平成２５年度（第３６回）

校内放送指導者講座 報告
平成 25 年 12 月 26 日（木）
、27 日（金）の２日間、
東京の千代田放送会館で、全国放送教育研究会連盟・
ＮＨＫ主催、日本放送教育協会共催による「第３６回
校内放送指導者講座」が開かれました。全国から 120
人の先生方が参加され各講座で熱心な研修が行われま
した。

目的
高等学校における校内放送活動の意義と役割を確かめ、その指導についての諸課題を究明するととも
に、具体的な指導の充実を図る。

対象
（1） 高等学校放送部（委員会・同好会）の指導にあたる者
（2） 各都道府県コンテスト担当者および放送コンテストの審査にあたる者

講座一覧
講座１．顧問交流
講座２．実践発表：充実した放送活動をめざして
講師 千葉県立検見川高等学校
講座３．アナウンス・朗読

審査講習
講師

石井

淳

ＮＨＫ放送研修センター・日本語センター
エグゼクティブアナウンサー
山田 敦子

講座４．番組技術と模擬審査
講師

ＮＨＫ制作局

第１制作センター

青少年・教育番組部

チーフプロデューサー
桑山

裕明
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講座ごとの内容（概要）
講座１．顧問交流
参加の先生方が、９人から１０人の 13 班に分かれ、
日頃の指導の悩みや疑問と、具体的な解決策について
意見交換を行いました。

【日頃の活動】
・昼の放送は、図書館だより、部紹介など曜日ごとに ３年生から２年生へのメッセージ
・機材は、部活の予算に加えて、視聴覚の予算とか学校紹介や行事に貢献して、買ってもらう
・発声練習 毎日２０分 他校から学んだものをアレンジ
・部日誌 表は昼の放送 裏は出欠
・毎日２時間の活動で全国へ
生徒と真剣に話し合う 活動のしかたを見直す ムダ（おしゃべりとか）をなくして密度を濃くする
現状 全員で発声 そのあと 技術系とアナ朗系に分かれる
最後に １日で出来なかったことなどの課題を確認して次の日へ
今年は人数が増えて意志疎通につまづく みんなでマネジメント（もしドラ）を読む
グーグルの活用
・外部との活動も生徒によい経験となっている
【素材の見つけ方】
・先生紹介とか校内放送で探す 卒業生の活動 新聞の地域欄
・ネタが出て来ないときは、
「マジカルバナナ」（○○といったら△△、△△といったら◎◎、
・・・）
・日常生活において問題意識を持たせる
・ネタ出し会議 １人１個作ってくる ３人グループで３つのアイデア
・文芸部からネタ
・１分間ＣＭ
・市役所の担当者は、地元でおもしろい取り組みをしている人の情報を持っている
・無自覚の盗作を防ぐために、顧問が幅広く作品を読む
・新入生の視点で校内を見る（校外からの視点）
・校内で皆が困り抱えていることを探す 解決策も提案
・旬か古いか
・
「高校生が」伝えたいか、
「校内放送」に適するか 生徒目線になっているか？
・生徒同士の横のつながり
・取材対象者の熱意
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【取材】
・アナウンス原稿を書かせる そのために地域を取材させる 番組作りの素材にもなる
・機材なしメモ帳のみの取材も
・何を撮りたいのか カメラアングルに留意 ２カメ（遠近２台） カメラワークがいいと高得点？
・予備のためガンマイク、ＩＣレコーダー併用
・顧問が２人いて、わたしは取材前に徹底的に台本を練らせるが、
もう一人の顧問はとにかく生徒にやらせています 足りないところが発生するが それも教育
同じネタでも全く異なる作品ができあがったりする
・取材のアポ ファーストコンタクトは生徒でよいが、後から顧問がお願いすべき
・顧問が付き添うか？ 取材のアポから全面的に協力する場合と、任せてみる場合も
番組の方向性を確認してから行かせる（相手への説明責任）
・生徒の取材は現場で流れが変わることがある
・取材を自由にさせていたところ、取材対象から苦情の電話が入った 「取材許可願」を作った
・取材によって生徒は育てられる 優しくされたり、冷たくされたり 感謝の気持ちでお礼と報告
【膨大なデータをどう管理（保管）するか】
・ハードディスク（ＰＣ）に残ったまま or ＤＶＤに焼く or 両方
・サーバーを用意し、すべてのデータを保管
・容量が気になるときは、ＭＰＥＧ形式にしておく
・データが消えてしまうトラブル回避のために、その日のうちに２台のハードディスクにコピー
【構成や制作】
・付箋紙を利用して、みんなの意見を入れる
・長めに作って、余分な場面を削っていく
・何を伝えたいのか 切り取るのが大事
・取材メモを作って検討
・起承転結の転・結がなかなかできない
・ラジオ番組はラジオでなければできないものを
テレビは音を消しても伝わるものを
・取材後にラジオ・テレビを決める場合も
・しゃべりの強すぎに注意
・顧問は明確な考えを持ち、直接的には出すのではなく、「ダメ出し」や指導しながら生徒に作らせる
・驚きの発見がないとダメ それが出てくるまでは寝かせる
【顧問の仕事】
・いろいろな会の司会など、活躍の場・多くの人の目に触れる機会をつくる たくさん引き受ける
・作ったものを発表する場を設定する 作らせる 宣伝する
・役割を与え「連帯責任」という負荷をかけて、
「やらざるを得ない」という経験をさせる
・練習内容を記録して、手をかけていない生徒から指導
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【読みの練習】
・最初は声を優しく、気持ちよく 構えない 地声で
・原稿の中のどこを伝えたいのかを明確にし、そこを（そこまでを）どう読むか
・立てるところと捨てるところをわかりやすく読む
・早口で読まない 伝えたいのであれば早口にならないはず
・マイクでなく相手に話す 目の前の人に語る練習 原稿見ないで読んでみる
・会話するように読む 「原稿」を読むのではなく伝える 決勝１０人は伝えている
・発声練習 技術は後からついてくるが、声質は身に付くのに時間がかかる
指３本入れて「アー」と発声すると、のどが広がる 音域が広がる
母音の口の形 子音との重なり
ペアになって腹筋トレーニング
音域を鍛える 特に低音（文末） 音域を広げるためにサイレンのように高低をつける発声練習
滑舌 ＣＭなどのフレーズも利用
体育館で朝やると１日良い声が出る
・行事では、読むだけではなく全体の流れを預かっていることを意識させる
・ＮＨＫ出版のＣＤ付のテキストを利用している
・ＮＨＫ杯のＣＤ（６０人集）から学ぶ 原稿に起こして練習 聞き比べ
・ＣＤを貸し出したり（持って帰って聞く）
、スマホに入れる
・国語の朗読ＣＤや「ういろう売り」のＣＤ
・声を録音して自分の声を聞かせる 録音してお互いに審査 帰宅時に、車の中で読みのチェック
・イントネーションなどは定期的にチェック
・アクセントがおかしい→すかさず注意 クセは直るまで繰り返し練習
・なまりをどう直すか 辞典で誤りを自覚 三省堂のアクセント辞典（CD 付）は活用が載っている
・アナウンサーのマネをする 英語のように繰り返し、一緒に読む
・読み聞かせの活動
・新聞（記事とか天声人語）を話しことば（です・ます調）の原稿に直して読んでみる
【アナウンス原稿】
・原稿が書けない、取材に行けない、聞けないという生徒→経験値を上げるしかない
問答、つっこみを通して、取材不足に気づかせる 「対象への愛が足りない」と一括
・インタビューを経て、顧問が手を貸しながら情報をひきだし、まとめさせてあげる
・必ず声に出して確認（言いにくい所は平易な話し言葉に変える 熟語や漢語表現は避ける）
・いろいろな先生に聞いてもらう どこがわかりにくいか 言い回し 興味・関心を持ったところ
・
「楽しそうに・・・」を文には入れない そうである根拠を楽しそうに読む
・最後が呼びかけなのはよくない 主観はいれない あくまでもニュース
・主観は表に出さず「セリフ」などに盛り込む
・構成が大切 読み方は、間と緩急
・取材対象者のことが、はっきりわかるか
・聞いた時の「お得感」
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・言いたいことは何なのか 内容を詰め込みすぎてはだめ
・１文は３０字以内、小学６年生がわかる言葉 体言止めはしない
・Ｎコンの決勝１０人の原稿用紙に書き起こす（リード文、まとめ文、文末表現を勉強する）
・５時２５分のＮＨＫニュースがおすすめ
【朗読】
・朗読は表現力と声の幅
・ＣＤの完全コピー 決勝１０人の音声を耳で文章化し、地の文、会話文のバランスを研究
・淡々と読む
・シーンの絵を描く 説明を発表 皆の前で劇をやってみる
・読む部分の選び方
映像が浮かびやすい場面 登場人物は２人、年齢が離れているとよい
地の文とセリフがバランスよく入っている 聞かせる地の文
・初読みで１分４５秒、完成時に１分５８秒
【部員確保】
・学校紹介ビデオや部活紹介などで司会をやり「放送部の・・・」とアピール
・Ｎコンの作品や作った番組を新入生に見せる
・地域行事に参加して中学生にアピール
・校内行事で存在をアピール
・授業等でも声をかける
・「東京へ行けるよ」などおいしい言葉
・演劇部との兼部
・生徒同士の声の掛け合い
・廊下にテレビを置いて、作品を他の生徒に見せる（制作の過程も見せている）
・部員が集まったらどうしたらよか
定期的にミーティング
１日２０分でいいから全員で発声練習 ２年目で定着 ３年目で大会や校外活動にも意欲
課題をハッキリさせた方が積極的になる
１年生のうちに、ささいなことでも実績をつくらせる
部員同士でプロモーションビデオをつくる
大会や県単位の講習会で生徒間の交流 他校に行かせて勉強させている

ミニコンテスト

・部員のモチベーションを高めるには
部室が居場所となっていることが重要
おとなしい生徒や１年生に対して自信・自己有用感を高める（他の教員に、生徒を褒めてもらう）
内向きな生徒が、大会などでスポットを浴びることで、楽しくなってくる
顧問が悪者になって部員の結束を高める（大会２か月前に一喝）
・ほめることはとても大切 行事の準備などで、頼られているという感覚が生徒を動かす
役割分担をし、活躍の場を与える
行事の記録や部活動紹介ビデオや１分間の作品を作らせる 作品を作る体験が大切
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講座２．実践発表：充実した放送活動をめざして
講師 千葉県立検見川高等学校
石井 淳
今年は、ＮＫＨホールでの「総選挙ＤＥ生ライブ」に出
場した３校の１つ検見川高校の顧問石井先生の発表である。
▶生徒を集めるための活動
第 59 回大会校内放送研究発表「仲間を増やすため
の道」を視聴した。
・委員会活動であるので確実に人数は確保でき、使命感を与えることが出来る。
・部活動紹介に参加し、昼休みに箸を忘れた新入生に割り箸の配布を行う。
・学校紹介ビデオを作成し、委員会生徒の出身校にビデオを送る。
▶検見川高校放送委員会のモットー
・使命感を持って活動する。
・学校生活に潤いを与える校内放送活動
何か人のためになっているという使命感を持って活動するのが大切。
▶校内放送
・昼の放送

１２：４５～１３：００ 毎日番組を作って放送

・下校放送

１６：４２～１６：４５

▶普段の活動と活動場所
地学の教員なので、地学教室を中心に、生徒の居場所・生徒が活動できる場所を確保するのに心をく
だいた。
朝の発生練習 （地学生物講義室）
原稿作り・ミーティング （地学実験室）
放課後の活動
番組編集

（視聴覚教室）

（視聴覚準備室）

▶活動のための小道具
生徒は一人１つＵＳＢを持ち歩き、原稿作成時に使用。地学実験室にあるパソコンに昼の放送原稿を
入れるので、当日の当番生徒が不在でも、原稿があるので代役で放送。
引っ込み思案の生徒が多いが、名刺と名札を作り、取材の時に活用してコミュニケーションに役立て
る。また、日誌を作り、時間があれば顧問が必ずコメントをかく。
▶他の部活動との活動
▶生徒が求める顧問とは？？（放送委員生徒のアンケートより）
・生徒を理解しようとする姿勢
・適切なアドバイス
・ある程度の厳しさ
・知識を持っている
・生徒につきあってくれる
▶最後に
教員になってからずっと放送の顧問を続けることが出来たが、一番心がけていることは
「学校生活に潤いを与える校内放送活動」の指導である。
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講座３．アナウンス・朗読

審査講習
講師

ＮＨＫ放送研修センター・日本語センター
エグゼクティブアナウンサー
山田 敦子

アナウンス・朗読の指導法や審査の観点を、実際の審査体験を通して学んでいただきました。
６０回大会の準決勝進出者の中から選んだ４名のアナウンスを会場のみなさんに審査していただき、
集計結果が出るまで、グループごとに討議していただきました。
今年は会場のお声を発表していただき、皆さんで様々な課題を共有しながら、審査を深めていきまし
た。会場の平均点、会場の最高、最低点、そして山田先生の点数、最後にコンテストでの点数をご覧い
ただき、その結果を受けて山田先生に解説、ご指導していただきました。一人一人についても、原稿に
即して明確に審査すべき観点を挙げていただきました。観点を意識した上で、ピンポイントで聞き直し
を行いながら、改めてご指摘いただいた課題を再確認することができました。
朗読についても同じような流れで行いました。
○アナウンスに関してご指摘いただいた点の一部
・基本的な情報がきちんと網羅されているか。正確に情報が伝わる内容であるか。
・情報は耳に届く順に意味を重ねていくのが自然。修飾語が長くなると、分かりにくく不自然になって
しまう。読み手にも、聞き手にもやさしい自然な文章をこころがけて。
・同じ調子の繰り返しになったり、声のトーンの幅が狭かったり、音圧が一定になったりすると一本調
子になってしまい、伝わりにくくなる。
・インターネットからもってきたような内容ではなく、自分の足や耳で集めたものを伝えよう。そこか
らいかにしてテーマを発掘できるかが大切。
・読み調子ではなく、自然な語りで。感傷的にならず、コメントに語らせる。そこから、にじみ出てく
るものは伝わる。
・読み調子を改善するには、内容について原稿をはずした形で問いかけてみることが有効。ICレコーダ
ーなどで客観的に振り返らせる事も大切。
○朗読についてご指摘いただいた点の一部
・どこを抽出するかを慎重に。複雑で難解な部分はできるだけ避けて、そこだけで独立性のある部分を
切り取ろう。
・セリフの部分は「どこまで許されるか 許されないか」ではなく「違和感があるか ないか」という
ことではないか。
・セリフだから別人になるのではなく、登場人物の情報を読み取って、ニュアンスをつけていく感じで。
・人物パターンはめ込み型はよくない。
・場面を思い浮かべて、適切な間をとる。適切な間をとることで、文章の構造まで見えやすくなる。
約半数の方が審査初体験でした。日頃の疑問点を出し合う場としてもご活用いただきました。会場レ
ポーターにマイクを向けられ、多少緊張感が漂う場面もありましたが、山田アナウンサーの実体験を交
えてのわかりやすいアドバイスに、これからの指導、審査に役立つポイントをたくさん学ぶことができ
ました。
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講座４．番組技術と模擬審査
講師

ＮＨＫ制作局

第１制作センター

青少年・教育番組部

チーフプロデューサー
桑山

裕明

模擬審査
ドキュメント部門の審査基準を確認
（１）研究主題「私たち高校生と放送」のテーマに沿った、高校生に向けた内容であること。
（２）審査の観点
ａ．内容・企画
高校生をとりまく素材の中から適切なものを求め、効果的に表現しているか。
ラジオ・テレビそれぞれの特性を活かした作品になっているか。
ｂ．制作技術
（ア）構成・演出
（イ）取材の方法や努力
（ウ）ナレーション
（エ）技術（撮影・録音の技術／編集の技術／音楽や効果音の使い方、など）
（３）点数は１００点とし、ａとｂの項に留意して総合的に採点する。
１.ラジオドキュメント
作品１ 身近な「性」について、一人の生徒を通して見つめた作品
作品２ 「ジガモガハ」という学校伝統の応援歌について調査した作品
作品３ シリアで命を落としたジャーナリスト（卒業生）を通して平和について考えた作品
作品４ 何かやってもらったときに口をついて出る言葉について考えた作品
２.テレビドキュメント
作品１ 教室に充満した制汗スプレーの臭いをとるための実験解決型作品
作品２ 理想のラブレターを追求した作品
作品３ 上履きを洗うかどうかを通じ、高校生の清潔感と行動の差をテーマにした作品
作品４ 落とした食べ物は食べて有害なのか、科学的に分析をした作品

桑山プロデューサーから
公共の電波にのせるという基準では以下のような観点に注意している。
① 情報の質
１ ３分に１回 次の情報があるかどうか
（明日すぐ役立つ情報）
（自分も経験があるが、他人にも興味のある情報）
（新しい視点）
（自分のポジションが確かめられる）
（新しい情報）
２

社会＝人のためになるメッセージがあるか

３

説得のある情報か
（独自の取材か）
（複数の裏付けがあるか、または母数１００以上のアンケートか）
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②情報伝達
１ 疑問がわかないこと（論理の飛躍があっても合意できるもの）
２ 興味関心をさそう
（次への興味を誘う情報の並べ方か）（シーンごとに導入・展開・結論が意識されているか）
３

視聴者に合わせたテンポか

４

見せ方の工夫
（シーンごとに飽きさせない工夫があるか）
（音の再構成を考えているか）
（説明を聞く状態に持ち込んでいるか）
（初めて・途中から見ても分かる作りになっているか）

５

見終わった後、分かったことがあるか

それを踏まえると
ラジオドキュメント 作品２は ネタはいいのだが、構成に難がある。
作品４は、眼の付けどころはいいので、興味を惹く展開をすればよい。
テレビドキュメント 作品１は 最初に結論を出すなど、情報の並べ方を変えるとさらによくなる。
作品３は ナレーションが上手く、身内話ならおもしろい

番組を評価する視点（講義）
視聴者を惹きつける情報とは、共感があり、驚きがあり、知りたいと思わせるものであるべき。それ
には説得力のある情報で、視聴者が安心できるものである必要がある。たとえばアンケートや調査では
１００以上の母数が求められる。ここで送り手の「こだわり」は時としてじゃまとなる。情報伝達の観
点ではシーンごとに変化をさせ、飽きさせない工夫をしなくてはいけない。同じ切り口で金太郎飴のよ
うな作品では訴求力を欠く。また、映像との関わりで音を再構成させる工夫も必要となる。展開は送り
手の説明を聞きたいと思わせる工夫をしなくてはいけない。そして、途中から見ても分かるように、常
に新しい情報を流さなければ飽きられる危険がある。
授業の作り方にも共通点がある。身につけさせたい力がその授業のメッセージでありねらいであり、
その情報と共感することで興味関心を呼び。自問自答することで児童生徒（受け手）の価値観を揺さぶ
り、新たな気づきを通して、児童生徒（受け手）が分かるという流れが大切。
情報をどう扱うか（番組作りの観点）
例えば高校生が将来不安に思うことの１位が就職、その希望職種の 1 位が公務員。その理由は「安定
志向」だが、なぜ安定志向が生まれるかを調査すると「親の苦労」に「感謝の心」を持っていることが
トップに上がる。ここで視聴者は自分の持つ情報と比べて驚きや共感を持つ。そのとき送り手の伝えた
いメッセージが散漫だと視聴者には届かない。大事なのは相手を意識した情報と伝え方で、情報操作の
鉄則は「受け手には責任がない」
。伝えたいことを 伝わるように 伝えるのが大事。
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ワークショップ

①

ねらいを作る

テレビドキュメント 作品３を見て、何がメッセージなのかを書く。
形式は「～を通して、～を描くことで、～がわかる。」
グループでお互いのものを見せ合い、一番良いもの、または合わせてよりいいものを作る。
注意すべき観点
「～を通して」は具体的な事実、
「～を描くことで」は視聴者と関係のある事柄、「～がわかる」が送
り手のメッセージになる。この作業でいろいろな意見が出てきたら、その作品がねらいを絞り切れてい
ないこととなる。
「誰に、どのようなメッセージを伝えるのか」を絞り込む事が必要だがそれが難しい。送り手は情報を
分解して自分の伝えたいことを拾い上げる。そして視聴者を意識して、視聴者の関心と自分の話題とオ
ーバーラップさせるようにしたい。情報を絞り込むのは引き算、ただし共感を呼び、驚きを与えるよう
な、かけ算のようになる引き算であって欲しい。

ワークショップ

②

ねらいを見つける

自己紹介をする。まず１分で、つぎに 1 分で話したことを２０秒で、
最後に１分・２０秒で話したことを５秒で話す。
注意すべき観点
情報を削ぎ落としてメッセージが決まれば、自ずと筋書きが見えてくる

ワークショップ

③

構成と演出

クイズを作る。
「浦島太郎」の物語を読んでクイズの答えを決める。
その答え１つになるような問題を作る。背景に納得できる理由をつける。
例）答えが「亀をいじめていた子ども」

問題は「一番得をした人・物は誰」

理由は「亀をいじめてストレスが発散された上、浦島太郎からお金をもらった」
注意すべき観点
「答えから入る」のは「ねらいを絞ること」
、1 つの答えになる問題づくりは「わかりやすい・シンプル
であること」
、背景は「なるほどという情報」
。このなるほど情報が印象を左右する。
わかりやすさは「導入→展開→まとめ」を意識したシーンづくり。なるほどと思わせることは、興味
を持続させること。
「でも、じゃあ」で短い納得を連続させると効果的で、転結で構成するとよい。どの
ような情報を選択して論理の飛躍をさせるかも重要。
伝え方の形は大まかに２パターンある。一つは「リード→いつ→どこで→何をどんな風に→意見」と
いうようなニュースなどで使われるもの。もう一つは「リード→結論→理由→客観情報→意見」と相手
を納得させる番組の構成である。

以上
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