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A1119856 菅野ゆい菜

エスニック・メディア

私は 1 年間のゼミを通して、自己研究テーマとしてエスニック・メディアを取り上げた。

エスニック・メディアの定義や機能をはじめ、日本や多文化社会を標榜するオーストラリ

アのエスニック・メディアの現状について研究した。今回は特に、多言語・多文化放送を

行っているオーストラリアの公共放送局 SBS（Special Broadcasting Service）に注目した。

非英語系民族が大幅に増え、移住者が多様化するオーストラリア社会の中で、SBS はそこ

に暮らす様々なエスニック・コミュニティに対してどのような取り組みを行ってきたのだ

ろうか。そして、SBS はオーストラリア社会にどのような影響を与えてきたのだろうか。

まず、エスニック・メディアの定義について述べておく。エスニック・メディアとは「該

国家内に居住するエスニック・マイノリティの人々によって、そのエスニシティのゆえに

用いられる、当該国家内で編成・制作される情報媒体」のことだ。[1] その機能については、

集団内的機能・集団間的機能・社会安定機能の 3 つが挙げられる。中でも集団間的機能は、

エスニック集団と当該社会に住むマジョリティ集団を繋ぐ役目を果たしているが、オース

トラリアの SBS はその機能に重点の置かれたエスニック・メディアであると言えるだろう。

SBS は現在、ラジオで 74 言語、テレビで 45 言語、インターネットでも 68 言語による

放送サービスが行われている。イギリスの BBC が 26 言語放送であることと比べても、SBS

が取り扱っている言語数の多さは明らかだ。SBS ラジオにおいては、アラビア語・広東語・

ベトナム語などが上位に挙がっている。一方 SBS テレビにおいては、フランス語・スペイ

ン語・イタリア語などのヨーロッパ言語が目立つ。日本語は、テレビの SBS TWO チャン

ネルで 3 位であった。[2] 放送時間に関しては、SBS の全放送時間のうち LOTE（Languages

other than English）による放送時間が 70%以上を占める。2013 年 3 月に改定された新し

いスケジュールでは、SBS ラジオにおける LOTE 放送時間が 95%にまで上昇した。[3] こ

うした数値の高さからも、SBS が多言語放送に尽力している、ということが分かるだろう。

オーストラリアには SBS が誕生する以前からもエスニック・メディア自体は存在し、多

言語放送も行われていたが、それを専門に扱う放送局は SBS が初めてだった。その多言語

放送の骨子となっているのが、1991 年に制定された「特別放送サービス法」だ。その中の

SBS 憲章によると、SBS の主な役割は「すべてのオーストラリアの人びとへの情報伝達、

教育、娯楽となる多言語、多文化のラジオ、テレビ放送を提供し、それによってオースト

ラリアの多文化社会を反映すること」である。[4] つまり、移民してきた人々とホスト社会

とを繋ぐ架け橋として彼らが必要とする情報を提供し、彼らの言語や文化を保持しながら

[1] 白水繁彦（2004）

[2] SBS 2012-2013 Annual Report（2013）

[3] 同上

[4] 鈴木みどり、高橋恭子（2005）
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継承していくと同時に、その言語や文化を他のエスニック・コミュニティを含めたオース

トラリア社会全体に共有させる役割を担っているということだ。

そうした目的を基に行われる取り組みの中でも特に注目したいのが、SBS テレビの輸入

番組と字幕付き非英語番組である。SBS はニュースやドキュメンタリー、ドラマや映画な

どを主に放送しているが、その約 5 分の 4 が他国からの輸入番組にあたる。特にニュース

番組ではNHK日本語放送のような輸入番組が8～9割を占める。[5] 国産番組の比率はABC

（オーストラリア放送協会）や民放局と比べても低く、それだけ世界各国からの番組を提

供していることが特色といえるだろう。また、そうした番組に英語のナレーションを付け

るといった工夫を凝らし、英語圏視聴者の獲得にも積極的に取り組んだ。その結果、現在

では SBS ONE と SBS TWO の 2 チャンネルにおいて、LOTE 放送時間の約 30%を占める

2,848 時間が字幕付き、特に英語の字幕付きを使用した番組編成になっている。[6] こうし

た取り組みにより、移民者や非英語圏出身者だけでなく、英語を母語とする人々も他国の

ニュースやドキュメンタリー、映画などを視聴することが容易になったのだ。

オーストラリアは世界においても移民政策の進んだ国として多言語・多文化放送の本

格化に従事してきた。一方で、多文化主義を維持する難しさにも直面している。SBS テレ

ビにおいてヨーロッパ言語が上位を占めていることからも見てとれるように、SBS が決し

てマイノリティのためのメディア装置になっていないという問題点は残ったままだ。しか

し、120 以上ものエスニック・コミュニティが共存する中で、コミュニティ内、コミュニテ

ィ間、そしてオーストラリア社会全体において、SBS が多文化社会を支える重要な要因の

一つであることは確かであるだろう。SBS の様々な取り組みによって、他言語、他文化に

触れる人々が増え、様々な国や地域、そして民族について理解を深めるきっかけとなって

いるのではないだろうか。今回は、SBS の存在や取り組みの意義を考察することはできた

が、実際の視聴者層やその割合については研究が及ばなかった。今後はそうした点につい

ても考察し、オーストラリアでの実地調査を含め、さらに研究を深めていきたいと思う。

【参考文献】

・小玉美意子 （1993）「マイノリティとメディア」『メディアの現在形』 新曜社

・白水繁彦（2004）『エスニック・メディア研究』明石書籍

・白水繁彦 （1996） 『エスニック・メディア 多文化社会日本をめざして』 明石書店

・鈴木みどり・高橋恭子 訳責（2005）「オーストラリア SBS 『実務規則』

SBS Codes of Practice」『fctGAZETTE』85

・鈴木雄雅（2011）「オーストラリアの放送--多様化の進展--SBS の今日的状況」

『ジャーナリズム&メディア』（日本大学法学部新聞学研究所紀要）4

・SBS 2010~2013 Annual Report（2013）http://www.sbs.com.au （2014 / 02 / 09）

[5] 鈴木雄雅（2011）

[6] SBS 2012-2013 Annual Report（2013）
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A1219098 駒木奈美

「日本の音楽メディア」

[調べようと思ったこと]

雑誌からネットへの変動

今音楽雑誌を出している出版社はどう収入を得ているのか

現在使われているネット音楽メディア

[1990 年代までの音楽雑誌]

アーティストが自身の活動を発表する場がなかったので、音楽雑誌の需要と広告収入は莫

大だった。

[ネットが出てきてから]

アーティストが自身でネットを使い、活動の告知を行う

⇒音楽雑誌の需要と広告収入が激減

[注目のネット音楽]

YouTube、ニコニコ動画、USTREAM

[イベント思考のメディア]

フェスを開催すれば成功すると言われる時代。

今まではイベンター会社が主催していたが、最近は出版社、TV 局も主催。

[音楽メディアの今後]

メディア全体がイベント思考

無料動画配信サイトと雑誌などの紙媒体をどう連動させていくか

イベントを行うことで雑誌などの売り上げを伸ばす方法の模索

参考文献

ROCK IN JAPAN 1993 年４月号

ROCK IN JAPAN 2012 年６月号

「ソーシャル時代に音楽を“売る"7 つの戦略 」 山口哲一著

音楽ビジネス革命 河野 章宏著
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A1219098 駒木奈美

 １ 調べようと思ったこと

 ２ 1990年代の音楽雑誌

 ３ 現在の音楽雑誌が抱える問題点

 ４ 現在の音楽状況

 ５ 何をきっかけにCD買うか

 ６ 最近の傾向

 ７ 無料動画配信サイトについて

 ８ フェスについて

 ９ 今後の音楽メディア

 10参考文献

 雑誌からネットへの移り変わり

 今音楽雑誌を出している出版社はどう収入を得てい
るのか

 現在使われているネット音楽メディア

 TV

 雑誌

 無料動画配信サイト

 CDなどの音源

 フェスなどのイベント

 ネットが出てくるまでの音楽雑誌の特徴

アーティストが自分たちの活動状況を知らせ

る場がなかった。

ライブや新曲、バンドの解散などの重大発表

を雑誌に一番に載せていた。

つまり、アーティストの活動を知る手段が音楽雑誌の
みであった。

広告収入は莫大！！



 需要の減少

→アーティストが個人でネットを使用し、発表

の場を持つ

 広告費の収入が減少

→音楽業界全体が厳しく、CDも売れないため

広告収入が入らない

0 10 20 30

2012年

2002年

半年間でレンタルした

CDの枚数

半年間で買ったCDの枚

数

※日本レコード協会の「音楽メディアユーザー実態調査」をもとに作成

 未知のアーティストのCDを買うきっかけは？

（日本レコード協会のアンケート）

2002年

第１位 TV番組

第２位 TVのCM

第３位 ラジオ

（音楽雑誌は第六位）

２０１２年

第１位 TV番組

第２位 TVのCM

第３位 無料動画配信サイト

※2011年から「コンサート、ライブ等のイベント」

がランクイン（第10位）

18.6%
17.2%
16.9%

 無料動画配信サイトの勢い

（YouTube、ニコニコ動画、USTREAM）

 コンサートやライブのイベント人気上昇

特にフェスという音楽のおまつり

 無料でインターネットを使って、ライブブロードキャスト
が出来るサービス

 YouTubeの生放送版と考えるとわかりやすい

 アーティストが演奏を生放送で配信

臨場感が味わえる



 フェスとは

音楽を真ん中においたお祭り。

 主催者

出版社、コンサートイベンター、アーティスト

 規模

フジロック 13万人（３日間）

サマーソニック 23万人（東京、大阪３日間）

 ２０１３年 ５月

新木場で「METROCK」が行われる。

２日間で２万人動員

主催はミュージックステーション、ぴあ、

ディスクガレージ（コンサートイベンター）。

 メディア全体がイベント思考

 無料動画配信サイトと雑誌などの紙媒体をどう連動さ
せていくか

 イベントを行うことで雑誌などの売り上げを伸ばす方
法の模索

 ROCK IN JAPAN 1993年４月号

 ROCK IN JAPAN 2012年６月号

 「ソーシャル時代に音楽を“売る"7つの戦略 」

山口哲一著

 音楽ビジネス革命 河野 章宏著
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A1219177 四家千晴

研究テーマ：「ファッション雑誌の興隆と衰退」

日本の出版社から発売されているファッション雑誌の種類は 2013 年 10 月の段階で女

性誌 100 種類、男性誌 70 種類をこえているが年々休刊になる雑誌が増えている。

一世を風靡した雑誌がなぜ次々と休刊に追い込まれてしまうのか、その理由を雑誌の歴

史と共に追求していく。以下はその研究成果のまとめである。

1970 年代の雑誌初期にはアンノン族と称される現象がブームとなる。女性誌「an・

an」「non−no」の旅企画に感化され、これらの雑誌を片手に持ち各地を旅した女の子の

ことであり、当時女性の一人旅は大変珍しかったがアンノン族ブームになり女性の一人

旅が認められるようになる。1980 年代バブル到来の時期には「cancam」や「vivi」な

ど現在も人気がある雑誌が誕生した。2005 年頃にはエビちゃんブームという現象が起

こった。マクドナルドのエビフィレオは 1 ヶ月間限定商品だったが「エビちゃん」効果

のおかげで4週間で1000万食を売り上げ2006年1１月にはレギュラー商品となった。

1990 年代バブル崩壊の時期には「egg」や「popteen」などのギャル雑誌が誕生し、2000

年代の雑誌不況の時期には「sweet」や「BLENDA」などの雑誌が誕生した。売り上げ

部数の高い雑誌は「vivinight」や「non コレ」など読者と触れ合えるイベントを開催

したり、付録を有名ブランドとコラボして充実させるなど戦略がある。この研究の結論

を以下のようにまとめた。

①雑誌の多様化が進行→雑誌の個性（モテ系、ギャル系、セレブ系など）を尊重しブレ

ずにオリジナル感をだす。

② 読者離れを防ぐために読者参加型のイベントを開く。

③ 付録も雑誌の売り上げを左右する重要な商品と考え読者が欲しいと思うブランド

やアイテムにする。

④ その雑誌独占など、付録だけでなく紙面の内容も充実させる。

＊ 参考文献

ファッション雑誌ガイド JMPA 一般社団法人 日本雑誌協会

http://www.magazine-data.com http://www.j-magazine.or.jp/index.html
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〜アンノン族〜 〜エビちゃん効果〜

〜各雑誌の戦略〜

例）１ ViVi naight
年に数回開催され場所は大阪や東京など東西にわたる。

チケットは３０００円程度で一般購入できアーティストによるライブパ
フォーマンスやViVi専属モデルによるショーを見ることができる。
ドレスコードがピンクやレッドなど毎回決まっている。

左の写真の女性は
ananを手にしている。

エビちゃんがCMをし

た事により限定メ
ニューがレギュラーメ
ニューへと昇格。

☻研究のまとめ☻

例）２ non コレ

non−noが主催するファッションイベントで雑誌を買った人のみチケットを応募できる。
（完全招待制）

ゲストライブやnon-no専属モデルによるファッションショーなどがメイン。

〜付録で読者を獲得する〜

有名ブロンドとコラボし質の高い付録を
付けることにより読者の獲得を狙って
いる。

左の写真はすべて宝島社の付録であ
り、COACHのステーショナリーセットや
ANNA SUIのマルチケース、Betsey
Johnsonのトラベルケースなどどれも

しっかりとした作りで付録とは思えない。
このブランド付録を目当てに雑誌を買
う人もいる。

「VIVI」講談社
の付録

その世代に人気がある芸能人をカバーガールにする。

安室奈美恵

浜崎あゆみ

西野カナ
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A1219315 田中雅久

アメリカの愛国心と新聞報道―9.11 を事例に－

私は、アメリカの愛国心と報道について調べた。調べようと思った経緯は昨年自分の目

で「グラウンド・ゼロ」を見て、9.11 について深く考えるようになったこととアメリカへ

の関心があげられる。後期ゼミ発表ではアメリカの人種構成や戦争とジャーナリズムの結

びつき、アメリカにおける新聞について研究。戦争とジャーナリズムの関連では、幾度も

の戦争を経たことで、「記憶」が共同体のものとして記録される1ようになったことがあげら

れる。そこで建国の歴史などからあった愛国心というものがさらに大きくなったといえる。

この研究では新聞を対象にした。新聞に絞った理由としては、デジタルメディアが発達

する中でも、アメリカは歴史的観点などから新聞先進国といえると考えたからだ。実際に

9.11 後の新聞研究を行いたかったが、時間の都合上からそれを省き翌日の主要紙の 1 面の

比較を行った。”IT’S WAR”という過激で強気な見出しを出している新聞があったこと、一

方で 1 面で大きく取り上げているものの、比較的落ち着いた見出しがあるものもあった。

これは都市によって見出しに差があると推測され、アメリカの地元意識などとも関連付け

ることができよう。

9.11 後、アメリカ国内では「愛国心」が喧伝され、「団結」や「神の加護」「アメリカの

誇り」が叫ばれた2。また、当時のブッシュ政権を批判したり揶揄したジャーナリストは解

雇された。スポーツの試合前などで、星条旗が掲げられ、国歌の斉唱や USA!コールが頻繁

に行われるようになった。

これらのことを踏まえ、アメリカにおける戦争の歴史や人種問題をもう一度整理し、9.11

以外にも対象を広げたうえで比較を行うべきだと考えた。また、翌日の１面の見出しで違

いが見られたことを踏まえ、それ以降の紙面でどのような記事が出たか検証し、アメリカ

の新聞について考察していきたい。今の時点では、愛国心と報道の相関関係について結論

が出ていないので、特に先にあげた４つの愛国報道3(パワポに掲載)の論点から検証を行う。

アメリカの愛国心は簡単に結論づけられる問題ではないので、しっかりとした道筋を立

てて研究していく必要がある。そのためには英語の文献や新聞などにもあたる必要がある

ので語学力をアップしていくことも並行して課題としたい。ソチオリンピックでもテロ対

策などが強く叫ばれている。今日の課題にも注視しつつ、研究にあたりたいというのがこ

の後期発表のまとめから来年度以降の研究にもつながる。

1ニール他、2012
2 永島、2005
3 永島、2005
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アメリカの愛国心と新聞報道
―9.11を事例に－

1

アメリカと愛国心

2

72.4%

12.6%

0.9%
4.8%

9.1%

人種構成

白人

黒人、アフリカ系アメ

リカ人

原住民、アラスカ人

アジア系

その他

The United States Census Bureau, 2010 Census Dataより作成
3

 白人が圧倒的な割合を占めるものの、多
くの人種が存在している

 一昔前は黒人が差別される社会

 今はオバマ大統領が就任したことからも
分かるように黒人も社会で存在感を出す
ように
(しかし、経済格差など完全に差別がなく
なったとは言えない)

 また、メキシコから流入するヒスパニッ
ク系スペイン語話者も多い

4

辞書的定義によれば…

人が自分の帰属する親密な共同体、地域、社会に対
して抱く愛着や忠誠の意識と行動である。愛国心が
向かう対象は、国によって総称されることが多い
が、地域の小集団から民族集団が住む国全体までの
広がりがある。この対象が何であれ、それはつねに
そこに生活する人々、土地、生活様式を含む生活世
界の全体である。また愛国心の現れ方は、なつかし
さ、親近感、郷愁のような淡い感情から、対象との
強い一体感あるいは熱狂的な献身にいたるまで、幅
がある。

5

 アメリカの戦争の記憶はジャーナリズム
と結びついている

→南北戦争、米西戦争、ＷＷⅡ、ベトナム
戦争、湾岸戦争、イラク戦争…

 アメリカの歴史を語るうえで戦争は外せ
ないものであり、それとジャーナリズム
の関連はかなり重要である

→何を報道したか、どのように報道したか
など…

6



 幾度もの戦争を経たことで、「記憶」が共同
体のものとして記録される

ex)9.11では真珠湾攻撃の記憶が蘇る
 メディアが流すそれらの記憶には政治的効果
や政策決定に直結する力が秘められている。

→それが国民の感情を煽り、共同体から
個人へとステージが移り、愛国心、忠誠心
が作られる。

※日本ではメディアが発達してから大きな
戦争はなく、それらを形成するのは難し
い。

7

 メディアと国家の適切な距離が保たれて
いない？

 合衆国憲法で謳われている「言論の自
由」が保たれないおそれも…

 「愛国者法」の制定により国家の権力が
強まる？

 多人種であるがゆえに、国家全体で国に
対する忠誠心を形成するのは難しい

8

アメリカの新聞

9

 全国紙よりも地方紙が多く購読されてい
る。
※日本では、朝毎読の大手３紙、日経

などいわゆる全国紙が多く読まれてい
る。

一方、アメリカでは地元紙・地方紙が
好まれる傾向にある
(これはアメリカ人の地元意識の強さから
なのだろうか？)

10

 まず、よく耳にしたり、思いつく新聞と
は何だろうか？
→NewYork Times, Wall Street Journal,

Washington Post, Los Angeles Times...

しかし、ここであげたものはWall Street-
Journal以外、「地方紙」と位置づけること
ができる。
「全国紙」としてあげられるのは、Wallの
他に、USA TODAYくらい。

11

 ABC (Audit Bureau of Circulations)の統計
→ABCとは？
世界各国の新聞、雑誌、フリーペーパーな
どの発行部数を調査・公表する国際組織

※ABCの北米版として位置づけられるのが
AAM(Alliance for Audited Media)

12



順位 新聞名 拠点 発行部数(単位：部)

１ Wall Street Journal New York, NY 2,378,827

２ New YorkTimes New York, NY 1,865,318

３ USA TODAY McLean, VA 1,674,306

４ Los Angeles Times Los Angeles, CA 653,868

５ New York Daily News New York, NY 516,165

６ New York Post New York, NY 500,521

７ Washington Post Washington D.C. 474,767

８ Chicago Sun-Times Chicago, IL 470,548

９ Denver Post Denver, CO 416,676

１０ Chicago Tribune Chicago, IL 414,930

Average Circulation at the Top 25 U.S. Daily Newspapersより作成

13

 Wall Street Journalが圧倒的な発行部数
→しかし、経済紙なので比較は難しい

 USA TODAYは全国紙であるがゆえに、他紙と比
べると発行部数が多い

 NewYork Timesは一地方紙として位置づけられ
ながらも、他紙に比べると圧倒的な部数を誇る
→ニューヨークという都市がアメリカだけでな

く世界に影響力を持っているから？
それゆえ9.11のショックや影響は大きくその
報道に注目してみたい

14

15

9.11とその報道

 事件発生翌日の2001年9月12日(水)の主要
な新聞の１面をチェックする
→対象とする新聞は、13ページの表で挙げ
た中から、NewYork Times, USA TODAY,
Los Angeles Times, NewYork Post,
Washington Postの５紙とする。

 国家の危機に対してそれらの主要紙がど
のような１面トップを出してきたのか検
証する

16

 強気な見出しを出している新聞と比較的
落ち着いた見出しを出している新聞の２
タイプに分類
→見出しには地域性が表れているのか、
愛国心を煽るような見出しはあるの
か。

17

 初めの３つは強気、過激な見出しを出し
ている(ここにはあげていないが、New
York Daily Newsも”IT’S WAR”という見出し)

 一方、残り２紙はは１面で大きく取り上
げているものの、比較的落ち着いた見出
し(Chicago Tribuneは”Our nation saw devil”
という見出し)

→都市によって見出しに差がある
…記事の内容も大きく変わってくるのか？

18



 「愛国心」が喧伝され、「団結」や「神
の加護」「アメリカの誇り」が叫ばれた

→当時のブッシュ政権を批判したり揶揄し
たジャーナリストは解雇された。

 スポーツの試合前などで、星条旗が掲げ
られ、国歌の斉唱やUSA!コールが頻繁に
行われるようになった

19

① 「言論・出版の自由」vs.「生命・安全・
国防」

② 「市民的自由」vs.「市民的義務」
③ 「正義」vs.「寛容」
④ 「個人主義」vs.「公共精神」

アメリカ公共放送PBSの「NEWSHOUR」で

の報道記録に沿えば、この４点に論点を集
約できる(永島2005:28)

20

 アメリカという国の愛国心を考える上で
戦争や人種問題は重要なコンテンツ

→それとジャーナリズムの結びつきを整理
することが大事

 アメリカでは地方紙が多く読まれる傾向
にある

→国家の事件に対する書き方の違いや論調
の違いに着目する必要

21

 翌日の新聞から国民の感情を高揚させる
ような見出しを打っていた

→ニューヨークの新聞と地方の新聞では
スタイルに違いがある

 事件直後からメディアだけでなく、ス
ポーツの試合など生活に密着する部分で
愛国心が喧伝されるようになる

22

 アメリカにおける戦争の歴史や人種問題
をもう一度整理し、9.11以外にも対象を広
げたうえで比較を行う

 翌日の１面の見出しで違いが見られたこ
とを踏まえ、それ以降の紙面でどのよう
な記事が出たか検証する

 今の時点では、愛国心と報道の相関関係
について結論が出ていないので、特に先
にあげた４つの愛国報道の論点から検証
を行う

23

 寺田篤弘(1993)『アメリカの人間社会』、新泉社
 永島啓一(2005)『アメリカ「愛国」報道の軌跡 9.11後

のジャーナリズム』、玉川大学出版部
 ニール・キャンベル＆アラスディア・キーン(2012)『ア

メリカン・カルチュラル・スタディーズ［第二版］ポ
スト9.11からみるアメリカ文化』、萌書房

 Census Bureau, “2010 Census Data”
http://www.census.gov/2010census/data/

 kotobank
http://kotobank.jp/word/%E6%84%9B%E5%9B%BD%E5%B
F%83

 Alliance for Audited Media,” Top 25 U.S. Newspapers for
March 2013”
http://www.auditedmedia.com/news/blog/top-25-us-

newspapers-for-march-2013.aspx

24
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安倍政権のメデイア戦略

政党や政治家の際に送り出す情報は、大きく分けて二種類ある。一つは、自主的な判断だけて提供で

きる情報であり、選挙ポスター、政見放送、政治CMなどが含まれる。もう一つは、マスメディアに依存

した情報提供で、取材によるものはもちろん、テレビなどへの出演もここに分類される。自主的な情報

は、その内容が発信者の恣意にまかされる。それゆえ、作為的な情報操作の危険性や都合のよい自己宣

伝の可能性が高くなる。この 10 年、日本の首相が走馬灯のように頻繁に代わることはもはや日常茶飯

事になっています。みな短命に終わりました。

ここで、なぜ、安倍首相は人気を獲得したのだろう。安倍政権のメデイア戦略を検討していきたいと

思う。また、「情報の受け手」の地位に一方的に固定されがちであったが、今日、人はインターネットと

いう手段を通じて、「情報の送り手」として再び「表現の自由」を獲得しつつある。しかし、情報の受け

手として、インターネットを通じて、ソーシャルメディアを通じて、世論を誘導する可能性も高い。受

けてである人々は外見で自由に見えるかもしれないが、有権者の世論誘導の温床になるかもしれない。

これからのメデイアのあり方を考えていきたい。

まずは安倍政権の現状を説明していきたいです。

平成 24 年 12 月 26 日に第２次安倍内閣が発足しました。安倍晋三首相率いる「危機突破内閣」の発

足を受けまして、報道各社の世論調査が出そろいました。注目の内閣支持率は、読売新聞が６５％1 で、

毎日新聞 2 が５２％となるなど、開きが見られました。傾向として、安倍内閣の経済・外交政策に好意

的なメディアは高く、批判的なメディアは低く出ました。また安倍とエコノミックスを合わせた造語で

あるアベノミックスは 2012 年 11 月から朝日新聞が使用したことをきっかけに多用され始めた。「アベ

ノミックス」という言葉は世界中にも注目を浴びました。けれど、アベノミックスなど政府の施策につ

いてマスコミがあんまり批判できていなかったです。それで、自民党支持率の高さにつながっているこ

とは明らかだが、こうした報道が、安倍政権のメデイア対策とも関係があるかもしれない。

なぜこのような結果になったのか。一つは、プラックジャーパンという PR 会社と契約する。基礎的

な広報体制を整える。基本的な広報体制の骨格は変わってないけど、総理執務というのがあって、主な

省庁から送り込まれてくる総理秘書が５−６人がいる。あと補佐官という政治家チーム、さらに官房長官、

副長官といった政治家や官僚もいる。安倍政権のパフォーマンスや情報発信を支えているのは、世耕弘

成官房副長官や官邸スタッフなど。「自民党の“参謀”」と呼ばれていることについて、非常に誇りに思っ

ていると述べているまた「日本を取り戻す」「美しい日本」「アベノミックス」など短いスローガンであ

る。政治家は、断片的な言葉を繰り返し流すことにより問題を単純化し、現実について理解を深めるで

はなく、わかったような気にさせる。そして、サウンドバイトを作り出し、政治家の言動、パフオーマ

ンスについて振り付けをする「スピンドクター」を呼ばれる人々が、政治の中で大きな影響を持つよう

になった。大手の広告代理店が政党から広報の仕事を受注して、ポスターをデザインしたり、テレビの

CMを作ったり、キャッチコピーを考え出すなどの作業が行われている。そのように政治家のイメージを

管理するのが、スピンドクターというものである。また、2013年4月19日の改正公職選挙法によって、

第23回参議院議員通常選挙以降、一定の規制のもとで解禁された。メリットとして経費のコスト削減で

きるし、若者の投票率向上と政策の理解向上に役に立つ。しかし解禁時に首相だった安倍晋三が「投票



2

率の向上につながる」と述べるなど、主に若年層有権者のインターネットを通した政治参加や選挙運動

コストの削減への期待が政治家やメディアから寄せられたものの、解禁直後の第23回参議院議員通常選

挙の投票率は前回を下回る52.61%であり、ウェブサイトを経由した情報収集などのインターネット活用

は低調であった。また、コスト削減についても、選挙費用についても、むしろ高くつくという指摘もあ

り、ここで、PR 会社、広告代理店が参議院選挙を「ビジネスチャンス。」とばかりに政党や候補者に積

極な営業活動をする。これで、自民党は広報にも体制を整えたので、ネット解禁によって、党の広報活

動はもっと円滑にできるようになった。政治家側から見るネットの特性はまずネットは情報の受け手の

選択の幅が大きいメデイアである。つぎインターネットは無数のホームページから、わざわざ選挙の候

補者のホームページを選んでみようとしなければ必要な情報は得られない。安価なメデイアである。さ

らに有権者が候補者からのメッセージを「自由」しかも「直接的に」受信することが可能にする。今回

安倍政権は積極的にネットに関わっているように見えます。自民党のネット活用においては自民党が民

主党を圧倒的である。これから、安倍首相がソーシャルメディアに載せた内容を分析していきたい。

FACEBOOKには安倍首相は常に「国民の方向を向いてる」ということが意識される写真とメッセージを掲

載する。見た人の好感度は獲得できる。例えば、安倍氏のトップ写真は農村で女性に深深と頭を下げる

姿が写っている。また、いい夫婦の日にも奥さんと会食する写真を載せて、みた人はまるで自分の友た

ちの facebook をみるように親近感がアップする。さらにそこで書いた文書「家族の支えがあってこそ、

男性も女性も良い仕事ができます。日本の元気は、元気な家庭から。強い日本を取り戻すベースです。」

現在日本社会の雰囲気、女性の社会進出と自民党のキャッチコピー「日本を取り戻す」「美しい国日本」

など愛国的な言葉と日々意識しながら、自分のFACEBOOK上で発信していく。このように、日々のネット

上の発信によって、ネット市民の信頼を得て、これからの政策も染みながら、世論を広げる。権力監視

すべきマスコミは安倍首相と癒着していく。雑誌『創』7月号に「大手マスコミトップと相次ぎ会食」「安

倍政権のメディア戦略とアベノミクス礼賛報道の関係」と題する記事がある。そこに、3 月から 5 月に

かけて 3『しんぶん赤旗』が「これでいいのか大手メディア」「首相と会食止まらない」などと題して報

じた記事が紹介されている。それによると、安倍首相が今年に入ってから大手新聞社、テレビ局の幹部

などのマスコミ人と会食したのは次の通り。こうしてみると大手マスコミをほぼ網羅しており、最初は

新聞社幹部、それからテレビ局幹部、そしてジャーナリストという順に会っていることがわかる。首相

の方から意図的に順番に会食を申し入れているのだろう。放送法に書いたように、マスコミは責任を果

たしてない。２第１条 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。1．放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたら

すことを保障すること。2．放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の

自由を確保すること。3．放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の

発達に資するようにすること。

最後にメデイア側として市民に対してはより客観的に中立公正でなければならない。しかし権力に対

しては、特に国家の情報管理には断固戦わなければならないのだ。支配権力はいつもマスコミを取り込

もうとする。それは政治形態がどんなものであれ同じである。権力を持つものはいつの時代も驕り腐敗

する。それを市民の立場に立って監視する、つまり反権力の視点を失わないことがジャーナリズムにと

って大切だ。だからすべてのものから中立であると称する新聞社がおかしいであって、記者は反権力、

市民の側に「偏向」していると公言すべきなのだ。ところが、周知のように日本社会は“長いものには

巻かれろ”主義の社会である。「変に事を荒だてるな」という価値観も根強い。そうすると、「時には権
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力（それが社の外であれ内であれ）と妥協するのも必要だよ。それが賢いやり方というものだ」という

考え方が幅をきかせるようになる。それは、ジャーナリストの立っている地盤をどんどん掘り崩しては

行かないだろうか。政府側テレビが大きな影響力をもつ以上、どこの政党も有能なスピンドクターを雇

い、中身よりも印象や外見、イメージの改良に努力する傾向がある。これはやむを得ない現実である。

中身さえよければ外見はどうでもよい、有権者は必ずわかってくれるはずだなどということは、今は言

えない時代なのかもしれない。ただし、中身が空っぽいで、もっぱらイメージ戦略ばかり先行していく

ことは、政治を貧困なものにしてしまう。(3617)

注

1． 読売新聞

http://database.yomiuri.co.jp/rekishikan/yomiuriNewsArticle.ac

2． 毎日新聞

https://dbs-search.or.jp/aps/WSKR/main.jsp?ssid=201312121

3． http://ityti.blog48.fc2.com/blog-entry-1073.html
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安倍政権のメデイア戦略

［背景］

政党や政治家の際に送り出す情報は、大きく分けて二種類ある。

1. 自主的な判断だけて提供できる情報であり、選挙ポスター、政見放送、政治 C M など

が含まれる。

2. マスメディアに依存した情報提供で、取材によるものはもちろん、テレビなどへの出演

もここに分類される。

［研究目的］

1. 日本の首相が走馬灯のように頻繁に代わることは、近年はほぼ短命政権の中で、なぜ安

倍首相は人気を獲得した裏技とは？メデイア戦略を検討していきたい。

2. インターネットの発展によって、受け手は再び「表現の自由」を獲得しつつである。しかし、

情報の送り手であるー有権者はソーシャルメデイアを利用。ネットは世論誘導の温床にな

るかもしれない。これからのメデイアのあり方を考えていきたい

［安倍政権の現状］

1. 報道各社の世論調査による内閣支持率が高い。

（２０１２年１２月２８日のデータ）

２. アベノミックスなど政府の施策についてマスコミがあんまり批判できていなかった。

朝日新聞 毎日新聞
日本経済新

聞
読売新聞

不支持率 24% 26% 29% 27%

支持率 59% 52% 62% 65%
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［安倍政権のメデイア戦略］

●全体のイメージ

1. プラップジャパンというPR 会社と契約する。基礎的な広報体制を整える。

● パフォーマンスや情報発信を支えているのは、世耕弘成官房副長官や官邸スタッフな

ど。「自民党の“参謀”」と呼ばれている。

●短いスローガンー「日本を取り戻す」「美しい日本」「アベノミックス」などの多用。

２．2013 年 4 月 19 日の改正公職選挙法によって、第 23 回参議院議員通常選挙以降、一定の

規制のもとで解禁された。

メリット

（１）． コスト削減

（２）． 若者の投票率向上

（３）． 政策の理解向上

しかし

（１）解禁直後の第 23回参議院議員通常選挙の投票率は前回を下回る52.61%である。

（２）PR 会社、広告代理店が参議院選挙を「ビジネスチャンス。」とばかりに政党や候補者に積極

な営業活動をすることによって、選挙費用についても、むしろ高くつく。

これで、自民党は広報にも体制を整えたので、ネット解禁によって、自民党の広報活動はもっと

円滑にできるようになった。

3.今回安倍政権は積極的にネットに関わっているように見える。自民党のネット活用においては

自民党が民主党を圧倒。

メデイア政策を整える
日々ネットで情報発信
し、国民の信頼を得て、
見方になる

マスコミと会食し、癒着

安倍政権に支持する社会
的雰囲気を出来た上で、
間接的に国民を利用し、
マスコミに圧力をかけ
る。

世論誘導、自民党の戦略
が成功。
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（2013 年 12 月 11 日時点）

●FAC EBO O K には安倍首相は常に「国民の方向を向いてる」ということが意識される写真と

メッセージを掲載する。見た人の好感度は獲得できる。

例１: 安倍氏のトップ写真は農村で女性に深深と頭を下げる姿が写っている。

例 2：いい夫婦の日にも奥さんと会食する写真を載せ

406312

8631

229183

2874216520
0

安倍晋三 細野豪志

各媒体の利用者数

FACEBOOK TWITTER YOUTUBE
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★政治家側から見るネットの特性

●情報の受け手の選択の幅が大きいメデイアである。

●インターネットは無数のホームページから、わざわざ選挙の候補者のホームページを選ん

でみようとしなければ必要な情報は得られない。

●安価なメデイアである。

●有権者が候補者からのメッセージを「自由」しかも「直接的に」受信することが可能にする。

4.権力監視すべきマスコミは安倍首相と癒着

●安倍首相は昨年末の就任以来幅広い著名人と交流し、メディア関係者とも会食。いろいろな

場所に出没している。

5.安倍政権はネットで民意が形成された。マスコミは「視聴率優先」の原因で、安倍政権に批判

的な内容を放送するのが難しいという社会的空気を作った。

1月7日 読売新聞・渡辺恒
雄グループ本社会長とパレ
スホテル東京内日本料理店

「和田倉」にて

2月15日 共同通信・石川
聡社長と白金台の日本料理

店「壺中庵」にて。

5月8日 読売新聞・渡辺恒
雄グループ本社会長、日本
テレビ・大久保好男社長、
長嶋茂雄さん、松井秀喜さ

んと首相公邸にて。

4月5日 日本テレビ・大久
保好男社長と帝国ホテル内

宴会場「楠」にて。

3月8日 日本経済新聞・喜
多恒雄社長と帝国ホテル内
フランス料理店「レセゾ

ン」にて。

1月8日 産経新聞・清原武
彦会長、熊坂隆光社長とＡ
ＮＡホテル内日本料理店

「雲海」にて

2月7日 朝日新聞・木村伊
量社長と帝国ホテル内中国

料理店「北京」にて

3月15日 フジテレビ・日
枝久会長と芝公園のフラン
ス料理店「レストランクレ

セント」にて。

3月22日 テレビ朝日・早
川洋社長、幻冬舎・見城徹
社長らと首相公邸にて。
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［結論］

以上のように、安倍政権はそのような戦略を使って、世論誘導する傾向が考えられる。しかし、長

期的な目で見ると、国家にとって、国民にとって、いろいろな不安定なことをもたらす危険性があ

る。中身さえよければ外見はどうでもよい、有権者は必ずわかってくれるはずだなどということは、

今は言えない時代なのかもしれない。ただし、中身が空っぽいで、もっぱらイメージ戦略ばかり先

行していくことは、政治を貧困なものにしてしまう。もっぱらソーシャルメディアのいい点ばかりみ

る訳ではなくて、ソーシャルメディアも権力者に利用されるかもしれない点も見逃さなければなら

ない。

メデイア側

1．市民に対してはより中立公正でなければならない。

2．権力に対しては、特に国家の情報管理には断固戦わなければならないし、権力を監視する

べきだ。

3. 反権力の視点を失わないことがジャーナリズムにとって大切だ。

4. 日本社会は“長いものには巻かれろ”主義の社会であるのような考え方はジャーナリストの立

っている地盤を崩すので、もう一度考え直すべき。

受け手側

1：メデイアリテラシーの養成

2：周りにながされないように、きちんと自分の意見をもつ



日本における旅行情報誌の歴史
～日本のガイドブックのこれから～

A1219596

細野裕希

はじめに

旅行情報誌（旅行ガイドブック）とは？

旅行情報誌の起源

近代の旅行情報誌

現代における旅行情報誌

旅行情報誌のこれから（考察）

・目次

 執筆のきっかけ

- 旅行情報誌への興味（将来の夢：旅行情報誌の記者）

- 旅の記録をつける習慣が古くからある観光大国日本への興
味

 目標

- 日本における旅行情報誌の起源と今日に至るまでの成長＆
変化を調べる。

- 上記を踏まえたうえで、旅行情報誌のこれからを考察する。

・はじめに

 未知の地域へ向かう（旅行する）者に対する情報提供
を目的とした出版物

→地理、歴史、文化、経済、言語、移動・交通手段、
食、名物、見どころ、アクティビティ、宿泊施設etc…

 物見遊山（観光）だけでなく各利用者のニーズに合わ
せた情報を提供する出版物

→仕事、留学、定年後の長期滞在、レジャーetc…

・旅行情報誌とは？？

 旅の記録である旅日記や紀行文とは異なる『道中記』

→江戸幕府がもたらした太平の時代は富士参拝や家参
りなどの物見遊山を促進。道中記と呼ばれるガイドブック
が誕生。

 小島与兵衛の日本最古の道中記（1655年、明暦元年）

→江戸から東海道を通り京都までの宿間の距離、駄賃

 八隅蘆庵の『旅行用心集』（1810年）

→旅の心得、温泉&街道の里程を初めて詳しく記述。
「可愛い子には旅をさせよ」など現在にも残る表現も・・・

・旅行情報誌の起源

 外国人による外国人向けの日本旅行情報誌の出現

→日本の開国・明治維新とイギリスのトーマス・クック社の団体
旅行ツアーの斡旋によって旅行者が増え、出版されるようにな
る。（マレー社やケリー社などの海外社製が主流）

 鉄道の国有化により、ガイドブックの出版は国家主導に

→大正１５年、観光宣伝のために詳細な国内旅行案内書の制
作に着手。鉄道省が『日本案内記（全八巻）』を刊行。

 戦後、国際収支の足掛かりとして観光産業が発達

→日本を外国に紹介したガイドブック（英文日本観光案内）が
ジャパン・ツーリスト・ビューローによって制作されはじめる。

・近代の旅行情報誌



 1960年代以降、さまざまな出版社からもガイドブックが競って出版
されるようになる。

→特定ジャンル（食やレジャー）についてのみ扱う情報誌なども増え、
マーケットは拡大。旅行情報誌が一つのジャンルとして確立される
 1959年に海外旅行が自由化され、大衆向けの外国旅行ガイドブッ

クが出版されるようになる。
→日本交通公社は1952年に「海外旅行案内」を、1972年に「海外ガイ
ドシリーズ」を発行
 旅行情報誌の多様化

→地図や交通情報に特化したスタンダードなものから、写真やレイア
ウト重視のムック系ガイド、女子旅向け、持ち歩き便利のコンパクトガ
イドetc…

・現代における旅行情報誌

 電子書籍化

→2011年に「るるぶ京都」がJTBパプリッシングから発売。

 ソーシャルトラベルの台頭

→自分が知らない人が書いたガイドブックではなく、信頼
の置けるソースから得られる情報をソーシャルメディアから
得る人が増える。

 旅行専用アプリ

→目的地の観光スポットや史跡、地元の食通が通う飲食
店、交通機関、ドライブルートなど、観光情報が満載。

・旅行情報誌のこれから

 中川浩一『旅の文化誌』

 ヴィンフリー・レシュブルク『旅の進化論』

 川上源太郎『旅の思想』

 山本光正『東海道の想像力』

 http://it.impressbm.co.jp/e/2011/11/09/4080

 http://smartphone.r25.jp/app-use/off_010107_3

・参考文献
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NIE（教育に新聞を）の現状と活かされ方

０、目次

１.NIE（教育に新聞を）とは何か

２.学習指導要領に基づく NIE の認識

３.新聞を使った授業の実例

４.新聞購読と学力は比例するのか

５.全国紙と地方紙の NIE の関わり方

６.参考文献

１、NIE とは何か

NIE の定義

２、学習指導要領に基づく NIE の認識

①学習指導要領とは

②平成２０年改訂 学習指導要領「生きる力」

③中学・高校 学習指導要領における NIE の認識

３、新聞を使った授業の実例

私立恵泉女学園の授業例

年間カリキュラム

４、新聞購読と学力は比例するのか

東進衛生予備校宮前平校

生徒へのアンケート調査

OECD 調査でも「読解力向上に新聞は有効」

５、全国紙と地方紙の NIE の関わり方

全国紙

朝日・読売・毎日

地方紙

静岡新聞

６、参考資料

・NIE 新聞に教育を http://nie.jp/

・静岡新聞 NIE http://www.at-s.com/blogs/nie/

・毎日新聞 2013 年 12 月 3 日朝刊

・朝日新聞 2013 年 12 月 1 日朝刊

・読売新聞 2013 年 12 月 4 日朝刊

・平成 20 年改訂 中学校学習指導要領

・平成 20 年改訂 高等学校学習指導要領



NIE（教育に新聞を）の
現状と活かされ方

１２月１２日発表

A1219691 姫野杏奈

目次

１.NIE（教育に新聞を）とは何か

２.学習指導要領に基づくNIEの認識

３.新聞を使った授業の実例

４.新聞購読と学力は比例するのか

５.全国紙と地方紙のNIEの関わり方

６.参考文献

１.NIE（教育に新聞を）とは何か

NIE(Newspaperin Education)

学校などで新聞を教材として活用すること。
1930年代にアメリカで始まり、日本には８５年に提唱。
教育界と新聞界が協力し、社会性豊かな青少年の
育成や活字文化と民主主義社会の発展を目的に

全国で展開されている。
ーNIE H Pよりー

２.学習指導要領に基づくNIEの認識

①学習指導要領とは？

全国のどの地域で教育を受けても、一定の水準の教育を
受けられるようにするため、文部科学省が学校教育法等に
基づき、各学校で教育課程（カリキュラム）を編成する際の
基準を定めている。

昭和33年以来、学習指導要領は10年ごとに改訂

＊平成１８年に教育基本法が改正されたあと初めて
平成２０年に学習指導要領が改訂

②平成２０年改訂 学習指導要領 「生きる力」

● 基礎的な知識・技能をしっかりと身に付けさせる ● 知識・技能を活用し、自ら考え、判断し、表現する力を
● 言語活動の充実

教科書からの離陸

“教科書から始まり教科書に終わる教育”からの脱出

メディア&情報リテラシー

新聞は国語教育と同時に、メディア・情報リテラシー教育でもある

キー・コンピテンシー
（主要能力）

③中学・高校 学習指導要領におけるNIEの認識

〈国語〉
中学１年 読むこと 解説

「必要な情報を集めるための方法とは、必要な情報があるかどうかを、本の表題目次、
索引等から判断したり、新聞の紙面構成等に基づいて、必要な部分を探して
読んだりするなど、それぞれの資料の特性を生かした読み方をすること」

中学２年 読むこと 言語活動例

「新聞やインターネット、学校図書館を活用して得た情報を比較する」

中学３年 読むこと 言語活動例

「論説や報道などに盛り込まれた情報を比較して読む言語活動」

高校 国語表現

「情報を収集し、分析して、自分の考えをまとめたり深めたりする。情報には書籍や
文書などの印刷物、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどのマスメディア、あるいは
インターネットなどを通じて接することができる。情報を分析するとは、収集した情報を
的確に理解してその要素などを明らかにし、情報の正誤、適否、など吟味した上で、
必要なものを適切に整理することである」



〈社会〉

中学 言語活動の充実

「社会科各分野の共通の目標の実現を目指し、社会的な見方や考え方を
養うことをより一層重視する観点に立って、社会的事象の意味、意義を
解釈する学習や事象の特色や事象間の関連を説明」

中学 社会科 指導計画の作成

「指導の全般にわたって、資料を選択し活用する学習活動を重視するとともに
作業的、体験的な学習の充実を図るようにする。その際、地図や年表を読み
かつ作成すること、新聞、読み物、統計その他の資料に平素から親しみ、
適切に活用すること」

高校 地歴科公民科 指導計画の作成

「情報を主体的に活用する学習活動を重視するとともに,作業的,体験的な
学習を取り入れるよう配慮すること。
そのため、地図や年表を読みかつ作成すること、各種の統計、年鑑、白書、
画像、新聞、読み物その他の資料を収集・選択し,それらを読み取り解釈すること」

３.新聞を使った授業の実例

私立 恵泉女学園中学高等学校

東京都世田谷区 中高一貫校の女子校

中学３年 国語科授業 週５時限

国語表現 週２時限 メディアリテラシーの授業として活用

国語の柱

あふれる情報に流されず
的確に判断する力を育てる

①年間カリキュラム（2013年度）

〈前期〉

４月 １時限 ・新聞を読む

１時限 ・メディアリテラシーなど、メディアに関する用語を学ぶ

２時限 ・新聞のつくりを学ぶ

５月 １２時限 ・ディベート

ある特定の論題に関して、肯定と否定二つの立場
を比較しながら、双方の主張をよく理解した上で、
客観的な判断が下せるようになること。

（論点からの意見主張、立案）夏休み
・おすすめ記事

社説・人欄・コラム（天声人語など）の要約と感想
→良いものは学年共有スペースに掲示
月２回程度

〈後期〉

９月 ２・３時限 ・人欄の説明、書き方（調査、人選）

２・３時限

→清書

・社説、コラムを読む

社説の読み比べ（同じ題材でも各社で主張が異なる）

論の立て方＝ディベート

１０月 ２時限 ・見出しについて学ぶ

記事は５W １Hで書かれている
見出しは記事の主要素をつかむもの

１０時限 ・紙面づくり

グループワーク、学校内のニュース、スクープをとる

流れくる情報の理解には

発信者としての体験が大切である

→クラス投票

＊見出しについて学ぶ 授業プリント＊
＊紙面づくり 授業プリント１＊



＊紙面づくり 授業プリント２＊
１月 ５・６時限 ・新聞や報道の問題点

（原発問題、iPS細胞、特定秘密保護法）

２月 １時限 ・新聞の批判

批判することを前提に読む
記者の主観が入っていないか？推測記事ではないか？

２時限 ・テレビと新聞の比較

テレビと新聞のそれぞれの特徴を学ぶ
テレビニュースの見比べ

１・２時限 ・メディアリテラシーの総復習

森達也『世界を信じるためのメソッド
−ぼくらの時代のメディアリテラシー−』

N H Kスペシャル「熱狂はこうしてつくられた」

＊新聞や報道の問題 授業プリント１＊ ＊新聞や報道の問題 授業プリント２＊

東京新聞 ２００６年２月１日 掲載

４.新聞の購読と学力は比例するのか

東進衛生予備校宮前平校 高校３年生３０人

①高校 私立・公立

②自宅で新聞をとっていますか？ はい・いいえ

“はい”→１.どの新聞をとっていますか？（複数回答可）
朝日・毎日・読売・日経・産経・その他（ ）

２.自分自身も新聞を読んでいますか？
毎日読む・週２、３日程度・週１日程度・全く読まない

“いいえ”→１.以前は新聞をとっていましたか？
はい（いつまで？ ）・いいえ

２.学校などで自ら新聞を読みますか？
全く読まない・目に入ったら読む・毎回読む



調査結果

①高校 私立 １８人 公立 １２人

②自宅で新聞をとっていますか？ はい ２４人 いいえ ６人

１.どの新聞をとっていますか？（複数回答可）

朝日 １９人 毎日 １人 読売 ３人 日経 １０人 産経 ０人

２.自分自身も新聞を読んでいますか？

毎日読む ７人 週２・３日 ３人 週１日 ３人 全く読まない １１人

“はい”

“いいえ”１.以前新聞をとっていましたか？

はい １人（高１まで） いいえ ５人

２.学校などで自ら新聞を読みますか？

全く読まない ２人 目に入ったら読む ３人 毎回読む １人

NIE HPより

OECD調査でも 「読解力向上に新聞は有効」

５.全国紙と地方紙のNIEの関わり方

〈朝日新聞〉 ・まなあさ まなぶ＠朝日新聞（月１ 第一日曜）
・こども新聞

〈読売新聞〉 ・わくわく新聞活用 NIE (月１ 第一水曜)
・くらし 教育面 教育ルネサンス

〈毎日新聞〉 ・NIE 養老先生のさかさま人間学（月１ 第一火曜）



〈静岡新聞〉 ・県学校新聞コンクール
・授業用ワークシート

・しずおか新聞感想文
コンクール

参考資料

・NIE 新聞に教育を http://nie.jp/

・静岡新聞 NIE http://www.at-s.com/blogs/nie/

・毎日新聞 ２０１３年１２月３日朝刊

・朝日新聞 ２０１３年１２月１日朝刊

・読売新聞 ２０１３年１２月４日朝刊

・平成２０年改訂 中学校学習指導要領

・平成２０年改訂 高等学校学習指導要領
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A1219756 佐藤諒

報道被害

■報道被害とは

マスメディアが犯罪などの事件や出来事を報道するとき、誤報や事実と確認されていない

事を決めつけた報道をしたり、事実を故意に編集し誇張した報道により、被報道者の生活

基盤、人間関係、名誉などを破壊してしまうことをいう。メディア・パニッシュメント（報

道断罪）はこの一つ。また、「風評被害」のように、正しい情報を政府やマスコミが報道し

ない事によっても引き起こされる。 ―――wikipediaより引用

加えて、私の意見を書くと、報道被害とはもっとも明らかになりづらく、もっとも被害

者の立場が弱い被害事例である。一見すると、報道被害を引き起こす加害者自体がメディ

アのため報道被害は目を引きやすい。しかし、それが明らかになること自体は大きな事例、

小さな事例を含めてかなり限られている。また、報道によって人権侵害が起きることによ

って報道被害は起こるので、その過程で被害者の社会的立場が貶められており、またメデ

ィアが敵となるため反論、弁明の場自体が少ない。このため報道被害者の多くが救済され

ずに沈黙してきた。

■報道被害の代表例

(1)甲山事件（1974 年）1

兵庫県西宮市の知的障害児施設「甲山学園」で園児 2 人が相次いで浄化槽から水死体で発

見された警察は捜査当初に殺人と決めつけて捜査、後に事故の可能性が高いことが発覚す

るが強引に捜査を継続。施設職員の山田さんを 2 人目の男児殺害容疑で逮捕した。メディ

アは警察の発表を鵜呑みにした犯人視報道を行い、犯人イメージをばらまき山田さんの社

会関係を破壊。事件発生から 26 年後に無罪が決定するも、いまだにメディアは謝罪しない。

(2)大分・みどり荘事件（1981 年）

大分市内のアパート「みどり荘」で女子短大生が殺される事件が発生。隣の部屋に住んで

いた腰掛さんを警察が事情聴取した後、ローカル紙が腰掛さんを犯人視報道。周囲から疑

惑の目で見られるようになる。また、警察も腰掛さんを犯人視した報道に引きずられ、腰

掛さんを逮捕した。過度な取り調べを行い、自白を強要した。腰掛さんは 13 年間にわたっ

て獄中生活を送ることになる。

(3)桶川ストーカー事件（1999 年）

埼玉県桶川市で白昼、女子大学生が刺殺された事件。この事件では犯人以上に被害者への

報道が大問題になった。遺族を 50 人以上の記者が取り囲み、遺族を追い掛け回す。また、

被害者を中傷するメディアが続出し、被害者のプライバシーを暴き貶めた。

■報道被害へのアプローチ

・法学から見る報道被害

被害者を支える弁護士などによる意見が主

1 「報道と人権」概論 http://www.jca.apc.org/~jimporen/lec02.html
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報道によって市民が深刻な被害を被っていると非難

報道の自由は尊重されるべきだが、市民の名誉やプライバシーに優先される「特権」で

はない。

プライバシーに対する制限の必要性 ex.実名報道の規制

一方で、被害者の側に立つがゆえに報道よりも人権を優先するが報道側への考察が不

足しがちややメディアの報道の役割を度外視した批判が多く理想論的。

■メディアから見る報道被害

報道被害の当事者として様々な意見が乱立

国民の知る権利を満たすために報道の自由が何よりも優先される――というような極論は

ほぼ見られない

報道現場の人間こそ“報道の被害者”への配慮が持たれており、報道姿勢の見直しが始ま

ってきている

しかし、市民のニーズに応える必要性による過度の取材やネットメディアの登場による速

報性の需要で報道の質が落ち報道への配慮が難しくなってきている

■これからの報道被害

・容疑者に対する呼び捨ての廃止。家族を引っ張りだすことの減少。記者名の記入。新聞

が新聞批判しないというタブーがなくなるなど報道現場も変わりつつある

しかし、実際、マスコミの配慮のない取材や報道で気づかれずに傷ついている人は多い

肝心の根本部分はなにも変わってないのではないか。

・ネットメディアの登場により報道被害を作ってきた既存メディアは大きな曲がり角を迎

えている。誰もが発信者になることができるようになり泣き寝入りしてきた報道被害者た

ちにも発言の機会が出てきた。Ex.宇多田ヒカルさんの twitter 上での報道被害報告

・しかし、新たに登場したネットメディアの存在が新しい報道被害、人権侵害を生み出し

つつあるのも事実である。これからの時代が報道とその倫理が間違った方向へ行かないよ

うに市民一人一人が適切なメディアリテラシーを持って情報に接することが求められる。

これから一層情報が増え、そのニーズも高まる中で、その弊害もまた存在していること

を忘れてはいけない

＊参考文献

梓澤和幸 『報道被害』 岩波文庫

浅野健一 『犯罪報道は変えられる』 日本評論社

鶴岡憲一 『メディアスクラム 集団的過熱報道と報道の自由』 花伝社

清水英夫 『マスメディアの自由と責任』 三省堂

仲村祥一 『犯罪とメディア文化 逸脱イメージは作られる』 有斐閣選書

日本の報道被害救済について考える

http://www.waseda.jp/sem-fox/memb/02s/katoh/keita.index.html

マスコミは何を学んだのか

http://www11.ocn.ne.jp/~jcpkochi/minpo/topic/2007/070101kono.htm

「報道と人権」概論 http://www.jca.apc.org/~jimporen/lec02.html
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２０１４年１月１６日
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 １．報道被害―報道という名の暴力

 ２．報道被害へのアプローチ

 ３．これからの報道被害に向き合う

＊目次

 マスメディアが犯罪などの事件や出来事を報道するとき、誤
報や事実と確認されていない事を決めつけた報道をしたり、
事実を故意に編集し誇張した報道により、被報道者の生活
基盤、人間関係、名誉などを破壊してしまうことをいう。メディ
ア・パニッシュメント（報道断罪）はこの一つ。また、「風評被
害」のように、正しい情報を政府やマスコミが報道しない事に
よっても引き起こされる。

 ―――wikipediaより引用

 被害者は例えば冤罪で、報道によって名誉を傷つけられた
り、遺族が取材にために追い掛け回されたりとさまざま

１．報道被害―報道という名の暴力

 甲山事件（１９７４年）

 大分・みどり荘事件（１９８１年）

 松本サリン事件（１９９４年）

 桶川ストーカー事件（１９９９年）

報道被害の代表例

法学から見る報道被害

メディアから見る報道被害

２．報道被害へのアプローチ



 報道には

 夥しい数のメディアによる集団暴力的色彩が強い

 ――梓澤和幸

 被害者を支える弁護士などによる意見が主

 報道によって市民が深刻な被害を被っていると非難

 報道の自由は尊重されるべきだが、市民の名誉やプライバ
シーに優先される「特権」ではない

 プライバシーに対する制限の必要性 ex.実名報道の規制

法学から見る報道被害

 メディア→加害者、悪役 報道のために人権侵害

 こうした見解は一般的に普及し、マスコミに対する嫌悪
のイメージの多い小説やドラマの中で被害者の味方とし
ての弁護士や法律家などがよく見られる

 一方で

 被害者の側に立つがゆえに報道よりも人権を優先する
が報道側への考察が不足しがち

 ややメディアの報道の役割を度外視した批判が多い

法学から見る報道被害

 日本のマスコミは市民の上に立つ権力になってしまった

 ――浅野健一

 国民の知る権利、報道機関としての役割

 と

プライバシー、人権侵害 報道倫理

 の葛藤

メディアから見る報道被害

 当事者として様々な意見が乱立

 国民の知る権利を満たすために報道の自由が何よりも
優先される――というような極論はほぼ見られない

 報道現場の人間こそ“報道の被害者”への配慮が持た
れており、報道姿勢の見直しが始まってきている

 しかし、市民のニーズに応える必要性による過度の取
材やネットメディアの登場による速報性の需要で報道の
質が落ち報道への配慮が難しくなってきている

メディアから見る報道被害

 ＊変わり始めたメディア

 容疑者に対する呼び捨ての廃止

 家族を引っ張りだすことの減少

 記者名の記入

 新聞が新聞批判しないというタブーがなくなる

 ．．．などなど

メディアから見る報道被害
 しかし…

 マスコミは本当に変わってきているのか

変わってないし、変わりようがない

 ――河野義行

 実際、マスコミの配慮のない取材や報道で気づかれず
に傷ついている人は多い

 肝心の部分はなにも変わってないのではないか



 ネットメディアの登場により報道被害を作ってきた既存メ
ディアは大きな曲がり角を迎えている

 誰もが発信者になることができるようになり泣き寝入りし
てきた報道被害者たちにも発言の機会が出てきた

 Ex.宇多田ヒカルさんのtwitter上での報道被害報告

３．これからの報道被害に向き合う

 しかし、新たに登場したネットメディアの存在が新しい報
道被害、人権侵害を生み出しつつあるのも事実

 これからの時代が報道とその倫理が間違った方向へ行
かないように市民一人一人が適切なメディアリテラシー
を持って情報に接することが求められる

 これから一層情報が増え、そのニーズも高まる中で、そ
の弊害もまた存在していることを忘れてはいけない

３．これからの報道被害に向き合う

 梓澤和幸 『報道被害』岩波文庫
 浅野健一 『犯罪報道は変えられる』日本評論社
 鶴岡憲一 『メディアスクラム 集団的過熱報道と報道
 の自由』花伝社
 清水英夫 『マスメディアの自由と責任』三省堂
 仲村祥一 『犯罪とメディア文化 逸脱イメージは作られ
 る』有斐閣選書
 日本の報道被害救済について考えるhttp://www.waseda.jp/sem-

fox/memb/02s/katoh/keita.index.html
 マスコミは何を学んだのか
 http://www11.ocn.ne.jp/~jcpkochi/minpo/topic/2007/070101kono.

htm
 「報道と人権」概論
 http://www.jca.apc.org/~jimporen/lec02.html

参考文献

御清聴ありがとうございました
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A1219899 佐藤優紀子

過去のプロパガンダ 現在のプロパガンダ

■プロパガンダの概要

①プロパガンダの定義

「プロパガンティストの望む意図をさらに促進するような反応を得るため、知覚を形成

し、認知を操作し、行動を指示しようとする周到で組織的な試みである。」1

＜周到な＞故意の、意図的な、計画された

→最も有効な戦略を選択するために、早くからきめ細かく検討されるため

＜組織的な＞整然とした、正確な

→組織的な規則正しさで何かを実行

政府は組織的プロパガンダを明確に作り出すために…

① 部局や機関

② 広告キャンペーン

を実施する。

＜知覚を形成する＞言葉と映像で行われる

→スローガン、ポスター、シンボルを開発

＜行動の方向＞プロパガンダ努力の目指すところ

「シンボルを大規模に駆使し、個人の態度、意見、さらには集団の世論に影響を与える

システマチックなコミュニケーションの活動。情報のコミュニケーションというニュ

ートラルな意味合いを持つ。」2

→WWⅠでコノテーションが一変。

↓

マスメディアを使い、敵の大衆の受け手を対象にした世論操作やモラルを喪失さ

せるためのプロパガンダ。

1 ガース・Ｓ・ジャウエット、ビクトリア・オンドネル『大衆操作―宗教から戦争まで―』

（ジャパン・タイムズ、1993 年）、p.7.
2 山本武利『ブラック・プロパガンダ―謀略のラジオ―』（岩波書店、2002 年）
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■プロパガンダの歴史

１． ローマ帝国

・コミュニケーション形態とシンボルを利用する組織的なプロパガンダ手法

・建築、芸術、文学、貨幣の鋳造によるローマ帝国の威力を象徴的に表現

・ジュリアス・シーザー（前１００－４４年）

コミュニケーション経路とし硬貨を利用、権力の誇示・顕示

→社会的公文書

⇒人民の心に共和制から離れて君主制統治と帝国の目標を受け入れる方向へ

心理的変更を可能に。

２． 宗教改革

・印刷機の発達による新しいコミュニケーション形態の確立

・マルチン・ルター

小冊子、説教の印刷物、讃美歌、演劇、肖像画を利用

→印刷機の開発により、プロパガンダ手法の採用が、他人の統制または操作を

もくろむ者の戦略では当然視

ex:) 三十年戦争

３． １９世紀

・受け手へメッセージの伝えるスピードの迅速化

・印刷の重要性による、プロパガンダの政治的、経済的武器としての利用

・新聞、雑誌、映画、広告の登場

４． ＷＷＩ

① 国内宣伝

国民の戦争昂揚、兵士の募集、募金

ex:)戦争報道の検閲、世論の操作

② 対敵宣伝

敵国軍隊の士気を下げること、敵国に降伏を促すこと

ex:)敵地の上空から気球や飛行機で宣伝ビラ散布

『ベカントマッフンク』（英）

「西部戦線のドイツ兵は東部戦線やバルカン戦線のことは知らされていないでし

ょうから、正確に教えてあげましょう」⇒嘘と真実をまぜる論法

→戦争で興奮していうる敵国民の感情を沈静させる狙い。

③ 対中立国宣伝

戦争の正当性、敵国の残虐行為の流布

→同盟国の獲得が目的
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５． ＷＷⅡ

主要メディア：ラジオ

→情報源を明かさず、遠くの人々と接触

各国ラジオの特徴 （英）ＢＢＣ：冷静、中立的、詳細な解説

（米）ＶＯＡ：センセーショナル、バラエティの欠如

（独）ロード・ホーホー：口早、ユーモア

（仏）自由フランス放送：ゲリラ活動の報道

（ソ）モスクワ放送：ドイツの批判、女性アナウンサー

６． ９．１１以降

ジョージ・ｗ・ブッシュ

メディアを利用し「アメリカの正義の正当性」「アメリカの勝利」を主張、

国民に訴えかけ、第二次湾岸戦争の開戦に同意。

→ジャーナリズムの原点を失い、世界中のメディアから非難

■プロパガンダの効果

・宣伝内容の組み立て方が重要

① 繰り返し

→「何度も繰り返せば嘘でも人は信じる。」（ケッベルス）

② 源泉効果

→情報の出所が権威のある筋から出ていると思われているとその信頼度が高

まる

③ キャッチフレーズ、標語

→受け手は教養のない大衆のため、一見して内容がわかるもの

・効果を阻むもの

① 難解、退屈

→専門用語、準専門用語を使った難解なプロパガンダ

感情に訴えず、娯楽性のないプロパガンダ

② 情報過多

【参考文献】

ガース・Ｓ・ジャウエット、ビクトリア・オンドネル『大衆操作―宗教から戦争まで―』（ジ

ャパン・タイムズ、1993 年）、p.7.

山本武利『ブラック・プロパガンダ―謀略のラジオ―』（岩波書店、2002 年）

池田徳真「プロパガンダ戦史」（中公新書、1981 年）

三省堂ワードワイズ・ウェブ

http://dictionary.sanseido-publ.co.jp/topic/10minnw/048propaganda.html

(2013 年 12 月 10 日)


