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自己紹介Alison Mann

トロント地区教育委員会所属
映画・メディア教師

「メディア・スタディーズ」専門教師

教師歴14年

２人の娘とパートナーがいます

今秋からは修士学位を取るため大学院に行きます



パークデイル高校(Parkdale Collegiate Institute)



第10学年（高１）メディア・スタディーズの生徒



オンタリオ州の学校における
メディア・リテラシーの概要

メディア・リテラシーは1987年からオンタリオ州の中等カリキュラム
（12歳～18歳）に導入された

1995には、第１学年から８学年(6～11歳)にも導入された

オンタリオ州はカナダで初めてメディア・リテラシーを包括的にカリキュラム
に導入した州である

毎年、オンタリオ州ではメディア・リテラシー週間があることが、
生徒に広く認識されている



オンタリオ州のメディア・リテラシー
初等カリキュラム
(6-11歳)
 第１学年から８学年まで、メディア・リテラシーは
「言語」カリキュラムの４つのストランド（日本の学習指導要領

「国語」における「内容」のようなもの）のうちの

１つとなっている

• 口頭でのコミュニケーション
• 読むこと

• 書くこと
• メディア・リテラシー



メディア・リテラシーのストランド
における４つの学習目標
子どもは:

•多様なメディア・テクストを理解する

•メディア様式について理解し、意味を創りだすために用いられる
きまり／約束事や技術について説明する

•目的やオーディアンスに応じて、適切な様式やきまり／約束事、技術を
用いながら多様なメディア・テクストを制作する

•自分の長所、成長の度合い、メディア・テクストを理解し創るために
役立ったと思われる手法についてふり返り、理解を深める



メディア・リテラシーとインターネット

 ジュニアの年齢(6-10歳)の子どもは、多くの場合
インターネットについて知り、オンライン世界のルールやl
オンラインをつくるルールについて家庭で学ぶ

 オンラインにおけるプライバシーについて学ぶ

 シニアの年齢(11-13歳)の子どもは理プレゼンテーション
と多様性、ウェブページの脱構築、ソーシャルメディアの
利用について学び、ネットいじめの問題について考える



オンタリオ州のメディア・リテラシー
中等カリキュラム

 第 9-12学年 (14-17歳)では、メディア・リテラシーは
「英語」カリキュラムにおける４つのストランドの１つとして継続する

• 口頭によるコミュニケーション

• 読むことと文学
• 書くこと

• メディア・スタディーズ（メディア・リテラシー）

• ストランドに加え、子どもは第11学年選択科目として
「メディア科(Media Studies)」を受講できる。
メディア・リテラシーは「メディア芸術」や「映画科」、「総合」
などといった科目にも含まれている



「英語ーメディア科」
第11学年 (16-17歳)

「メディア科」でのストランド

-メディアと社会
-メディア産業
-メディア・テクストの理解と解釈
-メディア・テクストを制作しふり返る



メディア・リテラシーの授業で使う道具の例

 ビデオカメラ デジタルカメラ パソコンルーム





録音機

編集ソフト

写真編集ソフト

動画編集ソフト

テレビゲーム

ケータイ



「メディア科」の単元の例

ユニット１: メディアはメッセージである

•
•
メディアにおける偏向を分析する
報道における多様性とは何か

• リプレゼンテーション
•
•
•
•

メディア・テクストにおける「優先的な読み」と「対抗的な読み」
マーシャル・マクルーハン
ニュースメディア-所有権と統制
オルタナティブなニュースメディアを分析する(ブログやツイッターなど)

マーシャル・マクルーハン



他の単元では

1. マスメディア、ソーシャルメディアと現代文化
2. イメージや価値観の販売とメディアの破壊（Media Subversion）

3. 私たちを構成する世界: メディア化された環境
4. メディアとリプレゼンテーション
5. グローバルな市民



インターネットを利用し、メディア
を通して、メディアについて教える

インターネットは主要な学習内容である。
メディアで／を通して教える際には重要な道具である。
子どもはデジタル・ネイティブであるとよく言われる。

多くの子どもはインターネットにについて既に十分な経験を持って
学校に来るようになる。
子どもの学びを形成し、子どもが毎日のように触れる情報やメッセージ
の理解を支援できるかどうかは、教師次第である。

メディア消費に関するクリティカルな対話は、「メディア科」における
不可欠な要素である。



早期のブログ

教師のブログ



子どものブログ



子どものブログ



CANVASは、新しい、オープンソースの学習管理システムである。
このシステムは教育のあり方を変えている。子どもは簡単に利用でき、かなり効果的である。



メディア・リテラシー
をうまく教える
ためのコツ



協働し、ともに学ぶ



映像編集者のSteve Jamesにインタビュー

ドキュメンタリー制作者にインタビュー

映画制作スタッフが授業にやってきた！

地域の人々と対話する

ホンモノを経験する

2011-2012



ホンモノの経験

子どもが運営する年次映画祭が地域の映画館で催される。
子どもが作った映画やメディア作品が上映、展示される。

2010 2011
2012



多様性と社会的公正

受賞した反人種差別キャンペーンのビデオ(2011)

ビデオを見せる予定



メディアと
メッセージを理解
するのにどのような
ツールが使えるの？



分析枠組み

分析枠組みは、メディアとメッセージについて
議論し理解する方法を提供する。

高校レベルでは、２つのよく知られるメディア分析
枠組みが使える:

-エディー・ディック（Eddie Dick）三角形モデル
(元々はスコットランドのモデル)
-マスメディアの８つの基本概念



三角形モデル

テクスト
TEXT

オ－ディアンス
AUDIENCE

生産・制作
PRODUCTION



テクスト

意味

生産・制作

オーディアンス



テクスト

意味

生産・制作

オーディアンス

文化
ジェンダー
経験
心理面
社会機能



意味

テクスト

明示的意味
暗示的意味
コード
価値観

ジャンル
商品
間テクスト性

生産・制作

オーディアンス



テクスト

意味

生産・制作

コードと実践、所有権、規制、経済、流通、合法性、技術

オーディアンス



オーディアンス

文化
ジェンダー
経験
心理面
社会機能

テクスト

明示的意味
暗示的意味
コード
価値観

ジャンル
商品
間テクスト性

意味

生産・制作

コードと実践、所有権、規制、経済、流通、合法性、技術



ソーシャルメディアのインパクト



ソーシャルメディアの見取り図





ソーシャルメディアの三角形モデル
テクスト
・画面のレイアウトはどのようになって
いるか？

・画面の文字の部分、動画・静止画の
部分、余白はどのくらいあるか？

・そのサイトにはどのようなきまり／約
束事があるか？

・画面が更新されたとどのようにして
わかるか？更新することの意味は何
か？
・欠けている要素はあるか？

・他のサイトへのリンクなどは含まれ
ているか？含まれているのであれば
どのようなリンクがあるか？

・動画や静止画はどのように使われ
ているか？
・誰の価値観が前面に出ているか？

生産・制作
・このサイトを作ったのは誰か？
・どのような目的で作られたか？
・作ったのは公的な機関か、民間企業か？

・運営者はどのように利用者の情報を集めて
いるか？

・運営者は集めた情報をどのように利用して
いるか？

・運営者はどのように利益を得ているか？

オーディアンス
・ターゲット・オーディアンスは誰
か？

・実際の利用者はどのような人びと
か？

・どのような目的で利用されている
か？

・利用者はどのようなことができる
か？何をしている人が多いか？

・料金はかかるか（登録料や、オプ
ションのコンテンツを利用するため
の追加料金など）？
・なぜ利用するのか？

・画面のレイアウトを変更すること
ができるか？

意味

この図はAMLに
よって提供されて
いる



現在のメディア・リテラシー教育における
教師の課題

•変化し続けるメディア環境への適応

• 「情報過多の時代‘age of interruption’」において教えるということ

•マルチタスク（複数のことを同時に処理）をすることが新しい規範である

•子どもが集中を持続できる時間が変化している

tools and then our tools change us”“We invent our
Marshall McLuhan

“私たちは道具を開発する そして道具が私たちを変えていく

マーシャル・マクルーハン



「メディア・スタディーズ」で利用される資料
nfb.ca
カナダ国立映画協会のサイト。無料で使えるカナダのドキュメンタリーや
アニメが何百もあり、教材として優れている。

Adbusters.org
バンクーバーを拠点とした反消費主義の雑誌やサイト。
パロディー広告は世界中で楽しまれていることで有名。
カルチャー・ジャミングを発見するための教材として優れている。
Mediasmarts.ca
デジタル・メディア・リテラシーのセンター。カナダ全土の生徒、保護者、教師に利用される。

aml.ca
メディア・リテラシー協会はマスメディアが現代文化に与える影響に懸念する
教師、司書、コンサルタント、保護者、文化従事者、メディアの専門家によって構成される。

サイトでは優れた教材や情報が入手できる。

Marshallmcluhan.com
マーシャル・マクルーハンは北米の卓越したメディア論者の一人である。
彼はカナダの教育者であり、哲学者であり、批評家であり、コミュニケーション論者である。
彼のメディア論は今日のメディア社会において私たちがどのようにコミュニケーションを
とるのかということについて、多大な影響を及ぼしている。



Thank
You!


