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相視研の脈々とした研究を未来へ
相模原市立小中学校視聴覚教育研究会

会 長 宮 内 裕 之

相模原教育史を紐解く
と、相視研設立以前に、

第８回学校視聴覚教育関
東甲信越大会（関ブロ相
模原大会）が昭和 35 年 10
月 14･15 日に開催されて
いた。当時は ｢すすきの
保育園･上溝幼稚園､小学

校は淵野辺 ･大野 ･上溝 ･
旭､中学校は大野南･大野北･旭･上溝｣を授業
公開や分科会会場に、市体育館をメイン会
場に行われていた。昭和 30 年に発足した｢相
模原市小中学校映画教育振興会(現相視研の

前身となった組織)｣が 16 ﾐﾘ映写機の全校設
置に向けて活動し、昭和 33 年に学校教育・
社会教育共同の｢視聴覚ライブラリー｣が全
国に先駆けて設立された。関ブロ大会に向
けて、教材・教具の整備については公費を

はじめＰＴＡ・学校後援会等の援助を受け
て行われていた。当時は学校後援会と称す
るものがあったことも驚きである。さらに
驚くのは、当時市内全小中学校で持ち回り
授業研究会というものを行っていた記録が
ある。市内の全ての小中学校で必須条件と

して視聴覚機器を用いた研修や授業研究が
行われていたという事実である。
全市的な取り組みのひとつとして、この

ようなうねりを生み出し視聴覚教育研究が
行われていたことに、視聴覚の相模原とし

て発信してきた先達の思いが伝わってきた。
あらためて、振り返って見た時、脈々と

した研究の流れに驚く。また、16 ﾐﾘの時代
からテレビの教育利用が始まった段階で放
送教育が加わり、さらにコンピュータやネ

ットワークが主流になった段階で情報教育
という言葉が中心に用いられ現在に至って
いる。
当時から、わかりやすい授業のために、

機器やメディアの特性を効果的に利用する

ための研究は脈々と現在まで続いている。
今や思考や表現、あるいはコミュニケーシ

ョンのツールとして、進化してきている。
さらにネットワークにより、価値のある情
報、正しい情報を判断できる資質や情報モ
ラルまで、子どもに身につけさせるべき内
容や指導法も変化しつつある。
平成 26 年 10 月 24 日･25 日、本研究会の

代表が全日本教育工学研究協議会全国大会･
京都大会において発表を行った。情報モラ
ルに関する提案である。本市、総合学習セ
ンター学習情報班を中心に作成された｢情報
モラルハンドブック｣｡これらをもとに、メ

ディアリテラシー教育研究部が行ってきた
研究の一端を発表したものである。道徳の
教科化が叫ばれている現在、情報モラルの
指導内容についても、先行研究が進んでい
る本市であり、本研究会である。

近年の機器を用いた発表は「タブレット
PC を用いた…」が大半を占めている。しか
しイベント的に目新しい機器のみを使用す
ることに警鐘を唱える学者もいる。２６年
度の県大会川崎大会で講演された野中陽一
氏（横浜国立大学教授）は、「タブレット PC
等を使用する以前に、考え合う学び合う素
地ができていなければ、その場限りの利用
で終わってしまう危険がある。何よりも授
業改善がなされているか否かが大切であ
る。」と説いている。さらにその授業改善

における糸口のひとつとしてアクティブ・
ラーニングをあげている。本研究会におい
ても、機器ありきでなく授業改善の上で、
より分かりやすい指導のために、また子ど
もたちが能動的に利用するための研究をさ

らに重ねていきたい。
関ブロ相模原大会は、次は平成３０年度

に担当となる。５８年の歳月を超え、再び
相模原の地に回ってくる関ブロ大会。この
準備に向けて動き出している相視研である。



研究内容のさらなる発信を

相模原市立小中学校視聴覚教育研究会

事務局長 山岸 佑

今年度も３学期を迎え一年間のまとめの

時期となってきた。相視研でも４つの研究

部会で研究のまとめを行った。毎回の理事

会ではつたない進行もあったと思うが、各

校の理事の皆様に力添えをいただき、この

時期を迎えることができた。あらためて感

謝を申し上げたい。

さて、今年度は定期総会や毎回の理事会

の他、総合学習センターにて合同研修会が

開催された。放送大学教授中川一史氏に

『 ICT 活用の実際』というテーマでご講演
いただいた。 ICT を活用するための意図を
持つこと、全国の学校での実践例、 ICT 機
器の配備状況、今後の展望など、次年度以

降の研究にも生かせる内容であった。また、

研究部では今年度も小学校３部会、中学校

１部会が１年間をかけてそれぞれのテーマ

に沿って研究を進めた。メディアリテラシ

ー教育研究部では「情報活用能力の育成」

を、視聴覚・情報機器活用研究部では「児

童が主体的にＩＣＴ機器を活用できる能力

の育成」、番組活用・校内放送研究部では

「放送番組の効果的な活用」、中学校部会

では「ＩＣＴ機器の効果的な活用」をテー

マに研究を進めてきた。詳細についてはそ

れぞれの報告をご覧いただきたいが、この

相視研で研究している内容は必ず市内の児

童生徒の学びにつながっているはずである。

昨年、文部科学省から発表された『教育

のＩＴ化に向けた環境整備４か年計画』で

は『学びのイノベーション事業』での研究

を基とした学校での臨むべくＩＣＴ機器の

整備環境が示されている。それによると目

標とされる水準は以下の通りである。

◎コンピュータ１台あたりの児童生徒数

→３．６人

・コンピュータ教室４０台

・各教室１台

・特別教室６台

・タブレットＰＣ４０台

◎電子黒板、実物投影機

→各学級１台

◎超高速インターネット及び無線ＬＡＮ

→整備率１００％

『学校のＩＣＴ環境を整備しましょう』

文部科学省発行パンフレットより抜粋

平成２９年度までの目標であるが、現在

の相模原市は目標に達していない。現状の

機器更新でもタブレットＰＣや実物投影機

などが少しずつ配備されているが、今後そ

の配備数はますます増えていくことだろう。

そのときに学校の教員はどうタブレットＰ

Ｃや他のＩＣＴ機器を活用するのだろうか。

教育のＩＴ化を目指し、タブレットＰＣを

配備したが使い方や活用の仕方が分からず

使用しないままになる。そのようなことに

はならないだろうか。

タブレットＰＣを初めとするＩＣＴ機器

をただ使用すれば良い、ということではな

い。使用する場の設定、タイミング、板書

との併用等、事前の準備も数多くある。し

かし、効果的に活用ができれば児童生徒の

学びにつながるという研究の成果も多く上

がっている。相視研でも機器の活用につい

ての研究を続けている。その成果を是非多

くの方に知っていただきたいと思う。

現在、情報通信技術の発達により大人だ

けなく、児童生徒が携帯電話、スマートフ

ォンなどの通信機器を所有することが多く

なっている。それに伴い、高度情報通信社

会で生き抜くために適切な情報モラルを身

につけることの必要性は社会問題とさえな

っている。また、様々なＩＣＴ機器が開発

され、教育の場にも導入されている。教員

が使用するだけでなく、児童生徒の使用を

考えられて作られたものも数多く存在する。

教育番組では理科や社会、道徳の番組はも

ちろん、今は体育の技術習得のための番組

も作られている。情報モラル、ＩＣＴ機器、

様々な教育番組、これらは相視研が研究を

重ねてきた内容に他ならない。

これから先、さらに社会の環境が変化し、

教育の現場や児童生徒の環境も変化してい

くことが考えられる。その情勢を読み、い

ち早く環境に合った教育を進めるために、

その時代に合った研究を進めていかなけれ

ばならないと感じている。

相視研には自校視聴覚主任のみに携わる

だけでなく、内外様々な場で活躍している

理事がそろっている。その理事の皆さんが

結集しさらに力を発揮できるよう、情報交

換や研究を重ね高め合う場も相視研である。

理事の皆さんが、さらに相模原市の視聴覚

・情報教育の発展につながる活躍をするこ

とを願っている。そして、相視研としてそ

の研究の成果をこの「考える目」、研究紀

要、ホームページなど様々な媒体を通して

伝えていきたい。



平成26年度 神奈川県放送教育・

視聴覚教育合同夏季特別研修会

平成２６年７月３１日（木）、横浜市開

港記念会館において神奈川県放送教育・視

聴覚教育合同夏季特別研修会が開催された。

全体会では、武蔵大学の中橋雄先生によ

る基調講演が行われた。「メディアととも

に広がる子どもの学び」と題し、今後の学

校教育では、「自立」「協働」「創造」が保

障されなければならないこと、そして、そ

の中でＩＣＴをいかに活用していくかが問

われているという話をされた。

分科会は、「放送教育」「視聴覚教育」「情

報教育」の三つの選択講座が開かれ、提案

が行われた。

第３講座「情報教育」で提案

第３講座「情報教育」の分科会において、

相視研を代表して、井上有希教諭（小山小

学校）が「授業実践におけるＩＣＴ機器（タ

ブレット等）の効果的な活用」の提案をお

こなった。

授業実践は、家庭科と図工科の実践を報

告した。家庭科では、裁縫の学習の「玉結

び、玉どめ」の説明をする際、大型テレビ

で動画を再生し説明した。また、タブレッ

トにも同じ動画を入れておき、自由に見ら

れるようにした。

図工科では、身の回りに隠れている図形

を探して撮影し、それを発表する際に、タ

ブレットを使用した。

成果としては、家庭科では、児童がタブ

レットを使用し、自分の見たい場面で動画

を止めて確認するなど、個々の課題を解決

するために有効に活用できた。図工科では、

児童それぞれの視点で撮影をすることで、

普段見ているものを違う視点で見ることの

驚きを体感することができた。また、写真

を撮って、それをそのまま大型テレビで発

表し、それぞれの視点を共有できたことは、

タブレットの利点であった。

課題としては、クラスに六台のタブレッ

トでは、一つグループを６人程度にせざる

を得ず、話し合いもやや困難である。より

効果的に利用するには、３～４人に一台の

タブレットがあるとよりよい話し合いがで

きるのでないかと考えられる。

平成26年度 関東甲信越放送・

視聴覚教育研究大会 栃木大会

大会テーマ

「自ら考え 自ら学び 未来を切り拓く子ど

もの育成」

「～豊かな心と確かな学びを育む教育メデ

ィアの活用～」

平成２６年１１月７日（金）に栃木県栃

木市において関東甲信越放送・視聴覚教育

研究大会栃木大会が開催された。

午前中は宇都宮大学教育学部附属教育実

践総合センター准教授の川島 芳昭先生が、

「ＩＣＴとこれからの学校教育の在り方」

と題し、教員や教育現場がどうあるべきか

を話された。

＜分科会提案＞

午後は栃木市

立栃木中央小学

校で公開授業・

分科会が行われ

た。分科会では、

「授業実践にお

ける放送番組の効果的な活用～子どもたち

が“わかる”授業を目指して～」と題して、

平成２５年度・２６年度の番組活用・校内

放送活用研究部の実践について提案を行っ

た。

その中で、NHK for schoolの「算数刑事

ゼロ 消えた指輪を探せ～四角形～」を活

用した授業実践を提案した。番組活用の工

夫として以下の二点がある。

①番組を「部

分視聴」（途

中で止めて思

考をさせる）

することで、

子どもたちの

話し合いや算

数的活動が活

性化される。

②番組の問題場面を教室に再現することで、

子どもたちが意欲的に活動する。

質疑応答では、授業のねらいと番組の活

用法の関係

や・ユニバ

ーサルデザ

イン（視覚

化・焦点化

・共有化）

のことなど

が話題とな

った。



～ 研 究 部 紹 介 ～

【メディアリテラシー教育研究部】
１．研究主題

「児童の情報活用能力（メディアリテラシ

ー）の育成」

２．研究の内容

児童は、生まれながらにたくさんのメデ

ィアに囲まれ、高度情報通信社会に生きて

いると言える。高度情報通信社会は、その

便利さの反面、負の部分も持ち合わせ、児

童に悪影響を与えている実態もある。児童

を取り巻く情報環境が、複雑化・多様化し

ている今日、子どもたちがいかに主体的に

情報を取り入れ、自分の考えをまとめ、発

信していくことができるかが、学校教育の

大きな課題の一つとなっている。

メディアリテラシーの「リテラシー」と

は、読み書き能力のことで、読む力と同時

に書く力も含む。つまり、メディアリテラ

シーとは、情報を鵜呑みにせず、どんな意

図で作られ、送り出されているかを自分の

頭で判断し、自ら情報発信する力のことを

言う。この高度な情報環境の中で、児童が

安心安全に生活できるように、学校教育の

中で、情報モラル教育を推進していかなけ

ればならない。これらの理由から研究主題

を「児童の情報活用能力の育成」とした。

情報モラル教育の推進を考え、平成２５

年度に相模原市から発行された「情報モラ

ルハンドブック」（以下、ハンドブック）

の活用方法について昨年度から研究に取り

組んできた。今年度もハンドブックを中心

として研究を進めた。各学校におけるハン

ドブックの活用状況や情報モラル教育の取

り組み（情報モラル週間などの設定状況な

ど）、また研究員の情報モラル教育の実践

例などの情報交換を行った。

情報交換をする中で、広陵小学校の永月

徹教諭（５年生）が研究授業を行うことと

なった。今年度は、児童の実態を考え、ハ

ンドブックを弾力的に活用することにした。

相模原プランでは、６年生で扱うことにな

っている「インターネットには間違った情

報も存在する（情報の信憑性）」を５年生

で扱うことにした。

研究授業では、児童が自分たちの経験を

ふり返りながら、情報をどうやって得てい

るのか、情報の信憑性について考える展開

となっており、児童も身近なことに置き換

えながら考えていた。情報モラルの動画だ

けでなく、発行年の古い本やノートパソコ

ンを使って実際

のインターネッ

ト上の情報を見

せるなど、工夫

されていた。

その後の研究

協議では、発信

側と受信側の責

任についてどう考えさせていくのか、動画

の扱いについて（動画のタイトルを見せず

に視聴させる方が良い）など授業の内容に

ついての意見や、情報モラル教育を道徳で

扱うことの難しさや教科の枠を超えて扱う

ことの大切さなどの情報モラルの在り方に

ついての意見もあり充実した協議となった。

また、神奈川県視聴覚放送教育研究大会

川崎大会の分科会の資料を活用して、発達

段階・実態に応じた情報モラル指導の在り

方 に つ い て の

報告もあった。

報告の中では、

学 校 だ け で な

く 、 保 護 者 と

の 連 携 も 含 め

た 取 り 組 み の

重 要 性 な ど も

確 認 さ れ た 。

３．成果と課題

今回、児童の実態を考え、ハンドブック

を弾力的に活用（６年生の内容を５年生で

実践すること）できたことは大きな成果だ

と考える。しかし、相模原プランは、小学

校から中学校までの９年間を見通したプラ

ンになっているので、弾力的に活用したこ

とを次の学年に申し送ることも必須となっ

ていく。また、一部の教員だけが情報モラ

ル教育を行うのでなく、誰もが情報モラル

教育を行っていける環境を作っていくこと

も重要であると感じた。

情報モラル教育については、ハンドブッ

クだけでなく、わたしたちの道徳などにも

教材が載っており、今後ますます多くの実

践が報告されるであろう。これからはハン

ドブックを中心に、視野を広げながら情報

モラル教育を行うことが重要であると共通

認識することができた。そして情報モラル

教育が、児童の情報活用能力（メディアリ

テラシー）の育成の一つの柱となるように

研究を進めていくことを確認することがで

きた。

情報モラルの動画を

視聴する。

自分たちの感想を

交換し合う様子。

考 え る 目



【 視聴覚 ・情 報機器 活用研究部 】
１．研究主題

「児童がＩＣＴ教育機器を主体的に活用で

きる能力の育成」

サブテーマ「～大型テレビとＩＣＴ教育

機器の効果的な活用～」

２．研究内容

児童自身が、急速に進む、社会の情報化

に対応できる能力を身に付けて行くため、

「教員だけでなく、児童が ICT 機器を主体
的に活用することで授業のねらいに迫る」

ということを念頭に置き、研究を進めたい

と考えた。

ICT 機器は、児童が主体的に学び合うた
めのツールとして活用するということを確

認 し た う

え で 、 研

究 授 業 を

行 っ た 。

ま た 、 タ

ブ レ ッ ト

PC の機器
整 備 に 伴

い 、 そ の

情 報 交 換

をしながら研究を深めていった。

橋本小学校の目黒祥平教諭の第６学年理

科「月と太陽」の授業では、各グループで

月の形の見え方の変化を、タブレットの動

画 や写 真

機 能を 活

用 し調 べ

た 。月 の

模 型を 持

っ て、 ゆ

っ くり と

回 って い

く グル ー

プ 、そ れ

ぞれの場所で立ち止まって写真を撮るグル

ープなど、グループで相談して実験を行っ

た。各自、自分たちで撮った動画や画像を

確認しながらワークシートに記入する姿が

見られた。

「この場所

からはどう

見えるのだ

ろう」とい

う疑問を持

ったグルー

プは、再度

その場所に

立ってタブ

レットを使い確認する姿も見られた。ワー

クシートには、A から H までの定点を作り、
グループでとった動画を一時停止したり早

送りしたりしながら、何度も見え方を確認

して記入した。まとめでは、それぞれの定

点での見え方を確認した後、各グループが

撮った動画を使い、月の形の変化に注目さ

せて確認した。

研究協

議では、

タブレッ

トの有効

活用につ

いて話し

合った。

成果とし

ては、①

４人に１

台のタブレットを用意したことで、グルー

プ全員が画像を見たいときに確認すること

ができ有効だった。

②タブレットを記録の道具として活用した

ことで、後々振り返ることができた。

③グループの話し合いで意見の根拠として

撮影していた画像を活用できた。

④タブレットの機能（コマ送り）に児童が

気付き、進んでそれを活用していた。

⑤タブレットで

動画・静止画の

両方を撮影し、

比較して変化を

確認することが

できた点が挙げ

られる。

課 題 と し て

は、①必要なタ

ブレットの台数

をいかに確保す

るか。

②タブレット内のアプリ機能を充実させて

いくことが挙げられた。

今回の研究授業では、 ICT 機器を通した
関わり合い・学び合いが自然に行われてお

り、授業のねらいを達成できた。また、効

果的な機器活用という主題に迫ることがで

きた。



【番組活用・校内放送活用研究部】
１．研究主題

「授業実践における放送番組の効果的な活用」

～子どもたちが“わかる”授業を目指して～

２．研究内容

近年、大型テレビと校内 LAN が導入され
て、大型テレビを活用した授業実践と研究

が行われてきた。OHC と大型テレビをつな
げて、大型テレビをスクリーンとして活用

する方法など、様々な授業実践が行われ、

教育効果が上がっていることは報告されて

いる。本研究部では、テレビというメディ

アの基本的な特質である番組放送を活用し

た授業研究を実践してきた。今年度は、昨

年度からの研究を受けて、放送番組を部分

視聴するなど、授業において効果的な活用

方法の研究を進めてきた。放送番組を効果

的に視聴することで、子どもたちの学びを

広げたり、深めたりするための授業展開を

目指したいと考えた。

４月からＮＨＫ教育放送の授業への効果

的な活用法を各部員が考え実践し、教科書

単元と番組の対応について情報交換をしな

がら、研究を深めていった。ウェブサイト

「NHK for School」で提供されている番組チ
ャプターを活用した学習場面の設定を中心

に研究がなされた。

研究授業では、鳥屋小学校吉田真人教諭

が実践を行った。６学年道徳「働く喜び」

（４－（４）勤労・社会奉仕）で、ＮＨＫ

教育放送番組「道徳ドキュメント『もう一

度働きたい』」を部分視聴した。道徳の学

習の中で、どのタイミングでどの部分を視

聴させるかがポイントとなった。

授業の前半は、職業についてのアンケー

トをもとに、子どもたちが働くことについ

て様々な意見を話し合う姿が見られた。

授業中盤に、主題のねらいから番組の前

半部分だけを部分視聴した。子どもたちは、

集中して番組を見ており、視聴後には様々

な意見が出された。出演者の思いを感じ取

り、一言一句逃さずに聞いている子もいた。

また、働くことの意義や職業について真剣

に考える姿が見られた。

【大型テレビと NHK 教育放送番組の活用】

（資料「道徳ドキュメント『もう一度働き

たい』」の概要）

大阪でレンタサイクル事業を立ち上げ

た川口さんと、そこで働く元ホームレス

の澤本さんを中心とした番組である。前

半の川口さんの部分では、社会を支える

仕事の実際と、誰かのために自分にも何

かができるのではないかという川口さん

の思いに触れることができる。後半の澤

本さんの部分では、困難な就職活動にも

前向きに取り組もうとする澤本さんの懸

命な姿と、さらにそれにより川口さんの

活動の成果を知ることができる。ホーム

レスについてなど暗い部分もあるが、「誰

かのために役に立ちたい」「働くことに

生きがいや喜びを感じている」人の姿に

触れることができる資料である。

授業のまとめでは、「働くことで、喜ん

でくれる人もいるし、生活もできる。自分

の幸せのため、

家族のために

もなる。」「自

分も将来は、

人のために働

き た い 。」 な

どの感想を子

どもたちは持

つことができた。

課題としては、道徳で番組を活用する場

合、番組を見せるタイミングの難しさ、見

せることで、ねらいや道徳的価値がずれて

いく危険性があるということがわかった。

しかし、授業の様子や感想から、番組を活

用することで学習に対する意欲が高まり、

道徳的な価値に迫ることができたことがわ

かる。今後も、授業研究を重ね、番組を効

果的に活用する研究に取り組んでいきたい。



【中学校部会】
１．研究主題

「 ICT 教育機器の効果的な活用」

２．研究内容

これまで「わかる授業」を実現するた

め、 ICT 機器（主に大型テレビとコンテ
ンツサーバ）の効果的な活用方法を模索

してきた。また、市内では ICT 教育機器
の拡充が行われ、ノートパソコンやタブ

レット端末の導入も進められている。今

後も、こうした ICT 教育機器の活用が増
えるとともに、これらを最大限に生かす

ことが教員の責務と考える。

そこで今年度は、多種多様な ICT 機器
で、その活用方法によって生徒のどの力

を伸ばすことに効果的なのかを探究した

いと考えた。また本研究が生徒の学力向

上や、機器を扱う教員側の手掛かりとな

り、より ICT 教育が充実することを期待
し本主題を設定した。

＊ ICT 機器の活用状況について
授業実践例をまとめたレポートや情報

交換を通じて、様々な ICT 機器の活用状
況を知ることができた。特に効果的だっ

たものは、画像や動画などの拡大表示や、

デジタル教材を用いた演示機器としての

活用である。機器の中では、特に書画カ

メラを始め、ノート PC やタブレット端末
の活用が目立った。

＊ ICT 機器の活用と学習評価の観点の効
果について

中学校は教科担当制による指導により、

教科ごとの指導方法や ICT 機器の活用方
法も様々である。そこで教科の学習評価

の観点に着目し、各 ICT 機器の種類や活
用方法が学習評価の観点にどう効果的で

あるかを協議した。

【関心・意欲・態度】【知識・理解】

単元の導入や学習内容に対する関心を

生徒にもたせることはとても重要である。

上記の ICT 機器は画像や動画など映像資
料を見やすく円滑に提示することに長け

ており、視覚的に強い印象を与え興味を

引きつけることができる。また知識・理

解を深める手段として、到達目標に合わ

せて作成したパワーポイントやアニメー

ションを活用した。特に数学のグラフ変

化や理科の自然事象を動くイメージで示

すことで性質や特徴を理解する手助けと

して非常に効果が大きかった。

【思考・表現】

ノート PC やタブレット端末で Wi-Fi 環
境を整えることで教材サイトから目的に

合った動画を再生することが可能である。

動画を基に考察を行いながら考えを共有

し合うことで思考・表現の観点を伸ばす

ことが期待できる。その他にも、表計算

ソフトを使用し、関数を組み込んだデー

タを作成することで、生徒自身がデータ

整理し、入力していくことができる。こ

れにより自分の分析や考えを結果として

反映しながら考えを深めていくことがで

きる。

ICT 機器を活用することで、特に上記
の観点で大きな効果が期待できることが

わかった。 ICT 機器の長所として資料の
提示や動画など、視覚的効果が大きく、

生徒の興味関心を引き出しやすい。一方

でそれを扱う教師側は、機器の使用方法

とともに教材研究による工夫を加えるこ

とが学習効果に必要不可欠である。今後

も様々な可能性を考えながら ICT 機器活
用の充実を図っていきたい。



【第１２回小学校放送コンテスト】
相視研が主催している放送コンテストも､

今回で第 1 ２回を迎えた。①校内放送の活
性化を図り、創造性・主体性豊かな児童・

生徒の育成を目指すこと、②児童の情報活

用力や表現力の育成を図ること、③教員の

機器活用能力の向上を図ることの三つを目

的として行われている。集まった作品は、

株式会社エフエムさがみに協力をいただき、

公正かつ、厳密なプロの目で審査をして評

価していただいている。優れた作品につい

ては賞を贈り表彰すると同時に、表彰作品

は、番組制作のよきお手本として、相視研

理事会の際に紹介し、番組作りのアイデア

や手法を先生方に広く伝えることにしてい

る。また、アナウンスの仕方や放送の工夫

など、プロの視点からのアドバイスを学校

現場に伝えるよい機会となっている。回を

重ねるごとに、児童・教員ともに取り組む

意欲が高まり、質の高い作品が増えてきて

いる。放送コンテストをきっかけに、校内

放送を見直し、活性化を図ろうという意識

が高まってきている。

【中学校放送コンテスト】
今年度も、平成 26 年 8 月 20 日、第 31 回

NHK 杯全国中学校放送コンテストの決勝
が､東京の千代田放送会館『２階ホール』に

て行われた。全国から予選の地方大会を含

め 635 校の参加があった。そして数々の優
秀な作品がエントリーされた。

本大会では神奈川県からも多数のエント

リーがあり、朗読部門においては、優秀賞

を取得したり入選を果たしたりするなど、

神奈川県にとって意義のある大会となった。

また、相模原市からも朗読部門に３本のエ

ントリーがあり、全国大会予選に出場を果

たすことができた。

今後も昨年同様、相模原地区においては、

神奈川県代表の一員として参加していくこ

とになっている。さらに相模原地区の参加

校の拡大と、朗読部門以外のアナウンス部

門やラジオ番組部門への進出などに挑戦し

てくれることを願っている。

終わりに 相模原市立小中学校視聴覚教育研究会

副会長 木原 裕二
本年度も各研究部にお

ける積極的な授業研究

と、県・関ブロ等での有

意義な実践発表が行わ

れ、市内外で相視研が充

実した研究及び事業活動

で活躍したことを大変嬉

しく思っております。そ

して、意欲的に取り組ん

でいただいた先生方に、心より感謝申し上

げます。

ありがとうございました。

今年度は、私自身も県の合同大会や関ブ

ロ、そして全国の研究大会にも参加できる

機会に恵まれ、視聴覚・情報教育、ＩＣＴ

教育の現状に数多く触れることができまし

た。

特にＩＣＴ（情報通信技術）の進化は目

覚ましく、教育現場において子どもたちと

教師が、どのように受け止めていくべきか

を考えさせられました。ＩＣＴの進化によ

り、そのメカニズムについて行くのが精一

杯になっている現状はありますが、教育と

名がつく以上それを受け入れる人間のメカ

ニズムについても目を向けてみたいもので

す。

人間の目は 2 つ、耳も 2 つ、そして鼻の
穴も 2 つありますが、口は 1 つです。多く
の様々な情報を受け入れるものは 2 つずつ
ありますが、情報を発信するものは 1 つ、
これが人間のメカニズムです。このことの

意味を私たちはしっかりと考えていかなけ

ればなりません。

目や耳でしっかりと受け止めた情報を、

じっくりと頭で考え、心で感じたことを、

たった 1 つしかない口を通して大切に表現
する。この人間のメカニズムこそが、教育

として私たちが実践すべきものであり、こ

のことを通して、今注目されている「21 世
紀型能力」が育成されるのではないでしょ

うか。ＩＣＴの進化や複雑化するそのメカ

ニズムに振り回されることなく、教育とし

てこの人間のメカニズムを進化させていき

たいものです。

相視研の機関紙として５０年以上も研究

を支えてきた、この「考える目」のタイト

ルにも、こんな思いが脈々と引き継がれて

きたのではないかと、改めて感じました。

編集後記

一説によると現代人が一日に触れる情報量は、江戸時代の一生分とも言われている。怒濤

のごとく押し寄せてくる情報の中を生きていく、子どもたちには、やはりそれにふさわしい

様々な能力が求められている。これからも相視研では地道な研究が続いていくが、その成果

が未来を生きる子どもたちの幸福へと少しでもつながってほしいと願っている。


