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0．はじめに　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新潟大学では、平成16年度より課題別副専攻「メ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ディア・リテラシー」のプログラムを開始しているが、

　本稿は、平成19年度プロジェクト経費を受けて進め　　この副専攻プログラムにおいても表現・創造面での能

られつつある「ラジオ放送設備を活用した放送リテラ　　カの発展は重要視されており、「メディア表現行為論」

シー教育プロジェクト」について、その概要を紹介す　　をはじめとしたさまざまなメディア表現と関わるよう

るものである。　　　　　　　　　　　　　　　　　な実践的な科目が実施されている。また、人文学部情

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報文化課程を中心に開講されている各種の関連科目に

1．プロジェクトの背景　　　　　　　　　　　　　おいても、メディア表現の実践を中心とした授業が複

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数開講されてきていた。

　近年の情報メディアの急激な発達により、日常的に　　　「ラジオ放送設備を活用した放送リテラシー教育プ

さまざまなメディアと接触するようになってきた。そ　　ロジェクト」も、このようなメディア・リテラシー教

れに伴い、メディアを活用していく能力としてメディ　　育における表現・創造面の開発という文脈の中に位置

ア・リテラシーの重要性が認識されるようになってき　　づけられるものである。本プロジェクトの特徴の一つ

ている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は、このようなメディア表現の実践的活動を通じたメ

　メディア・リテラシーの具体的な内容についてはさ　　ディア・リテラシー教育である点である。

まざまな定義があるが、水越（2002）によれば、大き　　　もう一つ、本プロジェクトの特徴をあげると、ラジ

く分けて「メディアを操作する能力」、「メディアを受　　オ番組という音声メディアによるメディア表現を課す

容・解釈する能力」、「メディアによる表現・創造する　　点にある。従来のリテラシー教育において、言語や文

能力」の3つのポイントをあげている。このうち、伝　章による表現の実践はかつてから実施されてきた。ま

統的に狭義のメディア・リテラシーとして重視されて　　た、近年になった映像メディアの普及と発達の中で、

きたのが、「メディアを受容・解釈する能力」である。　　視覚映像メディアによる表現の実践も行われつつある。

これは、従来のメディア社会がマスメディアの発展を　　しかし、映像メディアの特性として、一見すると現実

中心に展開してきたことと関係がある。さまざまなマ　　世界をそのまま投影しているかのように思いがちな点

スメディアが登場し、その影響力が大きくなっていく　　がある。つまり、表現者の方でとくに意識的にならな

中で、いかにマスメディアの情報を主体的に読み解い　　いと、表現における現実の再構成のプロセスについて

ていくかが重要な課題であったからである。　　　　　　意識化されない危険性がある。

　しかし、山内（2003）が指摘しているように、そも　　　一方で、映像メディアと比較すると、音声メディア

そもメディアを活用する能力としてのメディア・リテ　　においては現実世界を再現するには表現する側の意図

ラシーとは受容と表現とをあわせもった総合的な能力　　や意識がより表面化しやすいといえる。メディア表現

として捉えるべきであり、受容の能力の高まりが表現　　の実践活動の過程において、どのような素材をどのよ

の能力を押し上げ、表現の経験を通じて受容の深まり　　うに配置していくことが現実の再構成のしかたとどの，

も期待できるような循環性をもったものである。その　　ようにつながっていくのかという問題を意識化しやす

ため、メディア・リテラシーの教育においては、受容面　　　く、メディア・リテラシーの教育効果も非常に高くな

だけではなく表現面での実践もまた重要になってくる。　　ることが期待できるのである。
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2．プロジェクトの機材・システム　　　　　　　　プログラムの入門科目として位置づけられているもの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　であり、各学部から副専攻プログラムの履修を希望す

　本プロジェクトでは、従来より人文学部で整備して　　る学生が参加している。

きた学内向け微弱電波を活用したミニFMの放送設備　　　この科目の一環として、2人で一組のペアを作り、

を活用した。この放送システムの概要は図1の通りで　　相互に相手のことを音声で紹介する番組を作成した。

ある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そのためには、まずお互いに相手のことを取材し、そ

　また、本プロジェクトにおいては、ミニFM放送に　　の結果を1分間という限られた時間の中でラジオ音声

おける狭い放送エリアでの聴取者数の限界を克服する　　として表現するために原稿作りを行った。その後に、

ために、インターネット上におけるポッド・キャス　　実際に原稿を朗読して収録し、その結果をラジオにて

ティングを実施して、現実的により多くの聴取者が可　　放送した。

能となるような改善を行った。このことにより、時間　　　この一連の過程においては、a）相手のことを取材

と場所に制限されない放送受容が可能となり、番組制　　　により理解する、b）取材して知った結果を朗読原稿

作時の学生たちの動機付けにもつながっていくことが　　の形に再構成する、c）原稿を語りという形で表現す

期待された。　　　　　　　　　　　　　　　　　　る、という段階をふむことになる。これらのプロセス

　さらに、本プロジェクトにおいてはラジオ番組制作　　を経て、表現に関する能力を酒養することが期待され

に向けた機材や設備の整備を行った。これにより、授　　た。

業において複数の個人やグループがラジオ番組制作を

同時並行で進めていくことが可能となり、ラジオ番組　　（2）平成20年度「メディア表現行為論入門」

制作をより本格的に授業の一環として導入していくこ　　　前年度に引き続き、課題別副専攻「メディア・リテ

とが可能となった。　　　　　　　　　　　　　　　　ラシー」の入門科目として、ラジオ番組制作を行った。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ただし、平成20年度には若干の内容の変更を行った。

3．プロジェクトに関わる授業内容の概要　　　　　まず、履修学生を4つのグループに分けた上で、全グ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ループを通じての共通テーマ「新潟大学の魅力」に関

　本プロジェクトを活用して、具体的に以下のような　　わるようなモチーフを考え、そのテーマについて取材

授業を実施した。その概要は以下の通りである。　　　　しラジオ作品としてまとめることとした。その結果、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　最終的に制作されたのが次の4作品である。

（1）平成19年度「メディア表現行為論入門」

　この科目は、課題別副専攻「メディア・リテラシー」
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■作品タイトル「いただきま～す1あさてい探検隊」　　（4）平成20年度「ヨーロッパ文化論lll」

　生協第一食堂で提供されている朝定食を取り上げ、　　　中級・上級ドイツ語クラスでのドイツ語ラジオ・マ

　生協側の狙いと利用学生側の意識を取材し、学生た　　ガジン制作である。

　ちの健康管理面を取り巻く状況を作品にした。　　　　　新潟大学でドイッ語を専攻している学生が、ドイッ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　語文化圏へ留学に行く際に、ほとんど知られていない

■作品タイトル「地域の人と☆BONODORI☆」　　　　　「新潟」を具体的に紹介できるようにしたいというの

　内野など地域住民と大学や学生とが共同で実施して　　が出発点である。そのため、「新潟」をテーマにした

　いる盆踊りの活動について取材して、キャンパス内　　　ドイツ語のラジオ・マガジンの作成を試みた。偏見や

　だけにはとどまらない大学と地域住民とのつながり　　ステレオタイプにとらわれやすいため、あえて「日

　について取り上げた。　　　　　　　　　　　　　　本」対「ドイツ」ではなく、もっと具体的に「新潟」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　という地域をテーマとして選択した。

■作品タイトル「自治が浸透している1？六花寮」　　　　具体的には、参加者10人がそれぞれテーマを一つず

　学生寮である六花寮を取材し、そこに伝わる新潟大　　つ担当し、原稿を作成する。テーマを絞り込んだ段階

　学の古きよき伝統を取り上げて、新潟大学の歴史を　　で、必ず伝統的あるいは現代的なテーマ、ポップカル

　伝える作品となった。　　　　　　　　　　　　チャーも取り入れて、ドイツ語文化圏にある程度知ら

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れているテーマをより深く、さらに幅広く紹介するラ

■作品タイトル「メニーな言語をトゥゲザーしよう　　ジオ・マガジンに注目した。聞きやすいように、学術

　ぜ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的な文章ではなく、ラジオにふさわしい自然な流れの

　新潟大学で行われている外国語教育について取り上　　ロ頭的な「軽い」言葉使いに心かけた。全員が登場す

　げ、実際に初修外国語として学ぶことのできる多様　　るオープニング、イントロダクションやエンディング

　な言語を紹介して、新潟大学の魅力を伝えている。　　をのぞいて、学生たち本人が10のテーマに分かれて、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2分から7分程度の長さのフィチャーからなる全50分

　いずれの作品においても、それぞれ複数回の取材を　　以上に渡る番組を制作した。

行い、インタビューなどを録音して、最終的に編集作　　　原稿が完成した後に、朗読練習を何度も行ってから

業を行うという手間のかかるものとなった。学生たち　　録音した。さらに、テーマにふさわしい音楽、サウン

は積極的に参加して、労作ができあがったと評価でき　　ドやBGMなどの選択もすべて学生たちが行った。最

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　終的なオーディオ・ファイルの編集は教員が担当した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　最終的に制作した作品は以下の通り。

（3）平成20年度「超域文化論」

　人文学部が平成20年度第2期より開講を開始した授　　　「Oh　wie　schon　ist　Niigata！P

業科目である。県域FM放送局のFMポートより2名の　　　新潟って、なんて素敵なところだろう1」

講師を迎えて、ラジオ作品製作の指導を仰いだ。3つ

のグループに分けて、それぞれ15分番組の企画を立て、　内容：

取材・演出までのすべての行程を行った。その結果、　　　　1．Hallo！（0：34）

最終的に制作されたのが次の3作品である。　　　　　　　　　オープニング、番組紹介やリスナーへの挨拶

■作品タイトル「ことばん」　　　　　　　　　　　　　　2．Niigata～～Niigata！（2：51）

　心に残った言葉を紹介　　　　　　　　　　　　　　　　　イントロダクション。全員登場。問答式で新潟

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の基本情報を提供

■作品タイトル「Endless　Story一輝き続ける女性」

　75才の女性へのインタヴュー　　　　　　　　　　　　　3．Viel　Schnee！（雪が多い1）（2：53）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　雪国である新潟県を紹介。雪災害、ウィンター

■作品タイトル「夢追人」　　　　　　　　　　　　　　　　　　スポーツ、雪祭に注目。

　新潟大学生の夢を紹介
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4．Die艶㎡els忙o㎜1er　Kodo（鼓童＆鬼太鼓座〉（4：

　以上の3番組に、番組制作を振り返る学生とナヴィ　　　　29）

ゲーターとの談話を加えて、1時間番組「番組作っ　　　　　佐渡島を拠点とする和太鼓アンサンブルの歴史、

ちゃいました」を制作した。この作品は、FMポートに　　　　　修行や国際的活動を紹介。

て、2009年2月15日の21：30－22：30に実際に放送さ

れた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5．Albirex（6：56）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新潟のサッカーチームを紹介。
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6．Die　Niigatamagie～Sushi（新潟マジックーすし）　　を伝えるということは、何かを伝えないということな

（2：14）　　　　　　　　　　　　　　　　　ので、どこをどう伝えれば何が伝わるのか．．という

　新潟の食文化の基本である「米」と「魚」を紹　　ことについて考えさせられました。僕は山田ひさしを

　介。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リスペクトしているのですが、彼の語りには魅力があ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ります。もっと聞いていたくなりますbやはりラジオ

7．Sake　aus　Niigata（5：19）　　　　　　　　　　　に必要なのは魅力のある語りだと感じました。

　　日本酒の作り方、材料、歴史や飲み方を紹介。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（経済学部1年生）

　8．Der　Bergぬhiko（弥彦山）（5：18）　　　　　　　　ラジオで普段通りに話すことは実はとても難しいこ

　　　弥彦神社や弥彦温泉、その歴史や風景を紹介。　　とを実感した。緊張してしまい、こわばったり、噛ん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　でしまったりすることが多く、実際に番組でMCをし

　9．Manga：肱kashi　R㎜iko（6：29）　　　　　　　ている人は凄いんだなあと改めて感じた。自分もああ

　　　漫画家の多い新潟県を紹介。　　　　　　　　　　いった大勢の人に聞かせる場で、しっかりとしたロ調

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　で、でも楽しさを忘れないようなトーク術を学びたい。

　10．Die　Bandai－Brucke（万代橋）（7：19）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（人文学部3年生）

　　　新潟市のシンボルである万代橋、その建築様式

　　　や歴史を紹介。　　　　　　　　　　　　　　　　　ラジオ放送をやってみて思ったことは、声のみにな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ると表現力はずっと落ちてしまう、ということだ。普

　11．Feuerwerk（花火）（6：48）　　　　　　　　　段私たちは身振りや表情、目に見えるものに頼ってい

　　　新潟県の有名な花火大会3つを紹介。その違い　　ると思った。　　　　　　　　　　（人文学部2年生）

　　　や特色にについて。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　私はラジオの印象として、ニュースなどのしっかり

　12．Auf　Wiedersehen！（1：19）　　　　　　　　　　　した雰囲気・音楽番組などの楽しい雰囲気・日曜の朝

　　　エンディング、参加者の紹介。　　　　　　　　　に流れそうな穏やかな雰囲気が、聴覚だけでも感じ取

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れるという印象を持っています。これは、音楽の効果

4．プロジェクトの成果　　　　　　　　　　　　　　の他に、話し手の声や話し方の印象が大きく影響して

　メディア・リテラシーの教育の特徴は、その成果が　　いるのだとラジオ実験放送を聞いていて思いました。

けっして即効性をもつものではないことだ。人間の社　　また、今回の授業で自分の声を客観的に聞いてみて、

会や人と向き合う時の基礎的基盤的な能力に関わるも　　違和感を覚えたのと、自分が意識してしゃべったほど

のであるので、どちらかといえば成果が目に見えては　　抑揚がなく、伝わってくるものが無いことに気づきま

現れにくいものである。　　　　　　　　　　　　　　　した。普段は、主に視覚に頼って生活しているために

　しかしながら、本プロジェクトを活用した授業を通　　聴覚についてあまり意識することは無かったのですが、

じて、学生たちの問でメディア表現やリテラシーに関　　聴覚を通して人の印象を判断している部分も大きいこ

する新たな気付きや学びが各所で見られたことも事実　　とに改めて気づくことができました。

である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（人文学部2年生）

　以下に、学生による実践活動に対する感想や自己評

価について、その一部を抜粋して掲載する。　　　　　　　ラジオというメディアは音声を伝えるメディァで情

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報の量は、音声に加えて映像も伝えるテレビに比べて

【平成19年度「メディア表現行為論入門」より】　　　　少ないと思っていた。しかし、今回実際に放送してみ

　原稿を読むのはとても難しいと思った。テンポ、明　　て、単に音声といって声1つを取ってみても、何を伝

るさなど様々な面に注意を払わなければいけないと　　えたいのか、そのためにどんな言葉をどんな調子で話

思った。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すのかというように細部にわたって伝える手段がある

　本物のラジオ放送の聞きやすさがよくわかった。　　　と感じた。　　　　　　　　　　（人文学部2年生）

　　　　　　　　　　　　　　　　（経済学部1年生）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　声のみで情報を届けるのは、とても難しい事だと感

　もし自分が高校生の立場で聞いていたら、みんなの　　じた。また、語りの内容も重要だがそれ以上に声の重

発表はそれぞれ違っていておもしろかったしアリだと　　要さを感じた。高校の頃放送部の大会に出ていた放送

は思う。でもやはりみんな堅くて、本物のラジオ放送　　部の同級生が呼吸法から練習していた事を思い出し、

よりははるかに劣るなあと感じた（まあ当然のことな　　そして声質など人が聞きやすい話し方には技術が必要

のですが）。真面目な生徒さんにはウケるのではない　　なのだと感じた。

かと思いました。あと『伝える』ことに関して、何か　　　またラジオはテレビや文字情報とは異なり、「語り
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手」対「受信者」の関係が近いように感じた。電波を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（理学部3年生）

通して「語り手」の声そのものが届くラジオは他のメ

ディアに比べて人の存在が感じやすい、温かみのある　　　ラジオは話し手の顔がわからないからか、話し方一

メディアだと感じた。　　　（教育人間科学部4年生）　　つ変えるだけで全然印象が違うのだなと思いました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実際に聞いてみると、自分が予想していたものと全然

　初めはラジオを発信する側に自分が立つとは、想像　　イメージが違ったので、常に聞く側に立って考え、ど

もつきませんでした。それに、ラジオの録音や放送な　　んなイメージを与えたいのか、どうすればもっとわか

どでは、上手く話せるだろうか、聞き手に上手く伝え　　りやすくなり、うまく伝えられるのかを意識しなけれ

ることができるだろうか、と言った不安が多々ありま　　ばならないのだなと思いました。　　（工学部2年生）

した。取材をして、相手を知り、それを聞き手に伝え

るために、どのような文にするか。声は、スピードは、　　今回の実験放送では、“ラジオ”というメディアの

どのようなものにするか。それを考えていく課程はと　　創作方法やその難しさなどについて学ぶことができた。

ても楽しいものでした。また、ラジオの内容では、1　　新潟大学の学生を紹介することでそれを新潟大学の紹

分と言う時間にこだわり、いかに短い時間で相手のこ　　介そのものに直結させる原稿作成の際には、その学生

と、大学のことを的確にわかりやすく伝えることがで　　が“この大学”に入学した意義のほかに、その学生が

きるか、試行錯誤を繰り返しながらラジオの原稿を作　　これまで歩んできた人生まで知る必要があった上、1

り上げました。しかし、限られた時間のため、伝えた　　分という限られた時間の中でどれほどその学生や大学

くても、削らなければならないところが沢山出てきて　　の魅力を凝縮することができるかという技術力も試さ

しまい、それにはとても残念に思いました。実際にラ　　れた。そのため、他の授業のレポートなどに比べる大

ジオを通して自分の声を聞くことは、自分の表現を客　　変短い文章であるにもかかわらず何度も書き直さなけ

観的に見ることができ、自分の話し方や表現は適切な　　ればならなくなってしまい、ラジオにおける原稿作成

ものであったかどうかを、再確認することができまし　　の難しさを知った。実際の原稿読みの場面でも、滑舌

た。今回のラジオ実験放送は、普段の生活ではなかな　　良く、聞きやすい速度で聴衆者に情報を訴えかける必

か体験できない「ラジオ製作」ができ、とても貴重な　　要があったが、納得のいく読みを毎回実現することは

経験になったと思います。また、ラジオによって情報　　なかなか難しいということを再認識した。とくに最終

を発信する側に立つことで、実際のひとつの事象にた　　収録日の前日に歯を2本も抜いていたため、その痛さ

いする情報量が、放送されている情報量と大きく異な　　も手伝って、思い通りに読むことができなかった。練

ることが分かりました。これは、TVや新聞にも共通に　　習も大切だが、それ以上に健康管理も重要であること

見られるメディアの特徴ですが、実際に体験を通し、　　を実感した。だが、実際に自分の声やこの講義受講者

自らが情報を発信する側に立つことで、よりメディア　　全員の声を第一学生食堂の前で耳にしたとき、“電波”

について深く理解することができたのではないかと思　　の役割の偉大性について考えさせられた。特に、同じ

います。メディアに対する知識も増え、これからメ　　場所で聞いていてもその波の状況によって声やラジオ

ディアを学んでいくことに対する更なる期待がわきま　　の聞こえ方が異なっており、波のおもしろさというも

した。また、メディアにより、多くの人に一人の人の　　のも感じることができた。現代では情報化社会に伴っ

提言が伝わることは、メディアにしかないとても重要　　てインターネットなどさまざまな特徴を持った新しい

な役割であるのだと私は感じました。ラジオという一　　メディアが発明されているが、他のメディアに比べて

つのメディアを通し、まだ浅い知識ではあるとは言え、　声などの“人間味”が重視されるこの“ラジオ”とい

メディアの特性や人との関わり合いを知ることができ　　うメディアを、これからも守ってくべきであると感じ

た。ラジオ実験放送の実践は、とても有意義な授業で　　た。　　　　　　　　　　（教育人間科学部2年生）

あったと思いました。　　　（教育人間科学部2年生）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自分がメディアを発信するということで緊張したが、

　確かに取材のときに私は自分のことを語り、相手は　　自分で感じていたよりスピードなどが話したときに感

それを素に原稿を作って、その間に変な勘違いとかは　　じた印象とまるで違っていたので驚いた。

無いはずなのに完成したものを聴くと違和感を感じる。　　でも自分のことで精一杯になってしまい、聴取者の

実際に微妙なニュァンスとかを相手に伝えるのは難し　　ことをまったく考えていない話し方をしてしまった。

いと思った。まして今回は間に人一人とラジオを挟ん　　メディアを発信する立場となった以上、受け取る人の

でいるのでなおさら。全体に語られる内容や雰囲気な　　ことを考えなければならない。自分が発信してそれで

どられる人よりも語る人による影響が大きいと思った。　満足してしまっては、発信者と受信者でコミュニケー

同じ人を2人くらいで紹介してみたら全く違う印象を　　ションが取れなくなってしまうので、次にこのような

与えるのではないだろうか。特に印象に残った語りが　　機会があったら気をつけたいと思う。

あったかというよりはそのあたりが気になった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（人文学部1年生）
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　ラジオは音だけなので、しっかりと内容を練らない　　無い音には感動があるというのは凄いことだと思う。

と、何かしゃべっているな、としか感じないと思いま　　　　　　　　　　　　　　　　（人文学部2年生）

す。ゆえに、ごまかしが効かず、他のメディア以上に

内容をよく検討する必要があると思いました。　　　　　　今回の授業でも音声を録音し、背景に音楽を重ねる、

　大学をラジオで宣伝することですが、ラジオを使う　　といった簡単な編集を通して、素人でもラジオ作りを

よりも、大学のWEBで学生の大学紹介をストリーミ　　楽しめることがよく分かった。ラジオは音声だけなの

ング形式にしたてみたり、Second班eやmbd上で宣伝　　で、何か作業をしながらでも聞けるし、車などの移動

など時代にあわせた展開が必要だと個人的に思いまし　　申にも聞くことができる。テレビも画像を観なければ

た。　　　　　　　　　　　　　　（経済学部3年生）　　音だけではないかと言えるのだが、ラジオ番組と言う

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ものは初めから音だけで伝えることを前提に作られる　　　’

【平成20年度「メディア表現行為論入門」より】　　　　ため、適切なナレーションや細かな実況中継を入れる

　今回のラジオ制作は初めての経験だった。インタ　　など工夫がなされており、いかに音だけでイメージを

ビューのアポ取り、事前の打ち合わせ、MCを考える　　わかりやすくするか、という発信者側の伝える技術が

こと、編集など大変なこともあったが、全部良い経験　　違うのである。しかし、テレビ放送に慣れた受信者側

となった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　にとっては想像力を働かせなければならない苦労があ

　中でも一番難しかったのが、MCを考えることで　　るのかもしれない。　　　　（教育人間科学部3年生）

あった。与えられた時間が短く、伝える目的を絞り、

それを分かりやすく伝えるMC作りが大変だった。イ　　　私たちは、「外国語と留学生」に焦点をあててラジ

ンタビューを行う前の段階では、六花寮の伝統、文化　　オを制作した。取材した人数は授業のなかでも私たち

を魅力として伝えたいと思っていたが、実際のインタ　　が一番多かったのではないだろうか。たくさんの人た

ビューで寮内ではとても自治が浸透しているという話　　　ちに、ユーモア溢れた答えをもらうことができた。し

を伺って、そこが主題となった。インタビューで思い　　かしその分、構成を決めるのが大変だった。ある程度

もよらない話を聞くことができたことが、新たな視点　　の骨組が出来ていないと、インタビューの原稿も作る

を与えてくれた。そして時間内に収めるために、削ら　　こともできないからだ。最終的には一限から始まる、

なければならない部分も出た。もっと色んなことを伝　　授業形式のラジオ番組にして、分かりやすくはなった

えたかったので、それは残念だった。　　　　　　　　　と思う。しかし、伝えたいことが多すぎて、詰め込み

　また、目に映るものを言葉で伝える難しさも実感し　　すぎになってしまったように感じた。もう少し内容を

た。六花寮は閑静な住宅街の中にあり、裏は林で建物　　厳選するべきだったかもしれない。インタビューも面

自体はかなり古くいかめしいイメージであった。中の　　白い答えがもらえたにもかかわらず、泣く泣く削らな

事務室や食堂も結構古くて、レトロだが乱雑で、照明　　ければならないものも多かった。

なども赤っぼくて独特な雰囲気をかもし出していた。　　　また、実際に制作してみて、インタビューの仕方に

床も歩くと音がなり、窓の割れ目はガムテープで貼っ　　も工夫が必要だと感じた。どんな番組にしたいのか、

てあった。その雰囲気を言葉にして、また時間内で伝　　その構成を相手にもわかってもらった上でインタ

えることはとても難しかった。　　（人文学部3年生）　　ビューをしなければ、言ってもらいたいことを引き出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すことができないからだ。まずは、私たち制作者が

　一連のラジオ制作作業を通して、まず、音でしか伝　　「新潟大学の魅力とは何か」というテーマについて

えることができないというのは、表現の仕方に制限が　　　もっと掘り下げて話し合う必要があった。そのうえで

生じ、配慮することも多いと実感した。普段、ラジオ　　インタビューに出かけ、彼女たちの答えにもっと突っ

というメディアに触れることがほとんど無いために、　　込んで話を派生させていければよかったのかもしれな

そもそもラジオ番組がどういうものなのかもよくわか　　い。

らなかったので、音楽や会話の内容、番組の構成には　　　反省点も多いが、充実感と満足感はそれ以上だった。

気を遣う部分が多かった。　　　　　　　　　　　　　　ラジオを作っていて、一番楽しかったのは音の編集の

　編集の段階で感じたのは、最初の実感とは逆に、音　　部分だ。ラジオの制作はもっと難しいものだと思って

だけでも伝えられることは多いということである。単　　いたが、意外と簡単に、楽しんでやることができた。

なる会話や、インタビューの声だけでも周囲の笑い声　　内容に合う曲を探し、BGMとして流してみたりと色々

や語り口調などでその場の様子が想像でき、盆踊りの　　挑戦できてよかったと思う。このBGMがラジオに

練習場の楽しげな雰囲気が伝えられるというのは意外　　とって、かなり重要な位置を占めるのではないだろう

であった。テレビドラマなどで、シーンと音楽の相乗　　か。最初に述べたとおり、ラジオは音でしか伝えるこ

効果というのは何度か実感したことがあるが、音や音　　とができない。番組の雰囲気も音を利用して伝える必

楽がこれほどまでに表現力があるとは思わなかった。　　要があるため、この選曲が番組の死活問題となるので

音の無い映像にはあまり面白みを感じないが、映像の　　はないだろうか。私たちの班は、番組の初めに短くイ
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ンパクトのある曲を流し、そのあとMCと共に落ち着　　とこうすればよかった」と悔やまれる点が出てきまし

いた曲を少し小さめの音で流した。聞き手を少しでも　　た。昨年は音が流れればそれだけでいいと考えていた

惹きつけられるようなオープニングになったと思う。　　ので、今回反省点を見つけることができたのは1年間

　　　　　　　　　　　　　　　　（人文学部1年生）　　の進歩ではないかと思います。次回には、今までどお

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り作業も楽しみつつ、自分自身満足のいく番組が作れ

　今回、新潟大学に興味を持っている高校生の人たち　　るようになりたいと思います。　　（人文学部3年生）

を対象にラジオを作るということで、一番学生らしい

情報を提供したいと思いました。それが、学生食堂。　　　ラジオを作る際に意識したことは、映像は無ぐ、声

最初は、一番にぎやかな時間帯のお昼の状況を音で　　だけで伝えるのだということだった。しかし、これは

取って、作ろうと思ったのですが、「新潟大学ならで　　意識しても難しいことだった。なぜなら、私たち制作

は！」という点が欠けているということになりました。　側は一度現場を見てしまっているからだ。現場を見な

新潟大学の個性を出したかったので、学生食堂で行っ　　いと伝えられないが、見てしまうと、聞く側は自分た

ている「あさてい」に目をつけました。取材は、一食　　ちが見たものを見ずに、音声だけでこれを理解するの

に行きました。店長さんにお願いをして、厨房の中も　　だということを忘れがちになるb完成したラジオを聞

のぞかせてもらいました。私は今期、新聞記事を作る　　いてみて、六花寮の班が建物の外観を伝えでいた。映

授業もやっていました。新聞記事を作るための取材と、　像メディアでもこういうことはあるが、音声のみのラ

ラジオを作るための取材の違いは、質問の答えを自分　　ジオにおいて見た目を伝えることは、聞く側に状況を

なりにまとめなくてもよいということ。新聞だと、記　　　思い浮かべてもらうために重要なことだと思うた。盆

者によってとらえ方が違うので、取材相手の情報を記　　踊り班は、練習会場にどんな人たちがいて、どんな雰

者の言葉で上手くまとめて、加工され、読み手に伝え　　囲気だということや、踊りの様子や、踊うている入や

られます。そうなると、おおげさに情報を書かれてし　　演奏している人の表情などを伝えていなかうたポもう

まったり、ニュアンスが違う情報を伝えてしまう可能　　少し言葉で説明できればよかうたと思うたも

性が高くなります。一方ラジオだと、取材相手の声や　　　伝える手段が音声だけのとき、当然ながら、聞く畿

質問の答えを音声に取って、そのまま流して、聞き手　　いう行為に神経が集申する。’一方、テレビの場合は見

に情報を伝えます。短くしたり、記者によってまとめ　　ることに集申する割合が強いb例えば、多少話し方が

なくてもいいので、正確に伝えることができます。そ　　早かったり遅かうたり、張りが無くても、映像がその

のところが、新聞と違って楽でした。　　　　　　　　分をカバーしてくれる。しかし、ラジオでは、話し方

　　　　　　　　　　　　　（教育人間科学部2年生）　　一つ一つが大切だと感じたb早いを聞きつちいし、遅

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かったり、張りが無ければ聞いていてりまらなくなう

　音のみで情報を伝えるとき、場面を想起させるよう　　てしまうだろう。声の抑揚で伝えていかなければなち

な音を入れるのは効果的であると思う。映像ならばダ　　ないと思った。ラジオのDJの話し方が独特な理由が

イレクトに場面を映し出して得ることができるが、音　　分かった。あれだけメリハリがあると聞いていて飽き

でのみの情報では場面の描写をするのが難しい。言葉　　ない。　　　　　　　　　　　　｛（人文学部3年生）

の説明では時間がかかるし、言葉で表現しきれないこ

ともある。しかしある場面に対して特徴的な音を聞く　　　時間の長さをまったく考慮していなかうたため、イ

とその場面を想起することは普段でもしばしば経験す　　ンタビュー全体を使うととても長くなゆてしまいますも

る。音で場面を伝えるとき、この方法を使うのはとて　　かといって、途申で編集するにしてもその人が伝えよ

も有効である。盆踊り班の太鼓や笛の音は祭りを、国　　うとしていること、言葉の二該アンスを崩さないよう

際班のチャイムの音は学校や教室の風景を思い出すの　　にするのが大変でしたbインタビ訟一を編集で切る琶

に効果的であった。「盆踊りの番組です」と言う言葉　　とで番組を聞く人に間違った理解を与えてしまうては、

の情報だけでなく、太鼓や笛の音を入れることですぐ　　インタビューをした意味がありませんもこれが映像を

に頭の中に祭りの盆踊りの様子が浮かぶ。　　　　　　　使えるメディアならば、音声以外に視覚的に編集する

　　　　　　　　　　　　　　　　（人文学部2年生）　　余地があると思いますが、ラジオというのは音声めみ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　純粋にインタビュ脳した内容だけで伝えなくてはいけ

　講義の最後に完成したラジオ番組を校舎前で受信し　　ません。編集で短くすることはできても、それ以上の

たときには、嬉しさと同時に悔しさも感じました。昨　 ことを付け足すこともできないのだなと思いましたも

年はラジオから自分が録音した音が流れてきただけで　　人の発言をいかにそのままのかたちで他の人に伝えて

感動して、内容については特に考えませんでした。し　　いくか、それだけでも難しいことなのに、音声のみで

かし今回は、内容はどうなのか、と考えてしまいまし　　伝えることはそれ以上に難しいと感じました6

た。雑音が多くはないか、音量のバランスが悪くはな　　　また、録音しているときは気づかなくても、後で聞

いか、構成が単調ではないか、などと考えて、「もっ　　いてみるとすごく喋りに違和感を覚えたりもしました6
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感情が入っていないというか、本当に声だけの分、声　　行っており、半期の授業が終わればそれで実践は終了

だけで感情の抑揚なども表していかないと不自然な感　　　してしまう。そこで学んだことや気付いたことが、各

じになると思います。普段聞くラジオのMCを思い出　　学生の他の学習の中でどう生かされていくかは、各学

してみると、大げさなくらいがちょうどいいのかも知　　生の主体性に完全に依存している状況である。今後は、

れません。さらに喋る早さ、間の取り方など、気をつ　　1つの授業科目の中における指導法の充実とあわせて、

けることがまだあります。だいたいこれらは収録して　　授業間の連携性、体系性をどのように構築していくの

いるときは気づかずに、後で聞き返してみると気にな　　かが大きな課題となる。

るもののようです。今回の番組制作こそ録音して編集　　　また、さらなる機材や設備の充実も課題となる。限

するという形式でしたが、テレビに比べるとラジオ番　　られた予算の中で、最低限の設備・機材によりプロ

組は生放送が多いのではないでしょうか。聞き手の聞　　ジェクトを実施しているが、技術的な面での限界が学

きやすさを考えながら喋る、というのはかなりの技量　　生の作品の制作内容を制限している面は多々ある。必

が必要だと感じました。　　　　　　　　　　　　　　　ずしも設備先行である必要はないが、学生の全般的な

　テレビやインターネットといった視覚的に伝えられ　　制作技術の向上にあわせて、恒常的な機材・設備の更

るメディアなら、一つの瞬間に多くの情報を伝えるこ　　新・改善も必要となってくるように思われる。

とができますが、ラジオなどの音声のみのメディアは

その瞬間に喋ったことしか伝わらないし、またそれを　　【プロジェクト参加メンバー】

残しておくこともできない。なかなか不便なメディア　　　人文社会・教育科学系　　北村順生（代表）

だなと思います。しかし、声だけでも充分伝わるとい　　　人文社会・教育科学系　　中村隆志

うことが今回よくわかりました。盆踊りに参加してい　　　人文社会・教育科学系　　古賀豊

たおばあちゃんたちのインタビュー部分。笑い声が　　　人文社会・教育科学系　　石田美紀

入っていて本当に楽しそうに取り組まれているな、と　　【協力】

いうのが聞いている人に伝わると思います。やはり声　　　大学教育開発研究センター　HOPF　ANJA（「ヨー

だけで伝えるのは難しい。けどしっかりと伝わる。メ　　ロッパ文化論皿」担当）

ディアの中でも作り手の腕が特に試されるのがラジオ

なのではないかと私は感じました。（教育学部1年生）　　【参考文献】

5．今後の課題　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水越　伸（2002）『新版　デジタル・メディァ社会』

　本プロジェクトの可能性は大きく、さらに多様な発　　岩波書店

展性があるが、一方で課題も多い。その一つが、継続　　　山内祐平（2003）『デジタル社会のリテラシー』岩波

的な実践活動を行えるようなプログラムの充実である。　書店

現在では、いずれの授業においても単発的に実践を
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