
図書紹介
　東洋英和女学院大学社会科学研究叢書の第6弾『世界のメディア─グローバル時代における多
様性』が刊行される。執筆は、2016年度から国際社会学部で開講されているオムニバス科目「世
界のメディア」の現旧の講演者が担当している。
　「世界のメディア」は、本学でしか見られないユニークな科目である。それは、世界各国・各
地域のメディアに関する知識はいわゆる地域研究の領域であり、かつメディアを専門とする教員・
学科では到底カバーできない拡がりを持っているからである。つまり、地域研究の専門家が集い、
メディアというアプローチを採れる状況がないと、このような科目は到底実現不可能なのである。
その意味で、「世界のメディア」が東洋英和の名を冠する叢書として世に問われることは、学際
性という点でも価値ある試みになると思われる。
　本書の最大の特徴は、相対主義的な視点で世界のメディアを理解するアプローチを採っている
点にある。ややもすれば、この種の書籍は、自分たちに馴染みのあるメディア環境を基準に、指
導者を礼賛する放送や政治色の強い新聞に対する批判的な論調を帯びやすい。あるいは、「表現
の自由」やジャーナリズムに関する普遍的な価値観を探求するがゆえに、それが実現されていな
い国を劣っているものとする傾向がある。だが、世界の多様性を反映するかのように各国・各地
域のメディアの在り方は多様である。メディアの在り方が国や地域で異なる背景には、それぞれ
の国や地域の社会構造と結びつき、それぞれユニークな役割を担うメディアの姿があるというの
が本書の一貫した主張である。
　主要大陸と主な国家体制は網羅。本学の専任教員とゲスト講演者により、アメリカ、中国、イ
ンド、オーストラリア、コロンビア、ロシア、カタル、ナイジェリア、ラオス、EU、韓国とい
う11の国・地域のメディア状況が描かれている。メディアを学ぶ人だけでなく、地域研究とし
ても有用な一冊。国際社会を考える新たな視点が提供できればと願っている。

書誌情報 東洋英和女学院大学社会科学研究叢書6『世界のメディア─グローバル時代における
多様性』　小寺敦之（編）／春風社／ 2018年3月刊行予定
執筆者／井上貴子、金山勉、小久保康之、小寺敦之、鈴木雄雅、千代勇一、千葉悠志、
黄盛彬、町田幸彦、望月克哉、望月敏弘、吉川健治
 記：小寺敦之
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広辞苑への「進言」顚末記
　10年ぶりに改訂された『広辞苑』第7版が今年1月、書店にお目見えした。興味津々。さっそ
くページをめくって点検したのがこの項目だ。
　「臣民」
　あっ、補強修正されている。当然といえばそれまでながら、出版元・岩波書店への進言が功を
奏したのかも。小さな本屋の片隅でひとりほくそ笑んだ。
　広辞苑第7版の「臣民」の説明とは─
〈①君主の臣下たる人民。②明治憲法のもとで、天皇・皇公族以外の者。〉
　第6版（2008年）までは、
〈明治憲法のもとで、日本の人民。天皇・皇公族以外の者〉
とだけになっていた。戦後の憲法で日本人は「臣民」から「国民」になった。要するに第7版で
①が追加された。
　たとえば、専門事典は別として小学館の日本国語大辞典第2版（2001年）では「臣民」の項
に「臣としての人民。君主国の人民。また、旧憲法のもとで、天皇、皇・公族以外の者」と以前
から記述されていた。広辞苑旧版の「臣民」には「君主の臣下」という一般的意味が書かれてお
らず、日本独自の用語かのような印象を生じかねない欠点があった。
　もう5年くらい前の話だ。知り合いの岩波書店編集者と雑談したときに、広辞苑の「臣民」に
筆者は触れた。「岩波文庫の『永遠平和のために』（カント）を学生に読ませたが、ここに頻出す
る『臣民』を広辞苑で調べても意味がすぐに分かりませんね。改訂版で補正すべきでは」。少し
皮肉をまじえた指摘を聞いて、いつも多弁のベテラン編集者は深刻な面持ちになり黙りこくって
しまった。その後、「臣民」について一読者の声として辞書編纂担当者に伝えられたのかどうか
は確認していない。
　いずれにせよ、結果良しの結末ではある。それでも、素朴な疑問は残る。どうして広辞苑はもっ
と早く「臣民」の説明の不備を直せなかったのか。ちなみに明治期、伊藤博文はプロシア憲法の
独語Untertanを「臣民」と訳しただろうし、ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）は英文履歴書
に出自を「British subject（英国臣民）」と書いたのである。

記：町田幸彦

編集後記
　京都大学 iPS細胞研究所所属の研究者による論文不正が明らかになった。「見栄えをよく
したかった」ということが、不正行為の動機のひとつであるらしい。わかりやすい「物語」
に事実の方を嵌め込むことは、科学論文にはあってはならない行為である。ただし、人が媒
介する以上、伝達される内容には何らかのバイアスがかかる。それを自覚した上で、研究者
はどのように科学的知見を提示していけばよいのか、考えさせられる事案であった。わかり
やすさと正確さのジレンマは、論文に限らずどのようなメディアでも避けられない問題であ
ろう。 （渡部麻美）



2017年連続講演会（2017年10月25日（水））

「日本の主流メディアを問う」
講師　琉球新報社　東京支社報道部長　新垣　毅氏

　〈琉球新報の記者、新垣毅さんに沖縄からみた日本、世界のメディア
の問題について語っていただいた。講演でキーワードになったのは自己
決定権（自決権とも略称される）。ここ数年、世界各地で波紋を投げか
けている考え方だ。講演要旨は次の通り。〉
　ジャーナリズムの方法というのは科学の方法とほとんど同じです。ま
ずは、“問題意識”を研究者あるいは調査する人が持ち、“問題を設定”
します。そして、仮説を立てて、その仮説について説得力のあるような
材料を集めるために調査を実施し、その結果を分析し考察して結論を出すということです。
　ただし、どんないいメガネやいいレンズをつけるか。これが人々の情報の型の中で生き残る戦
術といいますか生きる術となります。だから科学においては、よりよい方法論、よりよい概念言
葉を求めて、例えばノーベル賞も「いいメガネを持ってるね」ということで優秀な人たちに与え
ているのです。
　沖縄は異様に米軍基地が集中している場所です。沖縄に行ったことがある方がたくさんいまし
たが、米軍基地を見に行ったという方はいますか?あまりいらっしゃらないですね。それは正直
なところだと思います。なぜかというと、テレビやインターネットで作られている沖縄のイメー
ジというものが首都圏にいる人々の消費したい沖縄だからです。極論からいうと、沖縄で一体何
が起きているのかということと、ここで作られている沖縄のイメージは必ずしも一致しない。あ
るいは、沖縄の人が苦しんでいる部分を見なくてもいいようなイメージかもしれません。
　閉塞状況をどう打ち破っていくかということを、送り手として私たち新聞社はまず考えないと
いけない。その時に考えたのが、“自己決定権”というキーワード、概念いわゆる“レンズ”です。
　この自己決定権というレンズを使って、ある“フレーム”（方法論）を組み立てました。今ま
では沖縄戦の犠牲があった、だから基地はいらない、平和でなくてはならないということばかり
いわれてきましたが、もっと大きなフレームで見てみましょう。その沖縄戦より前には琉球諸島
という明治政府によって500年くらい続いた琉球王国が滅ぼされたというところからスタート
し、実はそれが沖縄戦の悲劇に繋がっていったのではないかという仮説を立て、資料を集めて書
きました。自己決定権という国際法にあるキーワードを使って、その自己決定権を行使している、
パラオやスイスの人種差別撤廃委員会やスコットランドを取材しました。海外に行くということ
が空間軸です。縦糸を時間軸とすると横糸が空間軸です。この大きな座標軸に今を位置づけよう
というような方法論を考えました。これがメガネでいうフレームです。自己決定権というレンズ
と大きな縦糸と横糸という座標軸で新たな本質に近づく。このキャンペーン（記事）は非常に反
響が大きくて、沖縄においてこの自己決定権という言葉がかなり浸透しつつあります。自己決定
権の拡大に賛否を問う世論調査によると、沖縄県民の87%が自己決定権に賛成だと答えています。
　自分でメガネを作って自分の目で見ようという気概のある行いが調査報道です。政府が渡した
メガネで物事を見て情報を流しているということが起こりがちになってしまっている。これが、
中央メディアにおけるジャーナリズムの衰退、あるいは退廃だと思います。
　権力者に絡めとられないジャーナリズムこそ、日本の民主主義に貢献できると信じています。

　記：町田幸彦

勉強会報告─子どもの情報モラル教育の実践
　昨今、スマートフォン（スマホ）の普及率は急激に増加し、いまや現代社会において無くては
ならない存在となっています。しかし、それは大人だけに留まらず、中高生の生活においても同
様です。内閣府が発表している「青少年のインターネット利用環境実態調査（2016年）」による
と、ここ数年間に急激に普及しており、特に高校生は約97%が所有していることがわかりました。
　では、中高生がスマホを使うことでどのような影響があるのでしょうか?最近、特に問題となっ
ているのがスマホ依存症で、一日の大部分をスマホの使用に費やしたり、手放せなくなる症状で、
深刻な後遺症を残す場合もあるようです。スマホ依存による影響を以下にまとめます。

スマホが及ぼす影響
健康面への影響 慢性的な睡眠不足 ぼーっとする 視力低下、頭痛、腱鞘炎

学業、生活面への影響 朝起きられず
遅刻が多くなる

睡眠不足により
居眠りが多くなる

結果、学力低下につなが
る

精神面への影響 自宅に帰っても
友人に拘束されてしまう 返信のストレス 友達が多いと思われたい

家族や人との関わり コミュニケーション力が
低くなる 人と直接話す機会が減る 犯罪に巻き込まれやすく

なる

　このような多くの問題を抱えているため、子どもに対してスマホやSNSに対する何かしらの
倫理教育をしなければならないのは当然ではないでしょうか。今回メディア・コミュニケーショ
ン研究所では、2018年2月5日に、子どもたちに対するメディア利用についての教育を専門に研
究されている静岡大学教育学部学術研究員の酒井郷平先生をお招きし、勉強会を行いました。

　酒井先生は、LINE株式会社との共同研究で、どのように子どもたち
のメディア・リテラシーが育つのかを研究されてきました。
　酒井先生によると、重要なのは子どもたちの「自覚」と「自律」であ
り、親や教師からの強制的な利用制限ではないと主張されています。
　学校における、一般的な情報モラル教育では、誹謗中傷、詐欺、著作
権や肖像権の侵害による極端なトラブル事例を挙げて、子どもたちを怖
がらせるようなことが行われていますが、このようなやり方では、子ど

もたちは、それらの問題を「自分のこと」としては自覚できないといいます。子どもたちが情報
メディアに対して「自律的」に行動するためには、まず、自分たちの情報メディアに接する行動
を「自覚」することが重要であると酒井先生はいいます。
　そこで、実際に「カード分類比較法」という独自の手法で、中学校で授業を行い、効果を挙げ
ることに成功しました。例えば、写真のような5枚のカードを用意します。

　例えば、カードにはそれぞれ「まじめだね」「おとなしいね」「一生懸
命だね」「個性的だね」「マイペースだね」と書かれており、これを生徒
一人ひとりが、言われて嫌だと感じるメッセージを上から順に並べます。
さらに、許容できる範囲とできない範囲の間に空間を空けます。これを
グループで行い、他のメンバーと議論させるのです。この活動により、
生徒は、メッセージが相手によって異なる印象で受け取られることに気
づき、褒め言葉のつもりで送ったメッセージが実は相手を傷つけてしま
う可能性があることを学ぶのだそうです。他にも、SNSに掲載されたら 
嫌な写真を使って、著作権、肖像権などに気づかせたり、メッセージを
受け取った時間を記載されたカードを使って、遅い時間のやり取りの問
題点に気づかせたり、いろいろな場面を想定したカードによって情報モ
ラルを「自覚」できるようになっていったそうです。実践授業の結果、3ヶ
月後でも、学んだ情報モラルが根付いていることが確認されました。酒
井先生は、これをもっと長期的に行うための授業プログラムや、もっと
低学年の子どもに対する教育をどうするかなどを研究されています。
　今回の勉強会の中で、子どもに対してだけでなく、大人に対する情報
モラル教育も必要ではないのか、また、一般的なモラル教育にこの「カー
ド分類比較法」が有効ではないか等、活発な議論がなされました。

 記：柳沢昌義

勉強会の様子

カード分類比較法で使用
する5枚のカードの1例
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家族や人との関わり コミュニケーション力が
低くなる 人と直接話す機会が減る 犯罪に巻き込まれやすく

なる

　このような多くの問題を抱えているため、子どもに対してスマホやSNSに対する何かしらの
倫理教育をしなければならないのは当然ではないでしょうか。今回メディア・コミュニケーショ
ン研究所では、2018年2月5日に、子どもたちに対するメディア利用についての教育を専門に研
究されている静岡大学教育学部学術研究員の酒井郷平先生をお招きし、勉強会を行いました。

　酒井先生は、LINE株式会社との共同研究で、どのように子どもたち
のメディア・リテラシーが育つのかを研究されてきました。
　酒井先生によると、重要なのは子どもたちの「自覚」と「自律」であ
り、親や教師からの強制的な利用制限ではないと主張されています。
　学校における、一般的な情報モラル教育では、誹謗中傷、詐欺、著作
権や肖像権の侵害による極端なトラブル事例を挙げて、子どもたちを怖
がらせるようなことが行われていますが、このようなやり方では、子ど

もたちは、それらの問題を「自分のこと」としては自覚できないといいます。子どもたちが情報
メディアに対して「自律的」に行動するためには、まず、自分たちの情報メディアに接する行動
を「自覚」することが重要であると酒井先生はいいます。
　そこで、実際に「カード分類比較法」という独自の手法で、中学校で授業を行い、効果を挙げ
ることに成功しました。例えば、写真のような5枚のカードを用意します。

　例えば、カードにはそれぞれ「まじめだね」「おとなしいね」「一生懸
命だね」「個性的だね」「マイペースだね」と書かれており、これを生徒
一人ひとりが、言われて嫌だと感じるメッセージを上から順に並べます。
さらに、許容できる範囲とできない範囲の間に空間を空けます。これを
グループで行い、他のメンバーと議論させるのです。この活動により、
生徒は、メッセージが相手によって異なる印象で受け取られることに気
づき、褒め言葉のつもりで送ったメッセージが実は相手を傷つけてしま
う可能性があることを学ぶのだそうです。他にも、SNSに掲載されたら 
嫌な写真を使って、著作権、肖像権などに気づかせたり、メッセージを
受け取った時間を記載されたカードを使って、遅い時間のやり取りの問
題点に気づかせたり、いろいろな場面を想定したカードによって情報モ
ラルを「自覚」できるようになっていったそうです。実践授業の結果、3ヶ
月後でも、学んだ情報モラルが根付いていることが確認されました。酒
井先生は、これをもっと長期的に行うための授業プログラムや、もっと
低学年の子どもに対する教育をどうするかなどを研究されています。
　今回の勉強会の中で、子どもに対してだけでなく、大人に対する情報
モラル教育も必要ではないのか、また、一般的なモラル教育にこの「カー
ド分類比較法」が有効ではないか等、活発な議論がなされました。

 記：柳沢昌義

勉強会の様子

カード分類比較法で使用
する5枚のカードの1例



図書紹介
　東洋英和女学院大学社会科学研究叢書の第6弾『世界のメディア─グローバル時代における多
様性』が刊行される。執筆は、2016年度から国際社会学部で開講されているオムニバス科目「世
界のメディア」の現旧の講演者が担当している。
　「世界のメディア」は、本学でしか見られないユニークな科目である。それは、世界各国・各
地域のメディアに関する知識はいわゆる地域研究の領域であり、かつメディアを専門とする教員・
学科では到底カバーできない拡がりを持っているからである。つまり、地域研究の専門家が集い、
メディアというアプローチを採れる状況がないと、このような科目は到底実現不可能なのである。
その意味で、「世界のメディア」が東洋英和の名を冠する叢書として世に問われることは、学際
性という点でも価値ある試みになると思われる。
　本書の最大の特徴は、相対主義的な視点で世界のメディアを理解するアプローチを採っている
点にある。ややもすれば、この種の書籍は、自分たちに馴染みのあるメディア環境を基準に、指
導者を礼賛する放送や政治色の強い新聞に対する批判的な論調を帯びやすい。あるいは、「表現
の自由」やジャーナリズムに関する普遍的な価値観を探求するがゆえに、それが実現されていな
い国を劣っているものとする傾向がある。だが、世界の多様性を反映するかのように各国・各地
域のメディアの在り方は多様である。メディアの在り方が国や地域で異なる背景には、それぞれ
の国や地域の社会構造と結びつき、それぞれユニークな役割を担うメディアの姿があるというの
が本書の一貫した主張である。
　主要大陸と主な国家体制は網羅。本学の専任教員とゲスト講演者により、アメリカ、中国、イ
ンド、オーストラリア、コロンビア、ロシア、カタル、ナイジェリア、ラオス、EU、韓国とい
う11の国・地域のメディア状況が描かれている。メディアを学ぶ人だけでなく、地域研究とし
ても有用な一冊。国際社会を考える新たな視点が提供できればと願っている。

書誌情報 東洋英和女学院大学社会科学研究叢書6『世界のメディア─グローバル時代における
多様性』　小寺敦之（編）／春風社／ 2018年3月刊行予定
執筆者／井上貴子、金山勉、小久保康之、小寺敦之、鈴木雄雅、千代勇一、千葉悠志、
黄盛彬、町田幸彦、望月克哉、望月敏弘、吉川健治
 記：小寺敦之
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広辞苑への「進言」顚末記
　10年ぶりに改訂された『広辞苑』第7版が今年1月、書店にお目見えした。興味津々。さっそ
くページをめくって点検したのがこの項目だ。
　「臣民」
　あっ、補強修正されている。当然といえばそれまでながら、出版元・岩波書店への進言が功を
奏したのかも。小さな本屋の片隅でひとりほくそ笑んだ。
　広辞苑第7版の「臣民」の説明とは─
〈①君主の臣下たる人民。②明治憲法のもとで、天皇・皇公族以外の者。〉
　第6版（2008年）までは、
〈明治憲法のもとで、日本の人民。天皇・皇公族以外の者〉
とだけになっていた。戦後の憲法で日本人は「臣民」から「国民」になった。要するに第7版で
①が追加された。
　たとえば、専門事典は別として小学館の日本国語大辞典第2版（2001年）では「臣民」の項
に「臣としての人民。君主国の人民。また、旧憲法のもとで、天皇、皇・公族以外の者」と以前
から記述されていた。広辞苑旧版の「臣民」には「君主の臣下」という一般的意味が書かれてお
らず、日本独自の用語かのような印象を生じかねない欠点があった。
　もう5年くらい前の話だ。知り合いの岩波書店編集者と雑談したときに、広辞苑の「臣民」に
筆者は触れた。「岩波文庫の『永遠平和のために』（カント）を学生に読ませたが、ここに頻出す
る『臣民』を広辞苑で調べても意味がすぐに分かりませんね。改訂版で補正すべきでは」。少し
皮肉をまじえた指摘を聞いて、いつも多弁のベテラン編集者は深刻な面持ちになり黙りこくって
しまった。その後、「臣民」について一読者の声として辞書編纂担当者に伝えられたのかどうか
は確認していない。
　いずれにせよ、結果良しの結末ではある。それでも、素朴な疑問は残る。どうして広辞苑はもっ
と早く「臣民」の説明の不備を直せなかったのか。ちなみに明治期、伊藤博文はプロシア憲法の
独語Untertanを「臣民」と訳しただろうし、ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）は英文履歴書
に出自を「British subject（英国臣民）」と書いたのである。

記：町田幸彦

編集後記
　京都大学 iPS細胞研究所所属の研究者による論文不正が明らかになった。「見栄えをよく
したかった」ということが、不正行為の動機のひとつであるらしい。わかりやすい「物語」
に事実の方を嵌め込むことは、科学論文にはあってはならない行為である。ただし、人が媒
介する以上、伝達される内容には何らかのバイアスがかかる。それを自覚した上で、研究者
はどのように科学的知見を提示していけばよいのか、考えさせられる事案であった。わかり
やすさと正確さのジレンマは、論文に限らずどのようなメディアでも避けられない問題であ
ろう。 （渡部麻美）


