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第３章 ケーススタディ ―実践者の声に学ぶ 

 

本章では、アンケート調査の結果などを踏まえて特徴的な取り組みをおこなっている民放

連会員社６社に焦点をあて、それぞれの活動の詳細に加えて、その背景や目的、実施体制な

どを紹介する。実践の過程で直面した課題をこれまでどのように克服してきたのか、これま

での活動を経て現在どのような課題や展望を抱いているのか、担当者に詳しく話をうかがっ

た。 

 

3.1 広報局お客様フロント部の展望 －テレビ朝日 

 

2003年に始まったテレビ朝日の局内見学は、のべ6,000件以上の実施実績があり、のべ５万

4,000人以上が参加している（2021年３月現在）。局内見学の主な対象者は小学校５年生〜大

学院生、および交換留学生である。 

また2005年に始まった出前授業は、のべ1,300件以上の実施実績があり、のべ13万4,000人

以上が参加している（2021年３月現在）。出前授業の主な対象者は小学校５年生〜大学生、

および専門学校生である。 

さらに2008年に始まった「テレ朝出前講座」（以下、出前講座）では自治体や地域団体から

の依頼を受け、児童から高齢者までを対象にメディアやコミュニケーションに関する講座や

ワークショップなどをおこなっている。のべ170件以上の実施実績があり、のべ１万1,000人

以上が参加している（2021年３月現在）。 

これらの取り組みを主催しているのが、2009年に設置された「広報局お客様フロント部」

である。そこで部長の田中義樹氏に詳しく話を聞いた（2021年12月９日、Zoomによるインタ

ビュー。肩書は取材当時。聞き手は飯田豊）。 

 

局内見学と出前授業の実績 

局内見学は所定の受付電話番号に連絡の上、事前予約が必要となっている。生放送中のス

タジオ、サブ、美術セットなどを専門ガイドが案内するもので、所要時間は約75〜90分程度。

館内ガイドは３名の派遣スタッフが交代で担当している。 

テレビ番組の制作現場を直接見てもらうことはメディアへの理解を深めることに役立って

いる一方、番組制作者にとっては視聴者からの意見を直接うかがうことができる貴重な機会

でもある。 

出前授業もまた局内見学と同様、所定の受付電話番号に連絡の上、事前予約が必要となって

いる。１件当たりの参加者は依頼元の学校の規模により20人単位の場合もあれば、大学など

は200～300人規模のこともある。局員が学校まで出向いて青少年と直接会話を交わすことで、
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メディアへの理解を深めることに大いに役立っている。 

しかし、課題もある。テレビを日常的に視聴する若者が年々減りつつあるなかで、テレビ

に関する話だけではなく、ＳＮＳや動画配信などを含めたメディア全体の役割を伝えるもの

にしていかなければならないと感じている。 

 

依頼者の要望に寄り添う「テレ朝出前講座」 

１件当たりの参加者は依頼元の規模により、50〜100名程度。局員が地域の公民館やホー

ルに出向き、視聴者と直接会話を交わすことでメディアへの理解を深めることに大いに役

立っている。「こういったことをやりましょうと押し付けるのではなくて、先方の要望にわ

れわれが応じていくというのが、基本的なやり方です」。 

近年は「コミュニケーション」に関する依頼が多い。同世代の他者とのコミュニケーション

を円滑にしたいという要望もあれば、異世代とのコミュニケーションが主題ということもあ

る。たとえば初対面の参加者同士でペアを組んでもらい、お互いを取材してもらう。取材と

いっても５分程度の雑談で、会話するなかで相手の良いところをみつけて１分以内で紹介し

てもらうようなワークショップをすると、和気あいあいとした講座になるという。紹介をお

こなう際に、記者やアナウンサーの経験がある局員が伝え方や話し方のテクニックをレク

チャーすることで、世代を問わず関心を持ってもらうことができる。 

また、「地域の魅力を再発見したい」という相談も多い。その場合「地域の魅力を伝える

ミニ番組を考えてください」というお題を出すが、出前講座の過程で取材をおこなうことは

難しいので５〜６名のグループ単位で話し合いをしてもらい、フリップ５枚くらいで発表を

してもらう。たとえば、あるグループには「地域の名産を紹介する番組をつくると思ってく

ださい」と言い、別のグループには「地域の有名人を紹介する番組をつくると思ってくださ

い」というテーマを設定する。自分の住んでいる地域の豊かさを再発見でき、お互いに発表

し合うことで新しい知識や情報を得ることもできるので、評判が良いという。 

以上のように、必ずしも「放送」や「テレビ」を主題とした講座をおこなうとは限らず、

局員の専門性をあくまでコミュニケーションの手段として活用することもあり得る。先方の

要望を把握するために事前にメールや電話での丁寧なやり取りが必要になるが、「何回か

キャッチボールをさせていただいて、この方が困っているのはこういうことだなということ

がつかめてくると、あとはトントン拍子に話が進みます」と田中氏。 

 

思ったほど「テレビ離れ」していない 

課題については、学校でおこなう出前授業と同様である。テレビに対する興味のベクトル

が世代によって大きく異なっていて、青少年と中高年の双方に納得してもらえる講座を実施

することが年々難しくなっているという。 
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「日々感じるのは、ご年配の方々は家で楽しむ娯楽の中心にテレビがあるんですね。

それに加えて、テレビが伝えることやテレビを通じて知ることは正しい、と信頼し

てくださっている傾向が強いです。小学生くらいまでの小さなお子さんも比較的、

家の中の娯楽の中心に近いところにテレビがあります。明確に変わってくるのが、

中学生から大学生あたりです。とくに高校生や大学生くらいの方と接するときに感

じるのはテレビに疑いの目を持っていて、たとえば報道に政治的な圧力はあるのだ

ろうか、ドラマのキャスティングにプロダクションへの忖度が働いているんじゃな

いか、バラエティーのドッキリでも本当は台本があるんじゃないか……といった具

合に、ネットでいろいろ書かれているようなことも踏まえてテレビを懐疑的に見て

いるという傾向が強く、質疑応答の際にこうした質問が出ます。ただ面白いと思っ

ているのは、『テレビ離れ』というほど冷めてはいなくて、懐疑的に見ながらも何

か引っかかりをみつけようとか、このドラマはもっとグローバルに展開したら面白

いんじゃないかとか、テレビに対して前向きな関心を持ってくれているようです」 

 

したがって、参加者の構成によって心持ちを変えて臨まなければならない。こうした感触

を踏まえて、2021年の９月頃から新しい取り組みも始めている。 

 

「Ｚ世代は本当にテレビを見ていないのか、本当に興味がないのかという情報を

足で稼いでみようと思っていまして、いろいろな大学の授業やゼミに頻繁にお邪魔

してヒアリングをおこない、そこからテレビとＺ世代の新しい関係性を生むことが

できないかなと思っています。そのためのツールが既存の出前授業なのか、それと

も新しくワークショップやシンポジウムのようなものを立ち上げたほうがいいのか、

立ち上げの準備をしているという感じです」 

 

コロナ禍における変革 

2020年４月以降は新型コロナウイルス感染拡大予防措置のため、局内見学を休止している。

2020〜21年度にかけては館内の様子を収録した映像を月に１本、公式YouTubeチャンネルで

公開し、局内見学を疑似体験してもらっている（図3-1-1）。 

 

「休止していても埒が明かないのでここから大きな変革をしよう、と部内に呼び

かけました。対面での見学だと、ドラマやバラエティーの現場にお邪魔することは

なかなかハードルが高かったのですが、事前収録であれば「ドクターＸ」の手術

シーンであったり、「ミラクル９」であったり、どんどんカメラが入ることができ

ます。」  
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それに加えて月に１回、オンライン局内見学もリアルタイムで実施している。学校とスタ

ジオをZoomなどで接続し、館内ガイドがスタジオやサブなどを案内したうえで、質疑応答を

おこなう。「現地の観光ガイドと中継をつなぐ、オンライン旅行のようなものです」。 

 

図3-1-1 テレビ朝日 館内見学のウェブページ 

https://www.tv-asahi.co.jp/teleasa/kengaku/ 

（2022年１月17日現在） 

 

田中氏は今後も局内見学の再開を目指しつつも関東広域圏にはテレビ朝日まで足を運ぶこ

とが難しい学校も多いため、オンラインの取り組みも併用していきたいと考えている。 

また、出前授業や出前講座についてもオンライン形式を併用している。2021年12月時点で

派遣を再開しており、出前講座についてはコロナ禍前よりも依頼が増えているという。 

 

恥ずかしがらずに、積極的なアピールを 

いずれの取り組みも他部署の協力があってこそ成り立つものであり、連携はとてもうまく

いっている。出前授業や出前講座には、ドラマやバラエティー番組のプロデューサーやディ
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レクターが登壇する機会も多々あり、広報・自己批評番組「はい！テレビ朝日です」のなか

で紹介することがある。 

 

「テレビ局の営みとして、番組をつくる、視聴率をとる、営業で収益をあげる、

あるいはジャーナリストとしてきちんとした報道をする……といったことに比べる

と地味といえば地味ですよね。放っておくと局内で埋没してしまう。だから恥ずか

しからずに局内できちんとアピールすることが、まずは大事だと思っています」 

 

田中氏は番組制作や宣伝などを歴任してきた経験を踏まえて、「どんなに良い番組をつ

くっても、ちゃんと宣伝しないと見てもらえないんですよね」といい、局内見学や出前授業

も同じではないかと指摘する。一生懸命ブログにアップしてもブログ自体が知られていなけ

れば意味がない。他局に対するアドバイスとして、次のように語ってくれた。 

 

「社内にイントラがあれば、「またですか」と言われるくらいどんどんネタを出し

てアピールしたり、嫌がられるくらい貼り紙をつくって「こんなことしました」、

「見てください」、「参加してください」ということをがむしゃらに伝えたり……恥

ずかしいですが、恥ずかしがらずにやったほうがいいと思います。」 

 

田中氏は、また部内だけで回そうとせずに、あちこち声をかけて巻き込んだほうがいいと

指摘する。誰かを巻き込もうとすると、その上司に「ちょっと借りますよ」と連絡をしなけ

ればならなくなるし、他者を巻き込んでいく過程で社内の認知度が上がるような気がすると

いう。 

 

「あともうひとつ付け加えると、こういった活動こそテレビ局ができるＳＤＧｓの

ひとつだと思うんです。ＳＤＧｓの文脈で活動を構築しなおせば、社内外の関心や

理解を得やすいのではないかと思います」 
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3.2 ＳＤＧｓ推進と連動した取り組み －北海道テレビ放送 

 

北海道テレビ放送では「局内見学・職業講話」、「ＨＴＢスタジオ見学会・アナウンサー体

験・スタジオカメラマン体験」などを実施している。これらの取り組みは、いずれも社長室

を中心に運営している。 

「局内見学・職業講話」は小学生から大学生まで、職業見学あるいは一日インターンシッ

プとして、依頼の内容に応じてその都度カスタマイズしたオリジナルプログラムを提供して

いる。2020年度は新型コロナウイルスの感染拡大にともない、中学生に対してZoomを利用し

たオンラインの職業講話を開催した。 

「ＨＴＢスタジオ見学会・アナウンサー体験・スタジオカメラマン体験」は、自社イベン

トや札幌市のイベントに協力するということで不定期に実施している。毎年８月には来社す

る児童とその保護者に対して、体験プログラムを提供している。 

 

「職業観の涵養」に立脚した局内見学・職業講話 

局内見学・職業講話のプログラムについて、社長室兼ＳＤＧｓ推進委員会事務局の四宮康

雅氏に詳しく話を聞いた（2021年11月４日、メールによるインタビュー。肩書は取材当時。

聞き手は飯田豊）。 

 

「弊社では小・中学生の『職業体験』は積極的に受け入れることにしています。

メディア・リテラシーの観点というよりも、地域の子どもたちの社会的成長に貢献

したいという地域メディアとしてのミッションがあり、広く言えばＳＤＧｓにも通じ

ていると考えています。担当の先生ではなく、代表の児童や生徒が直接受け入れの

電話をかけてこられますし、中学校の場合、生徒だけで先生が引率されないケース

もあります」 

 

どういうプログラムを提供するかは局に任されているが、単なるスタジオ見学やアナウン

サー体験で終わらないよう、職業体験の主眼である「職業観の涵養」という観点に立って、

以下のようなプログラムを提供している。 

 

① 社内見学（エントランス、マルチスペース、スタジオ、副調整室、美術室など。

社長室の担当者がレクチャー） 

② 夕方ニュースに向けて、報道デスク、スポーツ部デスク、各番組班、気象予報士

らの立ち合い見学（報道情報局報道部が担当、社長室の担当者がレクチャー） 
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③ 報道ニュースカメラマン体験、編集体験（技術局映像コンテンツ部が担当、カメ

ラデスクがレクチャー） 

④ ローカル昼ニュース、天気予報の本番見学（報道部長がレクチャー） 

⑤ 本番終了後、報道マスターカット訓練の見学（報道部長がレクチャー） 

⑥ （昼食をはさんで）夕方の情報番組「イチオシ!!」のオールスタッフ打ち合わせ見

学（番組プロデューサーがレクチャー) 

⑦ 番組ＭＣ（アナウンサー）と対話（職業講話） 

⑧ マスター見学（技術局技術部が担当、マスター担当者がレクチャー)  

 

①〜⑧がフルスペックであり、これらのいくつかを組み合わせて局内見学・職業講話を構

成している。第２章ではアンケート調査の結果にもとづいて、局内見学とスタジオ見学の構

成について考察をおこなったが（→2.3）、北海道テレビ放送はその大部分を網羅しているこ

とが分かる。 

 

社会参加意識が高いＺ世代 

参加した児童たちは、後日学校で発表会をおこなっており、プレゼン資料を送ってもらっ

たり、お礼の手紙をいただいたりしている。児童や生徒たちは視聴者であると同時に、地域

の生活者でもある。四宮氏によれば、局員が気づきを得ることも多いという。 

 

「６年制の公立中等教育学校の３〜４年生の女子生徒４名を受け入れた際、テレ

ビ局における女性の働き方やキャリア形成についての事前質問があり、女性の総務

人事部長が担当しました。社員および管理職における女性比率、産休育休制度、マ

スメディアとしては朝日新聞社に次いで２番目となる『イクボス宣言』、女性活躍

推進に関する取り組みが評価され、地上波テレビ局として初めて『えるぼし』認定

を受けたことなど、弊社が先進的に取り組んできたワークライフバランスと働き方

改革について説明しました。ですが、生徒たちはあらかじめ調べていたようで、

『女性の比率を増やすためにどんな施策を考えているか』、『女性の管理職が少ない

理由はなぜか』、さらには『将来ＬＧＢＴＱの人が入社したらどのような対応を考

えているか』、『ＳＤＧｓの５番目の目標であるジェンダー平等について、社内セミ

ナーの実施など、どのような周知を図っているか』など、矢継ぎ早に質問が出てと

ても驚きました。私たちより高い社会参加意識を持っていることが非常に印象的で

したし、彼女たち――いわゆるＺ世代――に果たしてテレビは必要とされるだろう

か、就職先としてテレビ局を選択肢にしてくれるだろうかと考えさせられました。」 
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社内横断的な運営体制 

既に述べたようにこうした取り組みは現在、社長室室長および室員が中心となって運営

している。それに加えて、総務局総務人事部、報道情報局報道部、報道情報局社会情報部、

編成局アナウンス部、技術局映像コンテンツ部、技術局技術部に所属する局員が参加してい

る(22）。 

 

「本社構内入館のためのＩＤカード一つにしても、総務局や警備担当部署の協力

が必要です。大人数ですと集団の先頭と終わりに担当者をつけて迷子にならないよ

う気を配ります。トイレなどありますと、ひとりが張り付かなければなりません。

荷物を置く施錠できるスペースも必要です。現場では各部署の局員が連携して、子

どもたちにプログラムを提供しています。担当者はタイムキーピングも大変ですが、

好奇心を持っていて、私たちが思いもしない質問を積極的にしてくれて、アナウン

サーに会って歓声が沸いたりすると子どもたちの楽しそうな姿にやりがいを感じて

います。各部署とも積極的に関わってくれていますが、事前には入念な打ち合わせ

をおこなっています。普段見ているテレビの向こう側にどのような仕事があり、働

いている人たちは自らの仕事をどのように考えているのか。それを知ってもらって、

働くことについて考えてもらいたいと毎回工夫を凝らしています」 

 

外部スタッフなどは起用しておらず、局員以外は関わっていない。通常業務をこなしなが

らの参加になるが現在、各部署が積極的にコミットできている理由について、四宮氏は次の

ように分析している。 

 

「テレビ局に限ったことではありませんが、業務は往々にして縦割りになってい

て、なかなか横軸連携をすることは少ないように思います。他部署が何をしている

か、番組班であればルーティンとしてどのような業務の流れがあるのかなど会議報

告だけではわからない事柄も多いので、普段からアンテナを立て、現場と話がしや

すい環境をつくっておくことが大切だと思います。」 

 

なお取り組みの状況だが、積極的に社内広報をおこなっている（「ｏｎちゃんＮＥＷＳ」

の発行・掲示）。 

  

 
(22) 2022年３月現在の部署名を記載している。 
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オンライン配信の手応え 

新型コロナウイルスの感染拡大にともない、2020年以降、局内見学は開催できていないが、

職業講話はオンラインで実施している。たとえば2020年２月、テレビやメディアの仕事に興

味がある道南の中学２年生４名に対して、Zoomを使って職業講話をおこなった。職業体験を

担当する先生から“飛び込み”で依頼を受けたもので、事前にいただいた質問に、夕方の情

報番組でＭＣを担当している女性アナウンサーが回答する形式で実施した。アナウンサーか

らは「自分の興味を深めようとする皆さんの姿勢が素晴らしいです。夢は具体的に描けば描

くほど近づくと思います」という応援メッセージを伝えた。 

こうした取り組みから得られた手応えについて、四宮氏は次のように述べている。 

 

「コロナ禍により教育現場ではさまざまなことが制約されているなかで現場の言

葉を届けることができたのは、地域メディアとしてとても意味のあることだと感じ

ました。リアルで職業体験などの実施再開が見通せないなか、ニーズがあれば今後

も積極的に応えてまいりたいと思います」 

 

また札幌市では2003年から夏休み中に、文化施設や公共施設などを夜間開放する「カル

チャーナイト」というイベントが開催されているが、これには初回から参加している。2020

〜21年度は通常の開催を見送って、オンラインコンテンツを提供することになった。2020年

はアナウンサーが社内を案内した映像や、正しい手洗いを教える動画を提供した。2021年は

東日本大震災から丸10年の節目の年だったため、３月にＨＴＢ公式YouTubeチャンネルで

「ＨＴＢ北海道のチカラ 今、私たちにできること――3.11とともに歩む」をオンライン配

信したほか、絵本２冊の読み聞かせ動画を提供した。１冊は実話をもとにした絵本で、うさ

作・絵『ぼくは海になった――東日本大震災で消えた小さな命の物語』（くもん出版、2014

年）。もう一冊は、国崎信江作・Ｍｅｇ絵『ぐらぐらゆれたら だんごむし！（おやこでまな

ぼう！ 防災しかけ絵本）』（東京書店、2018年）で、地震から子どもを守る防災教育の教材

である。2021年11月現在、１万5,000人を超える方々に視聴していただいているという。四

宮氏は次のように評価する。 

 

「『子どもと防災』をテーマにした配信コンテンツを発信できたことは良かったと

思います。感染状況が見通せないなか、危機管理を一気に緩めるわけにもいかず、

また局舎管理上も大勢のお客様を受け入れる態勢を構築することが難しいため、見

学や体験の再開はその都度の判断になると考えています」 
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取材を終えて ーＳＤＧｓとメディア・リテラシー 

テレビ朝日お客様フロント部長の田中義樹氏もＳＤＧｓへの言及があったが（→3.1）、 

局内見学をＳＤＧｓ推進と意識的に結びつけているのが、北海道テレビ放送の特色である 

（図3-2-1）。 

 

図3-2-1 「ＨＴＢのサステナビリティ/ＳＤＧｓ活動」のページに、 

職業教育などの取り組みが紹介されている 

https://www.htb.co.jp/htb/shisei/sdgs.html 

（2022年１月17日現在） 

 

そもそもＳＤＧｓとメディア・リテラシーには深い関わりがある(23)。というのも、ＳＤＧｓ

の第４目標「質の高い教育をみんなに（Quality education）」は、ユネスコを実施機関とし

て2014年まで推進されてきた「国連持続可能な開発のための教育の10年」を継承している。

その一方でユネスコは、2011年以降「メディア情報リテラシー（Media and Information 

Literacy）」の教育プログラムを世界的に普及させるための運動に取り組んでいて、ＳＤＧｓ

の第４目標のみならず、第16目標「平和と公正をすべての人に（Peace, justice and strong 

institutions）」とも符合している。メディア・リテラシーや情報リテラシーは社会的対話

の拡大に寄与し、平和や民主主義の土台になるためである。企業に期待されるＳＤＧｓ推進

には、メディアに対する理解、あるいは批判的思考を備えた市民の育成も含まれている。 

 

  

 
(23) 坂本旬「持続可能な開発のための教育へのメディア情報リテラシー教育導入をめぐる理論的および実践的課

題の検討」『法政大学キャリアデザイン学部紀要』（13巻、2016年）などを参照。 



 

－69－ 

3.3 「夏休みテレビジャック」10 年の成果 －鹿児島テレビ放送 

 

鹿児島テレビ放送の「夏休みテレビジャック」は2009年度、民放連の「メディアリテラ

シー実践プロジェクト」（→1.3）に採択されたことをきっかけに始まり、それから10年、

2018年度まで継続した取り組みである。毎年７月から８月に実施され、中学生と高校生あわ

せて約10〜20名が参加。グループに分かれて、提示されたお題に沿って３分間のミニ番組を

制作した。企画から取材、編集までを手掛ける番組制作の体験活動である。そして2019年３

月23日には、10年に及んだ活動を振り返る特別番組「KTS TV JACK 2009-2018 子どもと創る

テレビのミライ」を放送した。 

そこで「夏休みテレビジャック」10年間の成果について、実施責任者の下本地章人氏（編

成業務局長）と、10年間の活動すべてに携わった岡村隆史氏（経営戦略室）に詳しく話を聞

いた（2020年10月29日、Zoomによるインタビュー。肩書は取材当時。聞き手は飯田豊）。 

 

公募型で短期集中 

民放連の「メディアリテラシー実践プロジェクト」に応募する際、この取り組みを開局40

周年の企画に位置づけていた一方、当初から局内では継続していかなければ意味がないとい

う考えが強かった。民放連の助成金も１年限りで、しかも周年事業としておこなうことにな

ると単年度で終わってしまう恐れがあった。翌年以降、活動を継続していくための社内的な

説得力を高めるために、広報活動としての意義を強く打ち出すことになった。 

「メディアリテラシー実践プロジェクト」の報告書に目を通すと、週末に子どもたちを集

めて、数ヶ月から半年くらいかけて番組制作体験を実践するという先行事例が多かった。し

かし局内では、たぶんそれでは長続きしないだろうという共通認識があった。広報活動であ

るからには、広くあまねく募集をかけ、その中から参加者を選抜することが自然な流れで、

それでは長期の取り組みは難しい。局員の負担という観点からも短期集中でなければ実現で

きないと考え、夏休みの開催にこだわって、とにかく継続していくために頑張ろうというこ

とになった。 

プロジェクトには2008年度に初めて応募し、不採択になった。このときも含めて、最初の

頃は「短期集中の取り組みでは意味がないのではないか」「メディア・リテラシー育成の効

果があるものにできるのか」という厳しい指摘を受けたことが記憶に残っているという。そ

れでも公募型で短期集中の取り組みこそが、広報という観点からも放送局のファンを増やす

という観点からも重要であると考えた。 

もっとも10年間の活動の後半にさしかかると、参加者の確保に苦戦することもあり、日程の

都合がつかない生徒などをのぞけば、応募者のほとんど全員に参加してもらっていたという。

「みなさんそれぞれ思いがあって応募してくれているので、応募動機を理由に落とすことは
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していないです」（下本地氏）。「時代の変化を感じたこともありました。今の中学生や高校

生は夏休みも忙しいですね。高校生は補習があったり、中学生も塾や部活があったりして、

夏休みのうち６〜７日くらいの日数でも確実に来てもらうのはハードルが高いという実感を

抱いていたところです」（岡村氏）。「YouTuberになりたい」という応募動機の高校生がいた

ことからも時代の変化を感じたという。 

また、初回からずっと、応募者および参加者の性別は圧倒的に女子生徒が多く、男子生徒

は１～２名しか応募がないという年が常態化していたが、その理由は分からない。初年度は

中学生と高校生を別々のグループにしていたが、２年目以降はパワーバランスを重視して混

成グループとした。 

 

運営方針の変化 

当初ミニ番組のお題は「元気」といった抽象的な概念だったが、次第に「水族館」「動物

園」「天文館」といった具体的な場所に変わっていった。その経緯を岡村氏は次のように振

り返る。 

 

「最初の頃は、どちらかというと子どもたちに対する大人の過信がありました。

中学生や高校生たちは大人にはない何か大きな発想を持っているんじゃないか、大

人が気づかないようなことを何か出してくれるんじゃないか……そういうことを期

待して、『元気』のような観念的な言葉をテーマに掲げてみたのです。しかし子ど

もたちは、大人だったら当たり前に持っている地域に関する情報を持っていない。

テレビ番組を作るためには企画や発想だけではなく、実際にどこに取材に行ってこ

ういうことを聞いてこよう、こういうことをやってみようという段取りが組めない

と取材が成立しないのです。そのために必要な情報を、子どもたちは持っていませ

ん。やっぱりこれは無理だと数年のあいだに気づきました。そこで具体的なテーマ

を与えて、その中で番組づくりのきっかけを探し出してもらおうと考えました。短

期集中ということもあるので、たとえば『水族館』というテーマにすれば、企画が

思い浮かばなくてもまずはロケハンに行ってみようというきっかけを作ってあげる

ことで、現地でものごとを見聞きして、じゃあこれを取り上げてみようというふう

にステップを踏むことができます。途中からはこのやり方が主流になりました」 

 

こうした理由に加えて、運営メンバーの人数が限られている中で参加者の安全配慮義務と

いう観点からも、安全が保証されている場所に参加者を集めることができるという利点も

あった。10年間の活動を通じて運営者に求められる安全配慮は次第に強まり、責任感も高

まってきた。９年目のテーマは「動物園」だったが夏休み中の取り組みのため、熱中症に対
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する懸念があった。10年目を「水族館」にしたのは猛暑が続いていたこともあって、参加者

の体調を考慮し、涼しく安全に過ごすことができる場所を選んだという。 

中高生が制作したミニ番組は、情報系の帯番組の中で紹介した。毎年夏休みの終盤に20分

程度の特集を組み、中高生にも生出演をしてもらって活動報告をおこなった。初期はこれを

番組審議会の審議対象とし、非常に高い評価を得ることができた。岡村氏は次のように振り

返る。 

 

「子どもたちが夏休みに短期集中で、自分たちの力で番組をこうやって完成させ

ました、という成功体験を放送では伝えています。『苦楽しい（くるたのしい）』っ

ていう、苦しいけど楽しいみたいな感覚があって、完成したときの解放感や達成感

に焦点をあてていました。」 

 

「メディア・リテラシー」へのこだわり 

民放連の助成は１年限りだったが、鹿児島テレビ放送は「メディアリテラシー実践プロ

ジェクト」という名称を、10年間継続して用いた。岡村氏は次のように振り返る。 

 

「メディア・リテラシーという言葉は多面的だと思っています。時代の変遷とと

もに言葉の捉え方も変わっているんだろうなと思いますが、最初から最後まで『情

報を読み解く力』という言い方をしていた記憶があります。けれど実際には、その

説明で中学生や高校生が腑に落ちるかというと、そうはなっていない可能性が高い

と思っています。たとえば水族館で同じような取材をしても、切り取り方や捉え方

の違いによってまったく異なる番組になるんですね。『同じ情報を得たとしても 

そこから導き出される違いが存在する』ということを自覚してもらうというか実践

してもらって、知ってもらって、そこから「日々のニュースもそういう見方をしよ

う」という説明の仕方をしていることがここ数年のパターンです」 

 

５年の活動を終えた時点で、過去の参加者のうち、住所が分かっている全員に対して、振

り返りのアンケート調査をおこなった。参加者本人と保護者それぞれに対して、その後の進

路や活動の感想などを改めて尋ね、調査の結果を番組として放送した。高校から高等専門学

校に編入するなど、その後の人生が大きく変わった参加者までいることが分かり、５年間の

活動に大きな手応えを感じた。 
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教育的な視点を担保するために 

初期の段階で、鹿児島大学の金子満准教授に「顧問」として参加してもらうことをお願い

した。岡村氏はその経緯を次のように振り返る。 

 

「メディア・リテラシーという枠組みですが、中高生を集めてくるので教育的視

点の強いイベントだなと、１～２年目を終えた頃に強く思いました。子どもたちを

短期間でも預かるからには、教育的にしっかりとした向き合い方をしないといけな

い。テレビ局側の道理で、イベントの中で無責任に子どもたちを振り回すのではな

く、教育的な視点でちゃんと子どもたちのためになる、子どもたちにプラスになる

ようにしたいと思った時に、当時、教育学部に金子先生がいらっしゃったこともあ

り、地域社会教育を専攻していらっしゃる先生でもあったので、子どもたちへの向

き合い方について積極的に相談できました。当時、私は独身で子どもを育てたこと

もなく、プロジェクトに参加した人間のほとんどが、育児経験がないという状況で

したのでとても頼りにしていました。」 

 

東海大学の水島久光教授(24)も「夏のライフワーク」と言って、毎年のように手弁当で参加

してくれた。相談できる相手がいるという環境を整えることができたのは、プロジェクトの

メンバーにとって得るものが大きく、安心感にもつながった。 

また、金子准教授や水島教授に社長と懇談をしてもらうなど、放送局がメディア・リテラ

シー活動に取り組む意義を上層部に認識してもらい、理解を得ることにつながった。途中で

担当者が変わって実施が危ぶまれた年もあったが、そのときは役員の方が心配してくれて、

できない理由を尋ねられるということもあったという。 

また過去にこの企画に参加した経験を持つ大学生もサポート役として参加した。とくに鹿

児島大学からは、複数の学生の協力を得ていた。その結果、参加した中高生はさまざまな視

点にもとづく意見や助言を聞く機会が得られた。さらにサポート役の大学生にとっても、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ができる点でも意義がある。 

 

10年間を振り返って 

「夏休みテレビジャック」は、編成業務局の局長を実施責任者とする社内横断的なプロ

ジェクトで、約10名の局員が運営にあたった。社内の主要部署ごとになるべくひとり担当者

を決め、プロジェクトを担ってもらうことを続けてきた。 

下本地氏は「熱いんですよ、岡村は。メディア・リテラシーの活動に関して思いがすごく

 
(24) 2008年４月から2014年３月まで、ＢＰＯ放送倫理検証委員会の委員を務めた。 
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強くて、少ないですがそういう人間が熱く考えてくれたので、ここまで継続できたんじゃな

いかな」という。それに対して岡村氏は、「他局の話を聞いていると、活動の中心にいた方

が人事異動によってその活動から離れるとともに収束していく、ともしびが消えていくよう

なことがあるのが実態です」、と局内でメディア・リテラシーの取り組みを定着させること

の難しさを指摘する。 

このプロジェクトに対する局内の捉え方には温度差があったものの、「プロジェクトに関

わった人は皆、参加してみたら気持ちがポジティブになり、改めてテレビ局員として頑張っ

ていこうと思えるきっかけになるようなイベントだということに気付いたと、前向きに捉え

てくれました」（岡村氏）。 
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3.4 助成事業を積極的に活用 －山口放送 

 

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年度からは毎年、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（新型コロナウイルスの感染拡大にともない、2020年度は事業自体が中止）。前

者は主として中学生と高校生が対象、後者は小学生が対象であり、ほぼ毎年ふたつの取り組

みを並行して実施している。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。 

いずれの事業についても、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いる。編成業務局テレビ編成部長の藤村剛氏、報道制作局テレビ

制作部長の徳永謙太郎氏、同じくテレビ制作部の田村康夫氏の３名に詳しく話を聞いた

（2021年11月24日、Zoomによるインタビュー。肩書は取材当時。聞き手は飯田豊、松村菜摘

子、中村介）。 

 

メディア・リテラシーとの出会い 

2005年１月７、８日の２日間、山口情報芸術センター（ＹＣＡＭ）で「送り手と受け手の

対話ワークショップ」が開催された（→1.4）。民放連と東京大学大学院情報学環メルプロ

ジェクトの共同研究として構想されたもので、このワークショップが山口で開かれた2005年

が、山口放送にとって「メディア・リテラシー元年」になった、と徳永氏は振り返る。 

 

「当時の社長が僕のところに来て、メディア・リテラシーをやるように言ってき

ました。どうしたらいいだろうと考える中で、まずはやっぱり仲間が要るだろうと

思いました。僕はテレビ制作部のディレクターでしたが、制作部の人間だけでやる

ことに違和感というか、無理があるんじゃないかと個人的に思ったのです。そこで、

当時うちの会社では画期的なことだったのですが、いわゆる管理職ではなく、管理

業務に就いていない割と若い人間を社内横断的に集めて、やってみたらどうだろう

かという提案をさせてもらいました」 

 

徳永氏の提案が認められ、人選も任されることになって、部署横断のプロジェクトが始

まった。 
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まず2007年度の民放連メディアリテラシー実践プロジェクトに採択され、「熱血テレビＳＰ

プロジェクト ～中・高校生３組がテレビ番組制作に挑戦〜」を実施した（図3-4-1）。 

 

図3-4-1 ＫＲＹメディアリテラシー実践プロジェクト 2007年度実践のウェブサイト 

https://kry.co.jp/other/media/2007/ 

 

2008年度の「親子でラジオディレクター 〜家族で番組作りに挑戦！」（図3-4-2）、2009年

度の「高校生カメラマンチャレンジ 〜ＫＲＹメディア体験教室」（図3-4-3）、2011年度の

「熱血テレビ１日キッズリポーターオーディション」は、いずれも自前で取り組んだ。徳永

氏は「意地ですよ、意地。やることの意義や意味はやったことがある人間にしか分からない

ことかもしれないけれど、せっかく始めたことを一度でも止めてしまったらもう二度とでき

ないのではないかと思っていたので、何とか頑張って続けてきたという感じです」と振り返

る。この３年間の活動については、山口放送のウェブサイトに記録が残っている。 

その後、民放連メディアリテラシー活動助成事業の一環として、2012年度に「番組が放送

されるまでを…まるごと体験『高校生ミニ放送局』プロジェクト」、2014年度に「ダブルメ

ディア体験 ～テレビ・ラジオで生中継に挑戦！～」、2015年度に「夏休み親子番組づくり体

験」、2016年度「メディア国際交流！山口と台湾の大学生がテレビ番組制作に挑戦」、2019年

度に「みすゞの詩 映像化プロジェクト」に取り組んだ。2019年度は約80名の高校生が参加

したという。 

その一方で2010年度からは民間放送教育協会の「小学校授業支援事業」に参加していて、
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2014年度には全国大会の主管局となった。大会会場のＹＣＡＭに実施校の児童たちがやって

きて、これまでの授業成果を発表してくれた(25)。 

 

図3-4-2 ＫＲＹメディアリテラシー実践プロジェクト 2008年度実践のウェブサイト 

https://kry.co.jp/other/media/2008/ 

山口放送のウェブサイトでは、会社概要のなかに「メディアリテラシーの取り組み」が明

記されていて、過去におこなわれた活動の一部が詳しく紹介されている（図3-4-4）。児童や

生徒たちがチームを組み、実際に映像制作に取り組むという活動が多く、その中でメンバー

同士がアイデアを出し合い、互いに議論しながら取材し、集めた映像を編集してひとつの作

品を共同で作り上げていく過程で、メディア・リテラシーについて学んでいく。 

 

助成事業はエンジン 

藤村氏は「ずっとやっているとサボり癖もつきかねないのですが、“チャレンジしてくだ

さい”という募集が毎年あることがきっかけとなって、どうしようかと考え始め、いつも

“えい！”という感じで申し込みます。民放連や民教協の事業が続いていることが、私たち

にとってひとつのエンジンになっています」という。田村氏も「ちょっと後ろ向きな言い方

に聞こえるかもしれませんが、募集がかかるから“それじゃあ来年も頑張ろうか”というふ

うに腰が上がるので、着火していただいているような感じです」と語る。 

 
(25) 民間放送教育協会のウェブサイト https://www.minkyo.or.jp/project/media_literacy/post-4655/（2022年

１月20日取得） 
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図3-4-3 ＫＲＹメディアリテラシー実践プロジェクト 2009年度実践のウェブサイト 

https://kry.co.jp/other/media/2009/ 

 

助成事業が終了すると報告書を書かなければならない。報告書はウェブサイトに公表され

ているが、自分たちの取り組みに関する情報がどれだけ役に立っているのか、実感はあまり

ない。過度な負担にならないのであれば、報告会やシンポジウムなどを通じて実施社の生の

声を聴き、互いに交流する機会が定期的にあると望ましいという。徳永氏は次のように語る。 

 

「私たちの活動は当初から、小手先の変化はつけたりもしていますが、大筋はほ

とんど変わっていません。メディアの環境が大きく変わっているなかで、学びの方

法論が10年の間変わっていないということにこのままで本当にいいのだろうかと思

うことはあります。みんなで議論して考えなきゃいけないのですが、漠然とではあ

りますが、今のままじゃないほうがいいのかなと思っています」 
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この発言を受けて、田村氏は 

 

「僕は制作なので後々これを番組の特集企画にしなければならないということに

縛られてしまいがちで、とにかく見せやすいものをやろう、という考えに陥ってし

まいかねません。それではいけないということも分かっていますし、他局のイベン

トなどに目を向けると、確実にうちとは違う方法論がどんどん出てきていることも

感じているので、自分たちのことや関係者の皆さんのことを思えば、そういう変化

があったほうがいいというのは重々感じていますが、今はまだできていないという

ところです」 

 

と続けた。 

 

 

図3-4-4 山口放送「メディアリテラシーの取り組み」 

https://kry.co.jp/outline/medialiteracy.html 

（2021年12月28日閲覧） 
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活動を継続してきた効果 

直近の活動には、テレビ制作部３名、報道部２名、企画事業部２名、アナウンス部１名、 

ラジオ制作部１名、制作技術部１名、技術部１名、テレビ編成部１名が参加している。人事

異動にともなって、メンバー構成は会社の判断で少しずつ変わっていった。 

一連の取り組みを通じて、「メディア・リテラシー」という言葉を「メディアの読み解き

方を学ぶ」という意味合いで使用しているが、番組制作体験の過程を通じて、メディアの成

り立ちやコミュニケーションの手法を学んでもらい、また局員自身も原点に立ち返って勉強

し、双方が成長することを意識しているという。長年にわたるメディア・リテラシー活動の

意義を、徳永氏は次のように振り返る。 

 

「いちばん大きいのは多分、自分たちの仕事についてきちんと考える時間を持て

ることじゃないかと思います。われわれはつくる仕事をしている関係で常に時間に

追われ、締め切りに追われ、とにかくつくって、つくって、つくって……というこ

とを繰り返しています。番組をつくるとはどういうことか、放送するとはどういう

ことか、あるいは視聴者にとって放送は何かといったことを、立ち止まって改めて

考える機会は、それまではありませんでした。ですが、この活動をすることによっ

て、そういうことを考える時間を持てる。自分たち自身の仕事、役割、意義といっ

たことを少しだけ俯瞰して見られるということが、ものすごく大きかったなと思い

ます」 

 

第三者に自分たちの仕事を伝え、映像づくりの授業をおこなうことで放送の役割を再認識

することに加え、局員がコミュニケーションの基本を学び直すことにもつながっている。

「長年にわたって継続できた理由のひとつは、テレビ制作部が主幹のプロジェクトであるた

めに、活動している過程から出来上がった作品まで番組の中で扱っていることだと思います」

と徳永氏。ただしこのことが、同じことばかりやっているというマンネリ感にもつながって

いるという。 

また局内見学の際にマスターの説明は、プロジェクトに参加している技術部員がおこなっ

ているため、メディア・リテラシー活動の経験を踏まえて「皆さんの小学校のエリアにはこ

こに中継局があって、ここから電波が届いているのですよ」といった説明を分かりやすくお

こなうことができている。通常業務との兼ね合いが毎回の懸案ではあるものの、部署横断で

活動に取り組んでいることから、通常業務でも横の連携がとりやすくなっているという。 

もっとも2020年度と2021年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響で、メディア・リテラ

シーを掲げた取り組みは休止しているが、民教協の読み聞かせ事業ではオンラインでの読み

聞かせと社内見学を、プロジェクトメンバーのアナウンサーやカメラマン、技術部員などが
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協力しておこなっている。藤村氏はその手応えを次のように語る。 

 

「参加してくださった小学校からは、『ＫＲＹのファンになりました』という感想

をいただきました。直接ふれあってはおりませんが、オンラインで詳しく説明し、

じかにお話しをしたりすると、そういう声もいただきますね」 
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3.5 ショッピングモールを舞台としたメディア・リテラシー実践 －岡山放送 

 

2014年12月、岡山県岡山市に巨大商業施設「イオンモール岡山」が開業した。ＪＲ岡山駅

と地下街で直結しており、西日本の旗艦店と位置づけられている。中心駅前の一等地に立地

するイオンモールは前例がない。館内には約50台のデジタルサイネージが遍在していて、中

心部の吹き抜けには300インチの巨大スクリーンが設置されている。岡山県と香川県を放送

区域とする岡山放送は、メインスタジオおよびオフィスの主要部分をここに移転した。その

一方、モール独自のインターネットテレビ放送局「haremachi TV」も常設されている。館内

のデジタルサイネージに番組が生配信されるほか、インターネットでも配信されていて、岡

山放送が運営協力している。 

開業から７年の間に岡山放送は、イオンモール岡山の館内にあるホールを活用したイベン

トなど、商業施設の中にオフィスがあるという利点を最大限活かした企画を相次いで打ち出

してきた。haremachi TVの仕組みを活用して、モール内とネットで生配信した音楽番組を後

から地上波で放送するという取り組みもおこなわれている。まだ試行錯誤を重ねている面も

あるが、総務省で2018年11月に始まった「放送事業の基盤強化に関する検討分科会」では、

地方民放の基盤強化に関するモデルケースのひとつと目されている(26)。 

 

 

図3-5-1 ＥＣＣテレビ局（2015年） 

2015年５月、岡山放送は視聴者とのコミュニケーション回路を構築する試みのひとつとし

て、イオンモール岡山の館内にある大手英語教室と提携し、小学生を対象とした番組制作

 
(26) 総務省「放送を巡る諸課題に関する検討会」https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/housou_kadai/ 

（2022年１月15日取得） 
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ワークショップ「ＥＣＣテレビ局」を主催した（図3-5-1）。参加した子どもたちは、情報番

組の生放送をスタジオ内で見学したあと、簡単な英語で短いニュース原稿を書き、アナウン

サーと一緒にスタジオでキャスター体験をした。子どもたちが送り手の立場を経験してみる

ことで、テレビというメディアの特性をより深く理解してもらうことに加えて、このワーク

ショップに関わった局員たち自身が、テレビが置かれている社会的状況を日常業務とは異な

る視角から再認識するといったように、これからの放送の役割を考えるための再教育という

ねらいもあった。 

2014年当時、担当役員だった高橋誠氏によれば、こうした取り組みの原点のひとつに2008

年度におこなった民放連メディアリテラシー実践プロジェクトがあるという。そこで2019年

に退職して顧問となった高橋氏と、2008年度のプロジェクトに入社２年目で参加したことを

きっかけに、現在まで局内で数多くのメディア・リテラシー活動を手掛けてきた藤田ひとみ氏

（ビジネス開発局、東京支社営業部）に、それぞれ話を詳しく聞いた。高橋氏に対しては

2020年９月８日に岡山放送ミルンにて、藤田氏に対しては2020年７月29日に岡山放送東京支社

にて、それぞれインタビューをおこなった（肩書は取材当時、聞き手は飯田豊、立石祥子）。 

 

OHK High School TV Camp －民放連メディアリテラシー実践プロジェクト（2008年） 

岡山放送は2008年度、民放連メディアリテラシー実践プロジェクトの助成を受けている。

瀬戸内海を挟んで岡山県と香川県の２県をカバーエリアとする岡山放送では、その特性を活

かして両県の子どもたちがメディアに映し出される互いの県のイメージを意識しあうこと、

言い換えれば互いの地域イメージがメディアに媒介されていること、そのイメージとリアリ

ティに違いがあることに気づくことを目的とし、みずからのリアリティを相手に伝えるため

の対話的な映像制作をおこなった。地域イメージはＰＲのための戦略として積極的に打ち出

される場合もあるが、テレビによってステレオタイプが再生産されることで偏った見方を助

長してしまうこともあり、地域の多様性や表現の可能性を覆い隠してしまいかねない(27)。 

２ヶ月間のプロジェクトに参加したのは、岡山後楽館高等学校と香川県立高松工芸高等学

校の生徒16名。７月13日の初顔合わせには、12名の局員が参加した。局長から中堅、若手ま

で、厚い実施体制が何よりの強みであった。それゆえ、高校生たちとしっかりとしたコミュ

ニケーションをとる余裕が生まれ、初日の段階で「局の方々がとても優しく、暖かかったで

す」、「社員の人が変わってるなあ〜」といった高校生たちの声を聞くことができた(28)。 

 

 
(27) ｢08/９/15 実践のふり返り 岡山放送で合評会開催」、「マス＆コミュニケーション」プロジェクト・ブログ

（2008年９月20日公開記事） http://www.mediabiotope.com/projects/mass/2008/09/915.html （2021年８月

17日取得） 
(28) ｢08/７/13 岡山放送High School TV Camp 初顔合わせ！」、「マス＆コミュニケーション」プロジェクト・ブ

ログ（2008年７月24日公開記事） http://www.mediabiotope.com/projects/mass/2008/07/713-ohk-high-

school-tv-camp.html （2021年８月17日取得） 
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そして７月末、岡山と香川のイメージ交換ワークショップを実施した。高校生たちが相手

の地域のイメージを模造紙に描き、交換するというシンプルなワークショップである（図3-

5-2）。 

  

 

  

図3-5-2 イメージ交換ワークショップの制作物（2008年)(29) 

８月に入って番組の企画・取材・撮影・編集と集中的に制作作業を進めた。局員は単に番

組制作のノウハウを教えるだけではなく、高校生の活動をサポートするファシリテーター役

を担った。また夏休みのあいだ、プロジェクトに参加している高校生のための共有スペース

（図3-5-3）を本社１階のロビーにつくり、高校生には「好きな時に来て使っていいよ」と伝

えていたという(30)。 

 
(29) ｢08/９/15 実践のふり返り 岡山放送で合評会開催」、「マス＆コミュニケーション」プロジェクト・ブログ

（2008年９月20日公開記事） http://www.mediabiotope.com/projects/mass/2008/09/915.html （2021年８月

17日取得） 
(30) ｢08/８/10 岡山放送ロビーに高校生共有スペース」、「マス＆コミュニケーション」プロジェクト・ブログ

（2008年８月10日公開記事） http://www.mediabiotope.com/projects/mass/2008/08/810.html （2021年８月

17日取得） 



 

－84－ 

 

図3-5-3 本社１階ロビーに設置された、高校生のための共有スペース（2008年)(31) 

 

プロジェクトの進捗は昼の情報番組の中で繰り返し紹介し、８月26日には高校生が番組に

生出演し、完成作品を放送した(32)。また高松工芸高等学校の制作過程を追ったドキュメント

を、夕方のニュース番組のローカル枠で放送した(33)。 

９月15日の最終合評会に先立って、ウェブサイトで作品の動画を配信した。合評会は関係

者が一堂に会して活動を振り返り、それぞれが得た気づきを共有する目的で開催した。高校

生の保護者や担任の先生を招待することで、作り手のみならず送り手としての自覚を促すこ

とを目指した。 

 

それぞれの手応え 

高橋氏は当時の状況を、「現場がメディア・リテラシーの取り組みをやりたいと言い出し

たわけではなく上から降ってきた話だったので、最初は反発がありました」と振り返る。高

橋氏は当時、編成局長になって間もない頃だった。 

 

「そもそもの理由が分からなくて、中堅の局員たちからは最初は『忙しいのにな

んで？』っていう気持ちがありありと見えていました。それが次第に、みんな『面

 
(31) ｢08/８/10 岡山放送ロビーに高校生共有スペース」、「マス＆コミュニケーション」プロジェクト・ブログ

（2008年８月10日公開記事） http://www.mediabiotope.com/projects/mass/2008/08/810.html（2021年８月

17日取得） 
(32) ｢08/９/15 実践のふり返り 岡山放送で合評会開催」、「マス＆コミュニケーション」プロジェクト・ブログ

（2008年９月20日公開記事） http://www.mediabiotope.com/projects/mass/2008/09/915.html（2021年８月

17日取得） 
(33) ｢08/９/15 実践のふり返り 岡山放送で合評会開催」、「マス＆コミュニケーション」プロジェクト・ブログ

（2008年９月20日公開記事） http://www.mediabiotope.com/projects/mass/2008/09/915.html（2021年８月

17日取得） 
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倒くさいなあ』と思いつつも、『なんかこれ、手ごたえあるんじゃないの？』って

いう感じになっていったんですよ。他局の活動の素晴らしさに比べたら、うちのは

よたよたとやったくらいのものですから大した成果ではなかったと思いますが、局

員の気持ちがちょっと変わったというのがすごく大きかったです。それが後々、経

営に関わっていくなかで、何を言っているのかを分かってもらえる土壌づくりに

なったかもしれないです。ＥＣＣテレビ局という取り組みが2015年に始まっていま

だに続いているのは、そのときの賜物ではないかと思います」 

 

それに対して、藤田氏は当時の状況を次のように振り返る。 

 

「テレビ局に入ったからには制作をやりたい、報道をやりたい、という気持ち

だったのですが、最初に配属された部署が編成部で、そういうところではなかった

のです。制作に関われないことがすごく悔しいと強く感じていました。後輩でも制

作に配属された人間はいるわけで、編成の仕事は好きでしたが、そういうモヤモヤ

がある中で、上司の高橋さんから指名されました。いや、私からやりたいと言った

ような気もします（笑）。絶対に関わりたい、すごくやりたいと思いました」 

 

プロジェクトに参加した先輩局員のひとりは、いつもはスーツで出社しているけれども、

それ以来子どもたちと関わるときは場づくりや雰囲気づくりを大事にして、普段着で来るよう

になったという。したがって藤田氏は、メディア・リテラシーの活動は一見するとＣＳＲっぽ

いが本質的に違うと考えている。その違いは実際にやってみないことには分かりにくい。し

かし課題として人事異動で部署が変わってしまうと、継続的に活動に関われなくなってしま

う。「ローカル局が進化するためには、ここを打破する必要があると思います」と藤田氏。 

 

「十数年のあいだにいろいろな部署に行きましたが、2008年にやったことが今も

根底にある気がします。良かったなと本当に思っています。当時のほうが無知でよ

かったですね。お金も気にせず……いや、お金は気にしたほうがいいのですが

（笑）。やればいいと思ったこと、やらないといけないと思ったことを純粋にやって

いたので、うまくいったのかもしれません」 
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岡山放送が考える「メディア・リテラシー」 

高橋氏は、このプロジェクトに先立って「メディア・リテラシーという営みが、地域のな

かで放送局が持続的に発展していくための営みとしっかり結びついている必要がある」とい

う明確なビジョンを抱いていた(34)。 

 

「『岡山放送』という名前がついていますが、岡山・香川をエリアにしている広域

放送です。地方民放では島根と鳥取がひとつのエリアになってますが、あちらには

出雲国を中心とする『山陰』という文化圏があります。でも岡山と香川はまったく

文化圏が違っていて、たまたま瀬戸大橋でつながっているだけです。アクセントも

違う。金田一秀穂さんによると、岡山は関東アクセントで、香川は完全に関西アク

セント。この問題を前々から忌々しく思っていたところがあって、それを（助成申

請書に）書いてみようということになって、三枚くらいにまとめたのかな。それで

選んでくださったんです」 

 

当時、スポット市場の縮小というテレビ営業の苦境に対して有効な手立てを見出すことが

できておらず、視聴者との新しい関係づくりを現状脱却の起点とすべきという考えが応募動

機だったという。「それまで視聴者は限られたメディア選択の中で『テレビはこんなもの』と

許容していたことも、多くのメディアに接し、また自らが手に入れた情報発信能力と比較し

て、既存のテレビに不満や批判の声を上げ始めた」のではないかという危機感が明確に認識

されていた(35)。「これまでの『視聴者対応』を、われわれは一刻も早く現実にあわせた『視

聴言動者対応』に変化させなければならない」(36)という問題意識が、冒頭で紹介したショッ

ピングモール進出の実現にまで連なっているという。 

2011年１月には、民放連メディアリテラシー実践プロジェクトのフォローアップ会合が企

画され、筆者（飯田）が参加した。2008年度の実践経験者を中心に今後の展開を話し合うと

いう主旨で、経験者全員が各部署から参集し、さながら同窓会のようであった。民放連プロ

ジェクトは従来、送り手と受け手の対話や協働、地域との連携を通じた放送局の体質改善な

どの実現をその成果としていた。その重要性に関して全社的に深い理解があり、プロジェク

トの継続を前提に前向きな話し合いができたが、こうした営みが果たしてメディア・リテラ

シーと呼べるのかどうか、局として「メディア・リテラシーに取り組んでいる」と表明すべ

きかどうかという点では意見が分かれ、参加者のあいだで活発な議論がおこなわれた。 

以後、岡山放送の取り組みのなかではメディア・リテラシーを前面に掲げることはなく

 
(34) ｢08/５/14 岡山放送と打ち合わせ」、「マス＆コミュニケーション」プロジェクト・ブログ（2008年５月17

日公開記事）http://www.mediabiotope.com/projects/mass/2008/05/514.html （2021年８月17日取得） 
(35) 高橋誠「地域ユーザーとの新たな関係づくり」『月刊民放』2009年９月号、26頁。 
(36) 前掲「地域ユーザーとの新たな関係づくり」、29頁。 
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なったが、前述した「ＥＣＣテレビ局」だけではなく、後述の「haremachi ハイスクール」

のような取り組みにつながっていった。 

 

ショッピングモールで働く人に学ぶ！ haremachiハイスクール（2018年） 

藤田氏はビジネス開発部の主任を務めていた2018年、イオンモール岡山のインターネット

放送局「haremachi TV」を活用した取り組みとして、「haremachi ハイスクール」と題する

２日間のワークショップを企画した。岡山県高等学校放送文化連盟と連携し、県内３校の放

送部に所属する14名の高校生が学校ごとの３つのグループに分かれて、イオンモール岡山で

働く人たちを高校生の目線で取材し、番組構成や台本を制作。最後にharemachi TVのスタジ

オで番組収録をおこなった。番組は約５分のスタジオトークで、収録後には参加者全員で 

お互いの番組を見比べ、意見交換をした（図3-5-4）。制作された番組はしばらくの間、

haremachi TVで放映された。 

藤田氏は当時、「今回は高校放送部の生徒に限定して番組制作を体験してもらったが、今

後は来館者がもっと気軽にharemachi TVを使って、送り手になれるような場を作っていきた

い。その活動がharemachi TVの認知度向上につながるのではないか」と語っている。またゲ

スト講師として参加した筆者（飯田）は、「テレビを取り巻く状況が大きく変わり、スマー

トフォンの動画ソーシャルアプリを使えば誰でも送り手になれる時代。放送局と視聴者の関

係性も根本的に見直す必要がある。現在、haremachi TVの番組はおおむねテレビ制作の手法

を踏襲しているが、ネット動画に馴染んだ若い世代であれば従来とは異なる発想にもとづく

表現が生まれる可能性もある。この新しいメディアを媒介に、送り手と受け手が番組制作を

通じて対話したことで、それぞれ異なる立場から放送の意義や課題を捉え直す格好の機会に

なったのではないか」と講評した(37)。 

  

 
(37) OHK NEWS RELEASE「【イオンモールで働く人に学ぶ！ haremachiハイスクール】実施報告」（2018年８月９日） 

https://www.ohk.co.jp/cgi-image/37/37_GcQmufjSDXpkbLTuJHjcPdgVxXhcLznhUoAaawjphLCdtnmzfW.pdf 

（2022年１月17日取得） 
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図3-5-4 haremachi ハイスクール（2018年)(38) 

藤田氏に改めて振り返ってもらうと、2008年のOHK High School TV Camp、2015年に始まっ

たＥＣＣテレビ局、2018年のharemachiハイスクールといった取り組みが、メディア・リテ

ラシーという概念でつながっていると思っている人は局内にほとんどいないのではないか、

という（藤田氏はＥＣＣテレビ局には関わっていない）。十数年の間に編成、制作、ビジネ

ス開発などに所属し、それぞれの部署でできることをやってきたが、「互いに結びついてい

なくて、自己満足を超えていないんじゃないか」という思いもあるという。しかしながら藤

田氏は、最後に次のように語ってくれた。 

 

「それでもできることはあると思っていて、私の中での子ども向けの取り組み構

想はできています。新しい局員にも関わってほしいし、局外でも同じ志を持った人

たちとネットワークができたりすると、とても心強いです」 

  

 
(38) OHK NEWS RELEASE「【イオンモールで働く人に学ぶ！ haremachiハイスクール】実施報告」（2018年８月９日）

https://www.ohk.co.jp/cgi-image/37/37_GcQmufjSDXpkbLTuJHjcPdgVxXhcLznhUoAaawjphLCdtnmzfW.pdf 

（2022年１月17日取得） 
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3.6 ｢情報の海の泳ぎ方｣ －日本テレビ放送網 

 

日本テレビ放送網では、インターネットの普及にともない「情報を見極める力」の育成が

重要になっていると考え、放送局ができる社会貢献活動として「情報の海の泳ぎ方」という

講座を実施している。ホームページ上には、次のような説明がある（図3-6-1）。 

 

図3-6-1 日本テレビ放送網「情報の海の泳ぎ方」 

https://www.ntv.co.jp/jugyou/ 

（2021年12月28日閲覧） 

 

インターネットは、良い情報も悪い情報も一緒くたに渦巻く「情報の海」。日テレ

×授業「情報の海の泳ぎ方」は、主にスマホを入口としてこの大海原に投げ込まれ

る子供たちが、悪質な情報から身を守る術を知った上で、さらに、将来にわたって、

情報をどう見極め、どう役立てるのかを学ぶ授業です。 

授業の内容は、私たち日本テレビ放送網が60年以上の経験で培ってきた「取材ノウ

ハウの基本」を活用したものです。ＶＴＲあり！ニュース原稿を使った演習あり！

で、子供たちを飽きさせず、一緒に情報と向き合います。 

 

本講座はホームページ上で参加者を募り、依頼を受けて随時開催されている。対象は幅広

く小学校高学年～大学までを基本としつつ、その他、公立図書館や自治体主催の講座として

も実施された実績がある。１回の参加者数も20人程度～200人程度までと幅がある。また主

な授業内容として、次の項目が挙げられている。 
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・フェイクニュースにだまされない！ 

・事実はどうやって確認するの？（一次情報、「～によりますと」の意味） 

・編集ってどういうこと？（取捨選択） 

・情報は活用するためにある 

・グループワーク 

 

フェイクニュースやディープフェイクについて資料映像を交えて学ぶ講義や、ある不確か

な情報について誰に何を取材すれば確かめることができるかを考えるワークショップなど、

定番の教育プログラムが準備されている。また受講者のニーズに応じて、内容や方法をカス

タマイズして実践がおこなわれている。この取り組みについてコンプライアンス推進室メ

ディア・コミュニケーション事務局長の千葉知紀氏に詳しく話を聞いた（2020年１月28日、

日本テレビ放送網にてインタビュー。肩書は取材当時。聞き手は中橋雄）。 

なおこの取り組みは2022年２月現在、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために、オン

ラインでも実施されている。 

 

組織づくりと社内連携 

コンプライアンス推進室メディア・コミュニケーション事務局が新設されたのは、2019年

６月だった。その経緯について、千葉氏は次のように説明してくれた。 

 

「2018年ぐらいから、コンプライアンス推進室の法務部員の発案的なところで始

まったものでした。ただ職務分掌にもないし、非常にいい取り組みであるにもかか

わらず、わりとボランティア的というか、有志的な活動というところだったので、

会社的にもきちんと認識してもらって、ある種、仕事としてするにはひとつ組織と

いうか、かたちを作ったほうがいいんじゃないかと、社内、人事、上司等と話して、

事務局ということになりました。ただ、事務局長の私も兼務ですし、事務局の人間

たちもみんな法務部や考査部など、兼務ということになっています。」 

 

運営体制は、事務局長と兼務の事務局員５名程度で構成されている。講座の企画・運営に

関しては実質的には２名程度で取り組み、そこに何人かがサポートし進められている。さら

に実施にあたっては、兼務の事務局員以外にスポーツのプロデューサー、ドラマのプロ

デューサー、アナウンサーなどが臨時特別講師として加わるというように、社内から協力を

得て進めている。活動はイントラネット上の社内報で紹介するとともに、部局以外の協力を

仰ぐ努力をしているということであった。 
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「これはかなり負担にもなっています。会社の中で知ってもらう、社内で協力を

得たり、理解してもらうということは結構大事で、そうすると社内、他の部署から

の協力や励ましなどがあると、われわれの活動がしやすくなります」 

 

以上のように、兼務ということでありながらも組織として明確に位置づけることの意味は

大きいといえる。特に社会的責任を果たす活動として対外的に認識してもらいやすくなるこ

とや、社内での協力を得られやすくなることなどの利点があり、本実践を円滑に進めること

ができている要因のひとつだと推察される。 

 

新しい放送文化を作り上げる場所として 

このように有志で草の根的にはじまった活動が組織的な取り組みとして認められるように

なるためには、それなりに組織内の調整や交渉が必要であったと考えられる。千葉氏はメ

ディア・コミュニケーション事務局の立ち上げにあたって、次のような思いがあったことを

語ってくれた。 

 

「大きな意味でメディア・リテラシーということになると、これは僕の考えです

が、ドラマのリテラシーや、スポーツ番組のリテラシー、バラエティーのリテラ

シーっていうのもあるのではないかということもありました。これだけメディアが

多様化している中で今の若者たちに、制作者の思いも含めて、なぜこういう番組を

作っているのか、どうやって作っているのか、地上波というのはどういうところな

のか、きちんと伝えることでわれわれの思いも伝わるのだろうと思います。逆にこ

うして伝えているということを知ってもらうことで、彼らから質問を問われること

で、われわれも得られることがあると思います。そうしたこともあり、事務局を立

ち上げるために上を説得する際には、『新しい放送文化を作るためにこういう活動

がひとつのきっかけとなれば』という話をしました」 

 

このように視聴者と制作者とのコミュニケーションの回路を作り、相互作用を通じて新し

い放送文化を作る営みとしてメディア・リテラシーの活動に取り組んでいることが分かる。

組織的に取り組むにあたっては、こうした理念を伝えていくことが重要になるのかもしれな

い。千葉氏は次のように続ける。 
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「お互いにとっていいかたちで、新しいものを作るためのひとつの場所になって

くれればいいなというふうに思います。単にこっちが上から目線で教えてやるとい

うのは最悪だと思います。絶対そういう姿勢ではいないように、みんなそれは心掛

けています。上から目線となると、今の若い人たちはそういうのを敏感に察します。

われわれは、そこのところをものすごく意識して、目線を合わせます。その中から

じゃないと彼らの本音はでてきませんし、話を聴くという姿勢も多分とってません。

授業という名前がついてると、どうしてもと教えに来ましたというスタンスになり

ますので」 

 

一般的に放送局におけるメディア・リテラシーに関する取り組みは、教える側と教わる側

の関係性でおこなわれることが多いが、実際に取り組むと運営側が参加者から学ぶことも多

いと言われている。さらにそこから一歩踏み込んで、目線を合わせて一緒に新しい放送文化

を生み出すための場として考えて取り組まれていることは特筆に値する。 

 

メディア環境の変化を捉えて 

誰もが情報発信できる時代となり、社会におけるメディア環境も多様化し、変化している。

地上波メディア、ネットメディア、ＳＮＳが相互に乗り入れ、境界が曖昧になる中で、信頼

できるニュースと信頼できないニュースが混在することとなる。そうした中で、受け手に

とってニュースに対する価値が低下したり、印象が悪くなったりすることも考えられる。そ

してこうした取り組みの意義を考えていくことの必要性について、千葉氏は次のように語っ

てくれた。 

 

「ニュースの価値が低下してきていることと、メディアに対する信頼が低下して

きているということは、やっぱり社会にとっては損失じゃないかと思います。われ

われはどうやってメディアの仕事をしているのか、どういうかたちで皆にニュース

や、ドラマ、バラエティー、スポーツ番組を提供しているのかということを知って

もらわなきゃいけないなと、思っています。」 

 

以前は視聴者が接するのは出演者であって、制作者のことを知る機会がなかった。社会に

とって制作者のことを知ろうとすること、制作者から知ってもらおうとすることの重要性が

増しているということであろう。またひとつの情報発信が炎上し、人を社会的に抹殺してし

まう影響力をもつような社会の変化を受けて、放送局としても留意すべきことが増えてきた

という。そして、そうした経験を一般に提供して、一緒に考えてもらうことも重要だと指摘

する。 
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「受け手の情報のシャワーの中で、どういうことで出し手側やコンテンツを読み

解く力も大事なのかもしれませんが、自分が発信する側になっているというところ

の怖さ。それによってあなた自身がひどい目に遭ったり、誰かを傷付けてしまった

りするという怖さも知ってほしいと思うので。2000年当時のメディア・リテラシー

と、今の2020年のメディア・リテラシーは、メディアもその授業を受ける側の人た

ちも対等な部分の中で気を付けなきゃいけないし、われわれはここまで気を付けて

いるから、あなたも発信する時、気を付けたほうがいいですよっていうこともある」 

 

社会において求められるメディア・リテラシーはメディア環境の変化によって、変化して

いる。本実践のように放送局が取り組むべきメディア・リテラシーに関する活動は、放送の

みに限定されたものではなくなっていくと予想される。 

 




