およびスタジオ見学の

プログラムが構成されている。ＮＨＫと民放連会員社のいずれも、スタジオやマスター室、

各業務フロア（編成、営業、制作、報道など）の見学に加えて、照明やカメラなどの機材の

操作体験、アナウンサー体験などに取り組んでいる放送局が目立つ。 

具体的にみていくと、⑤か⑥のいずれか（＝体験的な要素）を含んでいる事例は58件（約

35％）にのぼる。その内訳は、民放連会員社43件（約31％）に対してＮＨＫ15件（50％）で、

双方の割合に大きな違いはない。 

また、③生放送のスタジオ見学を実施しているという回答が24件（約14％）あった。その

内訳は民放連会員社24件（約17％）に対してＮＨＫ２件（約７％）で、民放連会員社のほう

が高い実施率となっている。 

④のうち、中継車の見学を実施しているという回答が16件（約10％）あった。その内訳は

民放連会員社会員社12件（約９％）に対してＮＨＫ４件（約13％）となっている。 

なお見学を担当している部署に関しては、技術部門の局員が関わっているという回答が49

件（約29％）にのぼっていることが特筆に値する。その内訳は民放連会員社39件（約29％）

に対してＮＨＫ10件（33％）で、双方の割合に大きな違いはない。 

自由記述を細かくみていくと、⑤に関してはクロマキーの紹介と体験を取り入れていると

明記している回答が14件あった。⑦に関しては防災や災害との関係について紹介していると

明記している回答が９件あった。いずれも実際には、もっと多くの放送局が取り入れている

と考えられる。また、電波塔の見学をおこなっているという回答が２件あった。 
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新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、調査時には取り組みを休止しているという

回答が56件（約33％）あった。それに加えて、たとえ放送局が休止という判断を下していな

くても、2020年度においては社会科見学や校外学習の実施は困難で学校からの依頼はほとん

どなかったであろうことから、局内見学およびスタジオ見学はほぼ途絶えていたと考えられ

る。こうした状況下において、対応する局員の数を減らし見学者が立ち入りできる区域を新

たに制限するなどして、見学の継続を目指しているという回答は、15件（約９％）あった。

それに対して、リモートでの見学を実施している、実施を検討しているという回答もみられた。 

 

（３）到達点と課題 

到達点①：「ファン」を作る――放送局に対する親近感向上に貢献 

「テレビ局に親しんでもらう」、「局のステーションイメージのアップひいては視聴率アッ

プの観点から、社内見学は大きな意義がある」、「放送局に興味をもってもらうきっかけであ

り、番組ファンなどを増やす機会」、「ラジオリスナーの拡大」といったプロモーションの意

味合いから、局内見学およびスタジオ見学に積極的に取り組んでいるといった回答があった。 

特にラジオ局にとっては、「ラジオを知らない世代への周知」、「今後のラジオファンを増

やしていくことにはつながっている」、「若い世代の方にラジオに興味を持っていただくきっ

かけとして意義や一定の成果」があるといった自己評価がみられた。 

到達点②：地域貢献活動、ＣＳＲ活動としての意義 

民放連会員社の場合、「地域貢献」や「社会貢献」、あるいは「ＣＳＲ」といった観点から、

局内見学およびスタジオ見学の意義が、局内で広く浸透している局が多いことがうかがえる。

たとえば「継続的に実施することにより、地域貢献、及び局のＰＲとして」取り組んでいる、

あるいは「会社見学を受け入れているという紹介を行うことで、当社が社会的責任を果たし

ている旨のＰＲ」ができるといった回答があり、広報活動の重要性が認識されている。また、

「地元局として親しまれ愛される局となるひとつの大切な機会」といった自己評価もみられた。 

ＮＨＫの場合、「地域貢献」や「社会貢献」と明記された回答はなかったが、学校からの

要望に応じて社会科見学や校外学習などの一環として、積極的な受け入れをおこなっている

ことが分かった。 

到達点③：仕事の意義の再認識、新たな視点の獲得 

「児童らは地域の生活者として視聴者でもある。こちらが気付きを得ることも多い」、「あ

らためて自身の仕事の取り組み方について見直す機会になっている」、「各局員の自局再認識

にも効果があると感じています」、「社員も『改めて放送の責務を感じた』『次世代に放送の

意義を伝えられた』など手ごたえを感じている」、「技術スタッフやアナウンサー、気象予報

士が、いかに子供たちに分かりやすく説明をするかを考えるいい機会になっている」、「活動

に参加することで、改めて自分の仕事の意義や社会における役割などについて見つめ直す
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きっかけとなり、職員にとっても良い刺激をもらうことができている」といった回答があっ

た。局内見学やスタジオ見学に関わる局員は日々の業務内容だけではなく、放送の役割につ

いても説明しなければならないこともある。したがって、みずからの仕事について振り返る

機会になったり、放送の意義や課題について再認識したり、新たな気づきを促したりする役

割も果たしているようである。 

子どもたちと接すること自体が局員の刺激になっている、という主旨の回答もあった。

「社員たちも自らがテレビ局を志す初心を思い返し、本業のモチベーションアップにつな

がっている」、「視聴者の存在をより実感として感じることができた」、「テレビというメディ

アは、普段視聴者と接する機会が少ないため、直接子どもたちの喜ぶ顔を見て、社会貢献と

感じるメンバーがいるのはありがたい」といい、視聴者を身近に感じることで局員の意識改

革を促すことに役立っているという。 

到達点④：部署間の連携強化 

すでに述べたように、およそ四分の一の局では局内見学やスタジオ見学に技術部門の局員

が関わっていた。「局内は協力的（特に技術職場）」、「他のメディアリテラシー啓発事業にお

いては、あまり活躍の場がない技術部門スタッフの協力を得ていることから、説明者からは

手応えのある旨、伝えられています」、「技術部門（カメラ機器操作）、編成部門（キャラク

ター操演）、報道制作部門（番組内での紹介）など多くの部門が本業多忙な時でも受け入れ

に力を貸してくれています」といった回答があり、複数の部署のあいだで連携がとられてい

ることが分かる。 

到達点⑤：防災教育の観点を導入 

すでに述べたように、防災や災害との関係について紹介していると明記している回答が６

放送局あった。たとえば、「放送局に無停電システムがあり、震災発生時の緊急避難所的な

役割を果たすことも求められていると思いますので、そのような放送局の機能についてもア

ピールしていく必要」があるといい、災害時における放送局の存在意義について理解しても

らうことを企図している。 

課題①：局員の負担、モチベーションの低さ 

局内見学やスタジオ見学は、それぞれの局員の通常業務には含まれていない場合が多いた

め、局員の負担になっていることが懸念されている。「一時は、一部の部から仕事の妨げに

なるとの意見もありました」、「取組みの意義は感じておりますが、マンパワー的に積極展開

を行うには厳しく、改善に向けては今後の課題」といった回答があった。 

また、見学に協力するかどうかが各部署や各局員の自発性に委ねられている場合もあり、

新規開拓が難しいという回答もあった。「現在、総務局が統括しているので、現場にその重

要度が伝わっていないのが現状です。今後、現場主体の見学体制を構築しようと考えていま
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す」、「社内で理解がある上司とない上司の実務者による差は（モチベーション）否めない」、

「そもそも参加する側の生徒の目的意識が明確でない場合もあり、実施を疑問視する声もあ

る」という。 

人手不足での無理強いは決して望ましくないが、到達点①〜⑤で述べたとおり、取り組み

の効果は多岐にわたって認められるため、各局の状況を踏まえて目的を明確に設定すること

で局内での理解を広げ、モチベーションを高めていくことが重要であると考えられる。 

課題②：部外者を局内に入れることのリスク 

「『生放送』の場合には、放送の安全運行を遵守しなくてはならない観点から、スタッフ以

外の方をスタジオに入室させることには少なくともリスクがある」、「通常業務エリアとは別

の見学者用導線の必要性を感じている」といった回答があり、特に生放送の見学に対して、

部外者をスタジオに入れることに対するリスクを懸念する声もあった。放送事故を招くかも

しれないという心配だけではなく、「放送の裏側」を見せることに不安を感じるという声も

あった。 

2019年に発生した京都アニメーション放火殺人事件は、放送局にとってもセキュリティに

対する危機意識が高まるきっかけになった。それに加えて、すでに述べたように翌年には新

型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、調査時には取り組みを休止している放送局が大半

であった。わずか数年のあいだに、新たなセキュリティの問題が相次いで浮上したといえる。 
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2.4 番組制作体験、ワークショップ 

 

本節では、「青少年を対象とした番組制作体験やワークショップなど」について集約した

結果について述べる。以下は表2-1-2に示した「セクションⅡ」の主な質問項目のうち、 

Ⅱ-４、Ⅱ-５、Ⅱ-11、Ⅱ-12の回答を中心に分析したものである。 

 

（１）全体的傾向 

過去20年のあいだに「青少年を対象とした番組制作体験やワークショップなど」に取り

組んだことがあると回答した局は、民放連会員社で119社（約70％）、ＮＨＫで27局（71％）

であった。 

まず民放連会員社に関しては、アンケートによって取り組みの詳細を把握できた事例は83

件であった。 

表2-4-1は、それぞれの取り組みの開始時期と放送種別との関係を表している。2000年以

前に始まった事例、2001〜2010年に始まった事例、2011〜2020年に始まった事例という３つ

の時期区分を設けたうえで、さらに各取り組みの継続性（１年未満、１年以上〜５年未満、

５年以上）によって分類している。単発・単年度の取り組みは１年未満に含まれる。合計が

83件に満たないのは開始時期が不明、または不定期におこなわれている８件を除いているた

めである。 

開始時期を見ると2001〜2010年には25件の取り組みに対し2011〜2020年には45件の取り組

みが新たに始まっていて、その数は1.8倍となっている。ただし、過去にさかのぼるほど記

録や資料が散逸しやすく、取り組みに関わった局員が既に離職・退職している場合も多いた

め、取り組みの事実確認まではできたとしても、その詳細を回答することができなかった可

能性を考慮しなければならない。したがって、青少年を対象とした番組制作体験やワーク

ショップが過去10年のあいだに増加傾向にあるとは断定できないが、少なくともこうした取

り組みが停滞しておらず、全国の民放連会員社に定着していることが分かった。 

この表を補助線にして、民放連会員社がおこなう番組制作体験やワークショップについて

読み取れる全体的傾向は、次の三点である。 

第一に、2001〜2010年はテレビ局（ＴＶまたはＴＶ/ＡＭ）の取り組みが中心だったが、

2011年以降はＦＭ局が番組制作体験やワークショップに積極的に参入している傾向がみられ

る。図2-4-1の円グラフは、アンケートによって集約できたすべての事例を放送種別ごとに

分類した内訳を表している。図2-4-2の円グラフは、2001〜2010年に始まった事例を放送種別

ごとに分類した内訳を表している。図2-4-3の円グラフは、2011〜2020年に始まった事例を

放送種別ごとに分類した内訳を表している。この三つのグラフから、2010年代においてＦＭ

局の取り組みが活性化していることが読み取れる。 
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第二に継続性の観点からみると、開始時期の違いにかかわらず６割以上が複数年度にわ

たっておこなわれている取り組みであった。ただし、長く続いている取り組みであればある

ほど局内で取り組みの事実確認が容易で、その詳細を回答しやすかった可能性を考慮しなけ

ればならない。したがって、これが全体的傾向を反映しているとはいえないものの本調査で

は、継続性の高い多数の取り組みを集約することができた。その中には「民放連メディアリ

テラシー実践プロジェクト」（→1.3）に参加したことをきっかけに、その後も毎年継続して

実施されている取り組みも見受けられる。また「民放連メディアリテラシー助成事業」 

（→1.3）や「民間放送教育協会」（→1.3）の助成を繰り返し活用し、継続している取り組み

も見受けられた。 

 

表2-4-1 民放連会員社による取り組み（開始時期×放送種別のクロス表） 

ＴＶ ＴＶ/ＡＭ ＡＭ ＦＭ 合計

〜2000年 3 2 0 0 5

１年未満 0 0 0 0 0

１年以上〜５年未満 0 0 0 0 0

５年以上 3 2 0 0 5

2000〜2010年 13 6 3 3 25

１年未満 3 1 1 0 5

１年以上〜５年未満 2 1 0 1 4

５年以上 8 4 2 2 16

2011〜2020年 16 13 1 15 45

１年未満 7 4 1 6 18

１年以上〜５年未満 1 3 0 2 6

５年以上 8 6 0 7 21

合計 32 21 4 18 75  

 

第三に、「民放連メディアリテラシー実践プロジェクト」が始まる2000年より前から継続

的に青少年を受け入れ、番組制作体験をおこなっている局が５局あった。いずれも現在まで

継続しており、きわめて持続性が高い取り組みといえる。 

  



 

－40－ 

 

図2-4-1 民放連会員社による取り組み①（放送種別の内訳、全期間） 

 

 

図2-4-2 民放連会員社による取り組み②（放送種別の内訳、2000〜2010年に始まった取り組み） 

 

 

図2-4-3 民放連会員社による取り組み③（放送種別の内訳、2011〜2020年に始まった取り組み） 
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それに対して、ＮＨＫも長年、番組制作体験に取り組んでいて、調査票には「ＮＨＫ杯全

国高校放送コンテスト」（1954年度〜）、「ＮＨＫ杯全国中学校放送コンテスト」（1984年度

〜）、「ＮＨＫ放送体験クラブ」（2000〜2018年度）などが挙げられている。中学生や高校生

の職場体験学習については地域放送局ごとに受け入れをおこなうため、全国各地の中高生が

番組の制作を体験できる機会が設けられている。その一方で地域放送局独自の取り組みにつ

いては、民放連会員社とは対象的に、複数年度にわたって実施されているものは少数にとど

まった。 

 

（２）特徴的な取り組み 

次に、継続性や独自性などの観点から注目すべき事例を示しつつ、放送局が取り組む番組

制作体験やワークショップの特徴について考察する。 

 

充実した番組制作体験 

数時間あるいは１日といった限られた時間のなかで、番組制作についての説明を受け、ナレー

ションの読み方やカメラでの撮影などを体験する事例が多いが、数週間から数ヶ月にわたって参

加者が一から制作過程を体験できる活動もみられる。ここでは４つの事例に注目したい。 

福岡放送の「めんたいキッズ放送局」（2001〜16年）は、毎年夏休みに放送されていたテ

レビ番組で、小学生が30分番組を制作する取り組みである。同じ小学校の仲間４名で、企画

の立案から構成の検討、台本の作成、撮影、ナレーションまでおこない、完成した番組が実

際に放送された。局の方針として「地域密着」を掲げていて、その一端を担っていたという。

この活動に参加することで番組制作の流れを一から体験でき、それぞれの過程で必要となる

知識や技術を学び、議論を重ねることで、さまざまな観点からメディア・リテラシーを育む

ことが可能となる。さらに、約15年にわたってこの活動が継続してきた点も特筆に値する。

「地域の小学生のみなさんが、普段なんとなく見ているテレビ番組全般がどうやって作られ

ているかを知ることで、もっとテレビに興味を持っていただける上に、福岡放送そのものに、

親近感を覚えて頂ける機会になっている」という意義があったという。 

福井放送の「高校生が選ぶイチオシグルメ」はラジオ番組の制作体験で、2020年の秋から

2021年の春にかけて初めて実施された。「めんたいキッズ放送局」と同様、番組制作の過程

を一から体験できる。高校生４名のグループが、リサーチ、企画、アポ取り、取材などを主

体的におこない、生放送の番組にも出演した。３〜４回にわたって企画会議を開催していて、

放送局が丁寧なサポートをしながら活動を進めていることがうかがえる。ラジオの存在感を

高校生に理解してもらう機会として手応えがあった一方、働き方改革のなかで今後どのよう

に取り組めるのかが課題であるという。 

北日本放送の「西村まさ彦監督とラジオドラマをつくろう」は、視聴者から募った参加者
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に対して、俳優・西村まさ彦氏がラジオドラマ制作を教えるという企画である。西村氏（富

山市出身）の「地元に貢献したい」という希望と、局の「県民参加の放送局らしい取り組み」

を目指す意図が合致して、2013年から2019年まで実施された。ラジオドラマの企画、演技練

習、収録、編集などの過程を西村氏の指導にもとづいて体験でき、2015から2016年の２年間

は県内高校の放送部の生徒が参加している。４校から約10名ずつの高校生が参加し、１泊

２日の合宿形式でおこなわれた。局内での手応えとして、「普段の放送業務ではドラマをつ

くるという経験がなかなか無いので、貴重な経験でした」、「ラジオというメディアのユニー

クさ面白さを高校に伝えることができました」といった声があったという。 

それに対して、山口放送では2007年からほぼ毎年、カメラマン体験、ラジオ制作、テレビ

とラジオ両方の制作体験など、それぞれ違った制作過程を中高生が体験できる企画が実施さ

れている。そのきっかけは民放連の「メディアリテラシー実践プロジェクト」への参加であ

り、2012年度、2014年度、2015年度、2016年度、2019年度には「メディアリテラシー活動助

成事業」の助成を受けている。また2010年度以降は毎年、民間放送教育協会の「小学校授業

支援事業」に参加している。部署横断組織である「ＫＲＹメディアリテラシー実践プロジェ

クト」が実施主体となって、局として継続的に制作体験活動に取り組む体制が確立されてい

るとともに、ラテ兼営局の強みを活かし、さまざまな切り口から番組制作を体験できる機会

を設けている。ただし、通常業務との兼ね合いが毎回の懸案であるという。山口放送の取り

組みについては、第３章で改めて取り上げる。 

 

見られる、評価されるという経験 

制作過程を体験するだけではなく、視聴者から「見られる」「評価される」という経験を

意識的に盛り込むことで、送り手の立場に対する理解を深めてもらおうとする取り組みがみ

られる。ここでは３つの事例に注目したい。 

高知放送は、2009年度に始まった民間放送教育協会の小学校授業支援事業（メディアリテ

ラシー授業）に初年度から参加している（2020年度と2021年度は新型コロナウイルスの影響

などを考慮し、実施していない）。１年目は２校、２年目以降は毎年１校の小学校と連携し

ている。対象は５年生もしくは６年生。制作された番組を放送するだけではなく、保護者や

地域住民を対象にした発表会をおこなっている。10年以上にわたって粘り強く取り組んでい

ることで、地域社会に定着している好例である。 

びわ湖放送の「それ、本当に伝わってる？～ユニバーサルＣＭを考えよう！」（2018年６

〜10月）では、小学生に「ユニバーサルなＣＭ」を制作してもらい、保護者向けの発表会を

おこなった。協力を得られた小学校の「総合的な学習の時間」を活用し、６年生24名が８名

ずつ３班に分かれて「守ろう！環境」をテーマに、「耳の聞こえない人にも内容が伝わり、

性別や年齢によって不快な感情を覚えることのないような、誰にもやさしい」30秒ＣＭを制
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作した。また番組内でそのＣＭを放送し、小学校と中継をつないで感想を述べてもらった際

には、あらかじめＣＭを視聴してもらった聴覚障害者の反応を撮影したＶＴＲを、小学生に

見てもらっている。その後、年度末まで実際にテレビＣＭとして放送したうえ、局のウェブ

サイトに動画を公開した。ＣＭや動画の公開に際しては、ポスターを作成して県内各地の公

共施設に配布し、周知をおこなった。このようにＣＭ制作体験を通して、参加者同士で意見

や感想を語り合うだけではなく、作品を広く共有することによって視聴者の意見や感想を参

加者が聞く機会を設けることで、多角的な視点からのフィードバックを試みている。 

鹿児島テレビ放送の「夏休みテレビジャック」（2009〜2018年）には、中高生が番組制作

体験をする過程で、局員だけではなく過去にこの企画に参加した経験を持つ大学生やメディ

ア・リテラシーに関する研究をおこなっている大学教員がサポート役として加わっている。

参加した中高生には、さまざまな視点にもとづく意見や助言を聞く機会がある。さらにサ

ポート役として参加した大学生にとっても、過去の体験を改めて振り返ったうえで今度は中

高生に対して教える／支援する立場として、学びの機会を得ることもできる点でも意義があ

る。鹿児島テレビ放送の取り組みについては、第３章で改めて取り上げる。 

 

学校教育との連携 

社会科、あるいはメディア・リテラシーを育成する授業と連携して、番組制作体験の取り

組みをおこなっている事例もある。 

たとえば、前述した高知放送の場合、「番組作りを通じてメディアの特性を理解し、メ

ディアを活用するプレゼンテーション能力を高める」ことを目標に、まず学校側と内容を検

討したうえで、参加する児童の興味や反応を踏まえて多角的な視点を取り入れようと試みて

いる。また静岡放送も、民間放送教育協会の小学校授業支援事業（メディアリテラシー授業）

に繰り返し参加している。2019年度の授業では、「世の中に溢れる情報や映像に知らず知ら

ずのうちに影響を受ける」場合があることを児童たちに伝えた。 

このような学校教育との連携の効果については本調査では検証できないが、社会的意義の

ある取り組みとして注目に値する。 

ここまでみてきたように、番組の企画段階から取材、撮影や収録、編集、そして放送にい

たるまでの流れを体験できる取り組みには多くの局員やスタッフが関わっていて、それぞれ

の過程における面白さや難しさを学ぶことができる。また放送された番組が実際に視聴され、

さらに保護者向けの発表会、あるいは学校での発表会などを通して、どのような反応（評価

や批判）が返ってくるのかを経験することは、送り手と受け手の関係やコミュニケーション

のあり方について、青少年が主体的に考える機会となる。さらに自社制作番組に参加者が出

演し、制作体験の過程を開示することで取り組みの意義が、局内外で広く理解される契機と

なっていると考えられる。 



 

－44－ 

（３）到達点と課題 

各放送局の事例が局内外でどのような評価や反応を得ていたのかに注目することで、放送

局が取り組む番組制作体験やワークショップの到達点と課題について考察する。 

到達点①：「ファン」を作る――放送局に対する親近感向上に貢献 

「親近感を覚えて頂ける機会になっていると思う」、「親近感を持ってもらえる機会になっ

ている。地域に貢献するイベントになっている」のように、放送局の「ファン」を増やし、

放送局に対する好感度の上昇を期待する意見がみられた。 

ラジオ局の場合、「新規の若年リスナー開拓に寄与した」、「『ラジオ』という媒体を子供た

ちに楽しみながら認知してもらえる意義のある企画として好評」という評価がみられ、若い

層の聴取者獲得のための好機と捉えられている。 

到達点②：仕事の意義の再認識、新たな視点の獲得 

「中学生に教えることで、自分たちの仕事を再認識したという現場の声を聞く」、「若手社

員が講師として参加するため、自身の業務やテレビ局の存在意義、公共性等を改めて考える

機会となっている」といった評価がみられた。このような取り組みを通して、局員が普段は

直接の接点を持つことが少ない青少年と深く関わることで、みずからの仕事の意義を再認識

する機会になっているようである。 

また、「住民が見たい知りたいことと、局員が伝えていたことが同じではなかったことに

局員が気付いた」、「あらためて自身の仕事の取り組み方について見直す機会」、「私たちテレ

ビ放送制作者自身も、誰にでも一様に情報が伝わるわけではないことを改めて認識する機会

になりました」といった評価もみられ、送り手と受け手の見方や認識のズレを再考する機会

にもなっている。とりわけ、青少年が対象であることで「従来とは違う若い発想や切り口で

面白い企画を立てた中高生もいて、局員にも“学び”多い機会となった」、「若い世代の意見

を直接聞ける機会にもなり、今後のラジオ局としてのあり方などを見つめ直す機会になった」

といい、若い視聴者の視点や発想に触れる契機になっている。 

以上のように、青少年を対象とした番組制作体験やワークショップの実施が放送局に対す

る親近感の向上につながることが期待される一方、局員自身の意識変化、視聴者の視点や発

想に触れることこそ重要であると指摘している局もあり、送り手のメディア・リテラシー

（→1.4）を育成する効果もあると考えられる。しかしながら、こうした取り組みにあたって

は以下のような課題もみられた。 

課題①：少数の局員に過大な負担 

なによりもまず、局内見学や出前授業などに比べて局員の負担が格段に大きいことが挙げ

られる。「継続して行える無理のない活動、体制づくりが課題」、「スタッフのコストと平常

業務時間を割いての対応等を考慮した場合、実施が困難」、「実施したことについての意義は
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重く、貴重な経験であったが、通常業務の遂行を鑑みると、過大な負担となった」といった

声が寄せられていて、関わった局員は取り組みの意義を実感してくれているものの、関わっ

てくれる部署や局員の新規開拓がそもそも難しく、少数の局員にかかる負担が大きいようで

ある。「人事異動などで担当者が変わったことで継続ができていない」、「スタッフとともに

行うため負担は大きく、次年度からは生放送への出演に変更」、「準備から本番まで、手間・

労力が膨大で、人件費やセット代など費用もかかった」といった事例もあった。 

その反面、制作職だけではなく、技術職が積極的に関わっているという事例もあった。

「技術部門のスタッフが、現場で大変賞賛されることで、番組制作以外のやりがいを感じて

いるのではないか」、「局内は協力的（特に技術職場）」といった評価がみられ、普段は制作

職と比べて、視聴者と直接関わる機会が少ない技術職にとって、こうした取り組みがやりが

いを感じる機会になる場合もある。 

課題②：インターナル・コミュニケーション――局内での認知や関心の不足 

「活動自体が知られていない為に、関わりのない周囲からの評価などは殆どない」、「当初

は社内からの反応も多くありましたが、現在は特段ありません」、「担当者以外にあまり影響

を与えていない」、「関係部署以外が興味を持たなかったのが課題」といった評価がみられた。

取り組みが局内で関心を集めることができておらず、その成果や課題の共有が、関係部署の

局員にとどまってしまっているわけである。 

こうした課題を踏まえて、社内報などを活用したインターナル・コミュニケーションに意

識的に力を入れている局もみられた。 

以上のように、取り組みに関わる部署や局員が限られていることでひとり当たりの負荷が

大きくなり、活動の継続や拡大が難しくなっていることが、複数の放送局が共通して抱えて

いる課題である。また、長期に渡って継続的におこなっている取り組みであるにもかかわら

ず、局内ではほとんど知られていない、関心を持たれていないという事例もみられ、局内で

十分に知見が共有できていないという課題もある。取り組みに関わる局員が限られていると

いうことは、人事異動などの要因によってその継続が困難になることにもつながる。 

それに対して技術職が積極的に関わっている事例があること、関わった局員に意識の変化

がみられること、若い局員の教育に役立つという評価があることなどから、こうした取り組

みに関わることを通して、いわゆる送り手のメディア・リテラシー教育にもつながる可能性

がある。また新たな局員が自発的に参入できる仕組みをつくったり、参加者の反応や評価な

どを多くの局員に共有する機会を創出したりすることで、人手不足や過剰負担、局内での理

解不足を軽減できる可能性もある。 
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2.5 モニター制度 

 

本節では、「青少年によるモニター制度（中高生モニターや子ども番組審議会など）」につ

いて集約した結果について述べる。以下は表2-1-2に示した「セクションⅡ」の主な質問項

目のうち、Ⅱ-５、Ⅱ-11、Ⅱ-12の回答を中心に分析したものである。 

過去20年のあいだに「青少年によるモニター制度（中高生モニターや子ども番組審議会な

ど）」に取り組んだことがあると回答した局は、民放連会員社16社（約９％）にとどまり

（ＮＨＫは０局）、他の取り組みに比べて低調であった。アンケートによって詳細を把握でき

た取り組みは５件にとどまったため、全体的傾向は分析できない。 

ただしひとことで青少年によるモニター制度といっても、ふたつの異なる目的と方法に大

別できることが分かった。 

ひとつは自主制作番組の質の向上を目的として、番組に対する意見や感想を青少年モニ

ターから送ってもらうもので、通常のモニターとは異なる観点からの評価を得ることが期待

できる。たとえば、「番組制作者には、子どもたちの自由で素直な感想や意見が、今後の番

組作りの参考になった」といった手応えがあったという。 

もうひとつはスタジオ見学などを含む取り組みで、局員と青少年との交流に重点を置いた

ものである。「直接触れ合うことでより当社のファンになってもらえることが実感できた」

という局があった反面、放送に関する厳しい現状認識にもとづいて実践した局もある。2019

年８月に初めて「中高生番組モニター」を実施した局は、その動機を次のように説明してい

る。 

 

積年のプレゼントの応募者のデータ分析から、主力の応募者層が30～50代から40

代以上に推移し高齢化しているほか、若年層の応募者数が半減しており、顕著に”

テレビ離れ”の傾向がうかがえたことから、若年層にテレビ視聴の動向を直接把握

する機会を設けたいということから実施。テレビ告知やファン組織（アプリ会員・

メール会員）で広く中学生や高校生を募集して、視聴動向をインタビューした。 

 

いわばアクションリサーチに近い取り組みであり、取り組みを通じて得られた知見は次の

ようなものであったという。 

 

初の取り組みであった。彼らにとってスマホやタブレットが１stスクリーンであ

り、ネットフリックスやアマゾンプライム、Ｔｖｅｒなどのネット系のサービスの

利用が主であり、主要な連絡手段はＳＮＳである。彼らは、テレビは見ないか、気

になったり、話題のものしか見ないということが当事者の口から語られ、衝撃的で
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あった。コンテンツの流通経路も多様化し、当たり前に見てもらえる時代はおわり、

どのようにして見てもらうのかを考えて行かなくてはいけない時代になったことを

痛感した。 

 

現在、青少年によるモニター制度を長期的におこなっている局は少なくとも本調査の結果

からは皆無であり、安定的な運用が困難であることが分かる。ただし、とりわけリサーチを

主目的とする取り組みであれば、単年度限りの取り組みであっても十分に意義があると考え

られる。 
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2.6 出前授業 

 

本節では、「青少年によるモニター制度（中高生モニターや子ども番組審議会など）」につ

いて集約した結果について述べる。以下は表2-1-2に示した「セクションⅡ」の主な質問項

目のうち、Ⅱ-５、Ⅱ-11、Ⅱ-12の回答を中心に分析したものである。 

 

（１）全体的傾向 

過去20年のあいだに「小学校、中学校、高等学校に出向く出前授業など」に取り組んだこ

とがあると回答した放送局は、民放連会員社111社（約65％）、ＮＨＫ22局（約58％）であっ

た。 

アンケートによって取り組みの詳細を把握できた事例は、民放連会員社74件に対してＮＨＫ

21件となり、合計95件であった。ただし、アナウンサーによる「読み聞かせ」や「朗読会」

が17件（民放連会員社16件、ＮＨＫ１件）含まれていて、これらを除外した場合、合計78件

となる。そのうち13件は、主に大学生を対象とした講義（寄附講座や連携講座などを含む）

であった。 

図2-6-1の円グラフは、民放連会員社74件の事例を放送種別ごとに分類した内訳を表して

いる。テレビ局による取り組みが、集約できた事例の多くを占めていることが分かる。 

 

 

図2-6-1 民放連会員社による取り組み（放送種別の内訳） 

 

出前授業の内容をみていくと、メディア・リテラシー育成に関わりが深い取り組みとして

は、ニュース番組ができるまでの業務フローの解説、局員（記者、カメラマン、アナウン

サーなど）が従事する業務内容の解説（やりがいの説明、体験談などを含む）が挙げられ、
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34件（民放連会員社28件、ＮＨＫ６件）が該当した。また、「情報を見極める力」や「情報

リテラシー」を主題とした授業もあった。 

その他「コミュニケーション力アップ」をねらいとした授業、パラスポーツ・環境問題・

防災・ハンセン病などの啓発をねらいとした授業、悪徳商法への注意喚起を呼びかける授業、

ラップを取り入れている授業、ＮＨＫ交響楽団の協力による指揮者体験など、各放送局の特

色を生かした多数の取り組みが集約できた。このように出前授業の裾野はきわめて広いが、

メディア・リテラシーと関わりがある取り組みといえるかどうかは、必ずしも明確ではない。 

 

（２）特徴的な取り組み 

番組が放送されるまでの過程を学ぶ 

毎日放送の「ＭＢＳ出張授業」（2011年〜）では、小学５年生の社会科のカリキュラムに

対応して、メディアが果たす役割について授業をおこなっている。連続２コマを使って、１

コマ目は「ニュースが放送されるまで」を教え、２コマ目は各講師の体験にもとづくオリジ

ナル授業を実施している。講師は広報部を中心に各部署から集められ、十数名が担当してい

る。また、中学生・高校生に対する授業の依頼にも応えている。実施校からは、児童や生徒

の感想文を極力送ってもらうようにしていて、担当講師で回覧し、理解が浅かったと思われ

る点、やや誤解を与えたと感じられる点を改善するように努めているという。 

出前授業には座学だけではなく、ニュース制作を疑似体験する実習や、カメラマンやアナ

ウンサーなどの仕事を体験してもらう活動などが組み込まれる場合もある。局内見学やスタ

ジオ見学（→2.3）においても、「見学」だけではなく「体験」が重視されていたことから、

双方の取り組みには重なり合う部分が多い。 

ただし出前授業の場合、メディア・リテラシー育成だけではなく、キャリア教育に対する

需要が比較的大きいようである。たとえば関西テレビ放送の「カンテレ出前授業」（2008年

〜）は、「メディア・リテラシー教育の普及を目指して、社員が講師として実施校に出向い

て」いるだけではなく、ＩＣＴ環境の普及により京都府の日本海側（直線距離にして約

150km）など、遠距離の実施校とリモートで結んでの授業もおこなっている。現在は公募に

よって、年間15校程度の小学校・中学校・高等学校を訪問している。授業内容については担

当教諭との相談にもとづいて決定されるが、「メディア・リテラシーやキャリア教育を主眼

としたもの」が多いという。 

 

ラジオを身近に感じてもらう 

ＣＢＣラジオの「いっしょに学ぼう！ＣＢＣラジオ」（2006〜2019年）では、アナウン

サーを含む局員が「ラジオ番組はどのように作られるのか？」、「放送の果たす役割」などを

解説し、「将来の職業選択に役立つ話」や「ラジオをもっと身近に感じてもらえる話」をお
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こなった。対象は小学５年生から高校３年生で、小学生233人、中学生220人、高校生560人

が参加した。「普段、ラジオを聞く機会が少ない子ども達へアピールする活動は必要である

と感じた」という。 

また東海ラジオ放送の「～Voice Power for Communication～自分の「声」で伝えよう」

（2013年）は、ＮＨＫ・民放連共同ラジオキャンペーンの一環としておこなわれた出前授業

である。「若年層へのラジオのＰＲ」のために中学校の訪問を企画し、「ソーシャルメディア

が発達した今、自分の気持ちや思いを自分の「声」で伝えることの重要性を伝える」ことを

目指した。「アナウンサーとゲストによる話し方、伝え方を中心とした授業」と「昼の校内

放送のジャック」をおこない、その様子を後日、録音番組としてオンエアした。この取り組

みを継承するかたちで、2014年４月から2016年12月頃まで年間２校に訪問した。「校内放送

を実施することによって、全校生徒というまとまった数の中学生にアプローチできた」一方、

「中学生に聴いてもらうための自社番組が少ない」という課題、が改めて浮き彫りになった

という。 

 

「情報を見極める力」の育成に力点 

日本テレビ放送網による出前授業「情報の海の泳ぎ方」（2017年〜）は、「インターネット

の普及に伴い、「情報を見極める力」の育成が重要になっている」という視点にもとづいて

実施していた。その続編に当たる「情報のタネの見つけ方」（2019年〜）では、「見極めた情

報」をどのように「活用」できるかを考え、「発案」「リサーチ」「発表」の実習をおこなっ

ている。この一連のプロセスを、テレビ番組の制作過程と重ね合わせた授業になっている。

「情報の海の泳ぎ方」は小学校高学年から大学生・大学院生まで、「情報のタネの見つけ方」

は中学生から大学生・大学院生まで参加でき、対象年齢を幅広く設定できる授業であること

が大きな特徴である。良い発案のためには何よりも調べることが大事だということを伝える

授業になっているため、参加者からは「調べることの重要性を学べた」、「何度も着眼点を変

えることを知った」、「楽しく課題に取り組めそうだ」といった感想が寄せられているという。

日本テレビ放送網の取り組みについては、第３章で改めて取り上げる。 

テレビ東京による「テレビ東京の校外学習」（2012年〜）においても、「同じ人物を、同じ

時間に同じ場所で撮影をしても、制作者の意図によって全く違う印象になることを映像に

よって実感」してもらったうえで、「テレビを見るときにはその内容を鵜呑みにするのでは

なく、『自分はどう考えるか』を大切にして」もらうことをねらいとした取り組みになって

いる。この取り組みは、文部科学省主催「平成30年度 青少年の体験活動推進企業表彰」で

文部科学大臣賞を受賞している。 

中京テレビ放送の「メディアリテラシー授業（情報の意図とフェイクニュース）」（2019年）

は、ふたつのパートから構成されている。（１）「伝え手によってこんなに変わる ～ニュー
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ス制作（原稿、ＭＡ）体験」では「同じＶＴＲを基に６班に班編成された地元中学生生徒が

各々原稿を制作し、実際にＭＡ室にて生徒自らがナレーション、ＢＧＭを入れ一本化」し、

「スタジオにて事前収録した局アナのリード原稿と共に各班のニュースを発表」してもらっ

た。各班の伝え方の違いを知ることで「情報リテラシー」の大切さを学ぶ取り組みにつなげ

ている。（２）「フェイクニュースの見分け方」では「授業前までに生徒が実際に作った

ニュースを基に特設のニュースサイトを制作」。そのサイトに局側が「フェイクニュース」

を織り交ぜることで、生徒達がその「フェイクニュース」を見破れるかどうかを体験しても

らったという。 

 

（３）到達点と課題 

到達点①：「ファン」を作る――放送局に対する親近感向上に貢献 

局内見学やスタジオ見学と同じく、放送局のＰＲという目的で始まり、親近感の向上に貢

献しているという自己評価がみられた。 

特にラジオ局にとっては「限られた対象ではあったが、ラジオ局のことを知ってもらう

きっかけ」、あるいは「参加した高校生達にラジオのことやアナウンサーの仕事などを知っ

て頂く良い機会」であり、新たなリスナーを獲得するための活動のひとつと位置づけられて

いる。 

到達点②：地域貢献活動、ＣＳＲ活動としての意義 

局内見学やスタジオ見学と同じく、「地域貢献」や「社会貢献」、あるいは「ＣＳＲ」と

いった観点から、出前授業の意義が局内で広く浸透している局が多いことがうかがえる。 

たとえば「10年以上実施しているＣＳＲ活動であり、体験を重視するという意味では弊社

だけが実施している出前授業」、「ＣＳＲ活動の一環として技術統括局としてのアクションプ

ランにもなっています」、「局内でも社会貢献活動として認知され、評価されていました」、

「数多くの事例を重ねることで、『番組を起点として放送外展開』という位置づけだけに留ま

らず、未来社会へ向けた『社業としての社会活動』に拡充し継続していく方針となってい

る」、「大学生に向けて発信することは、地域メディアの一員として意味のあること」、「出前

授業は地域の方に親しまれ信頼される局としての大切なタッチポイントのひとつ」、「弊社の

ＣＳＲをＰＲとして取組めないかという意図で始められた。局内的にも外に繰り出すという

方向性を示すうえで小さくはなかったかと思う」といった自己評価がみられた。「地域貢献」

や「ＣＳＲ」を意識したという回答は、49件（民放連会員社40件、ＮＨＫ９件）であった。

また、「取材先や地元の学校というケースが多く、関係がより深くなっているのが手応え」

という回答もあり学校との関係の強化が目に見えやすい成果のようである。 
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到達点③：仕事の意義の再認識、新たな視点の獲得 

送り手のメディア・リテラシー育成という意義が認識されていることも、局内見学やスタ

ジオ見学、番組制作体験などと同じである。 

たとえば「第三者に自分たちの仕事を伝えたり映像づくりの授業をすることで、自分たち

の役割を再認識することや、コミュニケーションの基本を学び直すことにつながっている」

という。あるいは、活動に協力するなかで局員が自身の仕事について教える立場になった際

に「子どもたちに授業をする前にメディアリテラシーについて系統的に学ぶ必要」や「視聴

者のダイレクトな反応を聞くことで、あらためて自身の仕事の取り組み方について見直す機

会」になっており、普段取り組んでいる自身の業務について「振り返る」きっかけになって

いるという自己評価もあった。 

また活動を通して青少年と触れ合うなかで、「通常あまり接することがない、小学校５年

生と質疑応答ができたことは、担当したアナウンサーにとっても刺激となっている」、「参加

した社員は子どもたちの笑顔に触れ、自分がテレビ局を志した初心にかえり本業のモチベー

ションアップにもつながっている」といったように、業務に対する姿勢の変化にもつながっ

ているようである。 

ＮＨＫ大阪拠点放送局による「ＮＨＫ出前授業」（2005年〜）は、「ＣＳＲ向上とＮＨＫの

社会貢献活動・キャリア教育の一環として、社会科の授業で『放送と通信』を学ぶ小学５年

生を対象に、放送局の仕事や公共放送の役割を正しく理解してもらうことを目的」にしてい

るという。出前授業は「講師を務めるＮＨＫ若手技術職員の部外対応能力の向上と視聴者意

識・公共メディアの役割の再認識を図る“人材育成”の取り組みのひとつ」に位置づけられ

ている。 

到達点④：部署間の連携強化 

局内見学やスタジオ見学と同様に番組が放送されるまでの一連の流れを説明したり、疑似

体験してもらったりするためには、複数の部署との連携が重要になってくる。 

たとえば、「出前授業の講師には、ドラマやバラエティ番組の局員のプロデューサーや

ディレクターが登壇する機会も多々あり、局内の連携はとてもうまくいっている」、「部署間

の連携、課題克服に協働できていると手ごたえがあります」、「部署横断的に取り組んでいる

ことから横の連携が通常業務でもとりやすくなっている」といった自己評価がみられた。出

前授業で培った「横の連携」が、通常業務でも役に立つという副次効果は注目に値する。 

課題①：局員の負担、余裕の無さ 

他の取り組みと同じく、出前授業に参加している局員の負担が、最大の課題である。「課

題としては、通常業務との兼ね合いが毎回の懸案」、「通常業務の傍ら活動しているので、開

催する回数に限度があったり、時期の調整が必要」、「機材の準備や大人数が関わる取り組み
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のため、スケジュールなどの調整が難しい」といった回答がみられた。本格的かつ積極的に

取り組むほど部署間の連携や調整が必要になり、通常業務との兼ね合いが難しくなってくる。 

その結果「意義はあるが、この企画にじっくりと取り組んでいるほど余裕はない」、「経営

的課題が優先的に考えられ、ＣＳＲ的な活動は後回しになるきらいがある」という。局内見

学やスタジオ見学と比べて、体力的に余裕のある放送局でなければ、取り組みを継続するこ

と自体が難しいのが現状である。 

課題②：インターナル・コミュニケーション――局内での認知や関心の不足 

「経験した社員の満足度は高い。社員講師の所属職場が偏りがちであり、技術部門の協力

が得られにくい」、「社内でも浸透しきっているとも言えないため、社内で理解を深める努力

をしている」といった回答がみられ、部署間の連携体制が整っている局ばかりではないこと

が明らかになった。 
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2.7 教材制作 

 

本節では、「メディアについて学ぶためのパンフレットやウェブサイトなどの教材」につ

いて集約した結果について述べる。以下は表2-1-2に示した「セクションⅡ」の主な質問項

目のうち、Ⅱ-５、Ⅱ-11、Ⅱ-12の回答を中心に分析したものである。 

過去20年のあいだに、メディアについて学ぶためのパンフレットやウェブサイトなどの教

材を制作したことがあると回答した局は、民放連会員社で43社（約25％）であった。ＮＨＫ

は渋谷放送センターおよび地域放送局１局の計２局であった。局内見学やスタジオ見学 

（→2.3）、あるいは出前授業（→2.6）の参加者のために冊子や映像を制作しているケースが

多いと考えられ、「番組を企画してから放送されるまでの流れが理解できた」、「放送局の仕

組みや番組の制作過程が分かり易い」といった評価が得られたという。 

以下、民放連会員社とＮＨＫの事例をひとつずつ紹介する。 

 

関西テレビ放送「カンテレお仕事ＭＡＰ」 

関西テレビ放送は2015年、出前授業の教材としてテレビ局の仕事を模式的に表した「カンテ

レお仕事ＭＡＰ」を制作した。2018年には社内見学時のパンフレットと併せて再構成し、出

前授業などでも引き続き活用している。また同年には、社内見学の際にメディア・リテラ

シーについて解説するための映像資料を制作した。関西テレビはメディア・リテラシーとい

う概念を次のように捉えているという。 

 

教材を通して、テレビ番組の制作にはどんな仕事があるのか知ってもらい、情報

がどのように加工されて視聴者のもとに届いているのか、考えるきっかけにしてほ

しいと考えています。YouTubeなどのＳＮＳとの違いにも関心をもってもらいたい

です。「メディア・リテラシー」という言葉は、テレビ局社員にとっては、伝えた

い情報を正しく伝えるためにはどうしたらいいのか、ということであり、視聴者に

とっては、伝えられた情報をどう受け止めればいいのか考えることであると考えて

います。つまり、伝え手と受け手の相互理解がメディア・リテラシーといえるで

しょう。 

 

ＮＨＫ「ＮＨＫジュニアブック」 

ＮＨＫ広報局制作部が制作している。1999年から「ＮＨＫジュニアブック」という名称で

メディア・リテラシーに資する冊子として作成。小学校５年生２学期の社会科単元「放送と

私たちのくらし」の副教材として、毎年９月に発行している。冊子は全国地域放送局を通じ

て希望校へ必要部数を送付（冊子無料）。2020年度からはデジタル版も制作している。 



 

－55－ 

2021年度版では、正しい情報を伝えるための放送現場の仕事について解説している。また

「コロナ禍でトイレットペーパーの買いだめはなぜ起きた？」という記事では、ＳＮＳにお

けるメディア・リテラシーに関わる問題なども扱っている。 
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2.8 番組制作 

 

本節では、「メディア・リテラシー、放送倫理などを主題とする番組」について集約した

結果について述べる。以下は表2-1-2に示した「セクションⅡ」の主な質問項目のうち、Ⅱ-

５、Ⅱ-11、Ⅱ-12の回答を中心に分析したものである。 

過去20年のあいだに、メディア・リテラシー、放送倫理などを主題とする番組を制作した

ことがあると回答した局は民放連会員社で34社（約20％）であった。ＮＨＫは渋谷放送セン

ターおよび地域放送局４局の計５局であった（ＮＨＫの学校教育番組については1.2を参照）。 

 

自己批評・自己検証番組 

民放連会員社に関しては、在京キー局と在阪準キー局の多くが番組審議会の内容などを伝

える自己批評・自己検証番組を挙げている。言い換えれば、在京キー局と在阪準キー局の多

くがこれらの番組をメディア・リテラシーという概念と関連づけて制作していることがうか

がえる。 

メディア・リテラシーという観点を強く打ち出しているのは、関西テレビ放送の「カンテ

レ通信」である。「カンテレＥＹＥ」というコーナーでは、番組の制作方法やそれに携わる

スタッフの仕事ぶりの紹介などを通じて、メディア・リテラシー啓発に努めているという。 

また毎日放送の「ＭＢＳマンスリーリポート」では、ニュースが放送されるまでの密着取

材など、番組制作を陰で支えるスタッフの仕事ぶりにスポットを当てた特集ＶＴＲなどを放

送してきた。「出張授業を開始してからは、この番組の特集ＶＴＲを授業で活用しているこ

ともあり、児童・生徒に見せる教材としても相応しい内容の放送に努めている」という。特

集ＶＴＲの制作に力を入れていることが、社内での高い評価につながっている。「リメイク

したものを採用ホームページや動画配信サイトなどでも公開しているほか、2021年度は学校

等に配布することも想定してリモート社内見学が出来るビデオを作成するなど、マルチユー

ス化に努めている」という。 

それに対して、ＴＢＳテレビの「ＴＢＳレビュー」は自己検証番組であると同時に、自社

の番組や技術、放送以外の取り組みについても取り上げている。問題があったときは検証番

組としての役割を果たすが、そうしたときでも社内各所はおおむね協力的だという。2020年

からは、社内ウェブサイトで過去の方法を閲覧できるようにした。見逃しても確認できるよ

うになったほか、番組の周知にもつながっていると考えている。 

またテレビ朝日の「はい！テレビ朝日です」も社内サイトに過去の放送を公開しているが、

「良いところも改善すべきところも包み隠さず放送していることが、視聴者の信頼を得てい

ると感じている」とともに、「自己批評および自己検証番組として局内でも認識されており、

その役割は十分に果たしていると感じている」という。ウェブサイトを活用して局内外に積

極的に公開することが、良い効果をもたらしている事例が多いようである。  
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青少年による番組制作 

日本民間放送連盟のメディアリテラシー実践プロジェクト（→1.3）の助成を受けた局は、

その成果を番組として放送することが義務づけられていたため、その一部の事例が回答には

含まれていた。 

また複数の民放連会員社のラジオ局からは、番組制作体験（→2.4）をより本格化した取

り組みとして、高校生や大学生が自ら実際に放送される番組全体の企画や制作をおこない、

メディア・リテラシーを体験的に育成する事例が寄せられている。テレビよりも番組制作体

験の敷居が低いことが、ラジオの強みであることは言うまでもない。 

たとえば東海ラジオ放送の「高校ラジオクラブ」は、「高校生が作るラジオ番組」として

高校生が自ら企画、制作、パーソナリティを務めている。番組および公式サイト内「高校生

×ラジオ R15」で参加者および企画を募集し、本社スタジオで毎月１回、収録をおこなって

いる。2004年から2010年までは毎月１〜２回の放送だったが、2014年以降は毎週放送をおこ

なっている。これまでにトーク、ＤＪ、お笑い、クイズ、朗読、ラジオドラマなどが制作さ

れ、収録の合間には生放送中の番組見学、スタジオやレコード室などの施設見学もおこなっ

ているという。2020年以降は新型コロナウイルス感染拡大を考慮して、スタジオと参加者宅

などをつないだリモート収録にも対応している。 

「高校生たちにとって初めてのラジオ体験ということもあり、おおむね好評で満足しても

らっています。近年ではＳＮＳや動画サイトなど自分で発信できるメディアが増えています

が、自らの肉声で電波に乗せて伝えるということに特別な思いを抱いている印象を受けるこ

とが多くなりました」という手応えがある反面、参加者の確保に課題がある。「ラジオ好き

以外にも裾野を広げるためＳＮＳの活用（2020年Twitter開始）などで訴求して」いきたい

という。 

それに対して、ＮＨＫの地域放送局からは「使えるテレビ ザ・ディレクソン」が挙げら

れている。一般応募から選ばれた県内の視聴者が番組ディレクターになり、企画のアイデア

出しやグループディスカッションをおこなう。各グループによるプレゼンテーションを経て、

番組化するアイデアを決定する。その後、番組を制作するのはＮＨＫだが、参加者には多く

の青少年が含まれていて、番組制作のプロセスを学ぶことができる。この番組は局員にとっ

ても新鮮な経験だったという。 

 

職員参加者からも「視聴者と一緒に番組を考えることはないため新鮮な経験だっ

た。」「普段は取材する側なので、どう質問したら相手が答えてくれるのかという視

点で考えるが、ディレクソンは、自分が参加者から質問されるので新鮮な経験だっ

た。」という感想があった。 
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その他 

1994年の松本サリン事件を契機として、「報道被害」を繰り返さないために事件報道の検

証番組やメディア・リテラシー活動をテーマにした番組を、2000年代初頭まで相次いで制作

してきたという回答もあった。 

しかし、残念ながら10年以上前に制作された番組については、その多くが詳細不明のよう

である。今後、放送アーカイヴが整備されていくことが望まれる。 

 

 




