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研究成果の概要（和文）：国際語用論大会(2009)および社会言語科学会大会(2010)での発表、

「リテラシーとメディア・リテラシー」シンポジウム(2010)の開催等によって、言語教育

における「見て理解する viewing(ビューイング)」要素の重要性を強調することができた。

特に、視覚表現（例えば絵や写真など）と文字表現が複合した意味表現の理解のあり方、

つまり「視解＋読解」という意味での「視読解」の探究の端緒を切り開くことができた。 

 
研究成果の概要（英文）：Our presentations in Conferences and our symposium ‘Literacy 
and Media Literacy’ succeeded in stressing the importance of ‘Viewing’ in the language 
education. Most significantly, we were able to offer new directions for the study of the 
‘Visual-Reading Comprehension’, the fertile field in language education.  
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１．研究開始当初の背景 

 オーストラリア、カナダ、ニュージーラン
ド、イギリスなどの英語圏の英語教育の中で
は、メディア・リテラシーの影響を受けて、
従来の４技能（聞く・話す・読む・書く）に
「見る viewing（ビューイング）」を加えてい
る地域がある。ビューイングがこのように言
語教育に組み入れられた背景には、これらの
地域におけるメディア・リテラシー運動を英
語教員が積極的に担ってきた経緯があると
思われる。実際に、筆者の西オーストラリア
における調査においては、メディア・リテラ

シー運動の担い手の英語カリキュラム作成
者たちが英語教育へのビューイング教育の
導入に中心的な役割を果たしている。 

メディア・リテラシーは、日常生活に浸透
しているメディア表現を読み解き、自ら創り
出すことが必須の教養となっている現代社
会の要請に応える教育運動である。メディ
ア・リテラシーを推進した英語教師たちは、
メディア表現と言語表現との関係を捉え直
し、TV や映画、写真、マンガ、イラストな
どの視覚表現が伝える意味や価値観を従来
の言語教育が捉えていないことを反省し、ビ
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ューイングという教育領域を言語教育内に
構築したのである。 

ビューイングは、また、先進的な英語教育
者による、今後の英語教育の方向性宣言とも
言える”Multiliteracies”（Cope, B. ＆ 

Kalantzis, M.(eds.)2000）が主張する、意味
の Multi-modality（多様な形態における意味
の複合）における「視覚的意味」理解の教育
に対応しており、言語教育の可能性を飛躍的
に広げる面をもっている。 

本研究の共同研究者である門倉と岡本は
ここ 10 年ほど、日本語教育にメディア・リ
テラシーを導入することの意義を理論的・実
践的に主張してきた。国語教育ではメディ
ア・リテラシーを導入する動きが一部ではあ
るのに対して、日本語教育ではメディア・リ
テラシーはほとんど取り組まれてきていな
い。そうした中で、門倉、岡本は、国語教育
においてメディア・リテラシーを取り入れ、
西オーストラリア州におけるビューイング
教育を紹介している奥泉の研究に共鳴し、３
人で英語圏におけるビューイング教育カリ
キュラムの共同研究を行うようになった。こ
の共同研究を踏まえて、自分たちのメディ
ア・リテラシー教育実践の成果を反芻した上
で、ビューイングを日本語教育の教育体系の
中に組み入れるための理論的・実践的研究を
めざした。 

 

２．研究の目的 

 メディア・リテラシーが言語教育にもたら
した積極的な側面には、メディア表現の
critical な理解と制作という本来の作業だけ
でなく、学習者中心、プロジェクトワーク重
視、視覚表現の意味の体系的探究、市民意識
の向上等の課題がある。日本語教育において
これらの課題を踏まえたメディア・リテラシ
ー教育を導入してきた実績を土台として、西
オーストラリア州などのビューイングのカ
リキュラム体系を分析し、日本語教育におけ
るその実践モデルを試行する。 

 現代社会における視覚表現の影響力と言
語教育との関係についての学際的なシンポ
ジウムを行い、視覚表現と言語との複合によ
る意味表現の理解をすすめる。 

 ビューイングを日本語教育に組み入れる
ことの理論的・実践的意味を広く国内外の言
語関係の学会における研究発表でアピール
し、適切なフィードバックを得る。平行して、
ビューイングの教育実践を行い、その実践プ
ロセスを分析評価してビューイング教育の
モジュール教材や授業モデルを開発する。 

 

３．研究の方法 

(1)2人の共同研究者（門倉・岡本）のメディ
ア・リテラシー教育実践の分析とビューイン
グ要素の抽出を行う。 

(2)2009年 7 月にメルボルン大学で行われる
国際語用論学会で、ビューイング要素の意味
分析を行う研究発表を行う（学会発表⑦）。 
(3)オーストラリアのブリズベンにおける先
進的な初等・中等教育における英語教育を視
察する。 
(4)「メディア・リテラシーとリテラシー」
をテーマとする学際的なシンポジウムを開
催し、翌日に主な発表者間での密度の高い意
見交換を行う（学会発表④）。 
(5)2010年 3 月の社会言語科学会大会で、視
覚表現と言語との複合による意味表現への
着目の必要性を問題提起する（学会発表⑤、
⑥）。 
(6)2011年 7月の Visual Literacies の国際学
会で、岡本・奥泉が、日本語表現におけるマ
ルチモーダルな要素の特徴を分析する（学会
発表②）。 
 
４．研究成果 
(1) 視覚表現の理解（ビューイング＝視解）
プラス文字の理解（読解）が複合した「視読
解」という教育研究領域の重要性を提起した
（雑誌論文①）。門倉はすでに門倉 2007 で、
図解をモデルとした「視読解」の枠組みの提
起と教育実践を報告していた。今回の研究に
おいては、視読解を Multiliteracies と 
Multiple Intelligences という二つの「マル
チ理論」の方向性のもとに位置づけた点、お
よび、「ビューイング＝視解」と「読解」の
複合のあり方が、マンガや絵本のように「相
互的」であるもの、文字のフォントや見出し、
レイアウトのように、文字の「読解」そのも
のに「視解」が組み込まれている「同期的」
なあり方、そして、テレビ番組などの「視解」
的読み取りの枠組みが文字テキスト読解の
際に無意識的に働く「枠組み性」の３つのあ
り方を提起した点に、「視読解」論としての
進展がある。 
 
(2) メディア・リテラシーとリテラシーの
関係に関する学際的シンポジウムにおける
基調講演および研究発表のテーマを紹介す
る。 
1)基調講演：水越伸（東京大学・メディア論）
「基本トポロジーと隠喩の体系―メディ
ア・リテラシーをめぐる二つの仮説」 
2)藤本朝巳（フェリス女学院大学・伝承文学
／絵本論）「絵本における「視覚言語」」 
3)山住勝広（関西大学・教育方法学／活動理
論）「「本を読む教育」から「本を作る教育」
へ」 
4)立田慶裕（国立教育研究所・生涯学習論）
「読書への「自立的関わり」がリテラシーレ
ベルを向上する」 
5)門倉正美（横浜国立大学・日本語教育）「視
読解―＜見る＞と＜読む＞の同期性と相互



 

 

性」（学会発表④） 
6)比留間太白（関西大学・教育心理学）「思
考の言語への接近法」 
7)筒井洋一（京都精華大学・国際関係論／日
本語表現法）「ソーシャルメディアにおける
ことばとメディアの変容」 
8)本橋春紀（日本民間放送連盟・メディア・
リテラシー／メディア倫理）「送り手と受け
手が共に学ぶメディア・リテラシーの実践」 
9)横田和子（聖心女子大学・国際理解教育）
「国際理解教育の視点からみたことばの学
び―＜聴く＞ことを軸として」 
10)中村純子（東京学芸大学大学院博士課程
／中学国語教諭・メディア・リテラシー）「国
語教育におけるメディア・リテラシーのコ
ア・コンセプトと実践の提案」 
11)服部久美子（和洋女子大学・英文学／英
語教育）「シェイクスピア映画と英語教育」 
翌日は、藤本氏、山住氏、横田氏と本共同

研究者が、それぞれのテーマに関して密度の
高い議論を交わすことができ、特に、藤本氏
の絵本論との協働の土台が形成されたこと
の意義が大きかった。 
また、本シンポジウム準備過程で、共同研

究者３名が、関西大学の山住氏の研究プロジ
ェクトにおいて、ビューイングとメディア・
リテラシーと言語教育との関わりについて
研究発表を行い、山住氏、比留間氏から生産
的なコメントをいただくことができた。 

 
(3) 2009 年の国際語用論学会での発表では、
アメリカにおける日本語教育でポドキャス
ティングやカタカナプロジェクトなど独特
にメディア・リテラシー実践を行っている佐
藤慎二氏および熊谷氏、深沢氏と「言語教育
におけるメディア・リテラシー」というテー
マによって共同のセッションを行った。アメ
リカでのメディア・リテラシー教育実践者と
の意見・情報交換はたいへん有意義だった。 
 
(4)2011 年 7 月の英国でのビジュアルリテラ
シー学会での岡本・奥泉の共同発表は、日本
語表現におけるビューイング要素への着目
をアピールし、好評を得た（学会発表⑦)。 
 
(5) 社会言語科学会大会において「視読解」
の各局面について研究発表を統合するテー
マ講演を行った(学会発表⑤)。本講演は、シ
ンポジウム「メディア・ディスコースにおけ
るマルチモーダル・コミュニケーション」の
テーマ講演である。このシンポジウムでは、
テレビ番組におけるテロップや、ウェブでの
チャットにおける非言語情報、新聞のスポー
ツ報道における「表記、写真を通した多層性
を読み解く」（学会発表⑥）３つの研究発表
がいずれも「視読解」の modality にある意
味表現を論じている、と言える。 

(6)2011年 11月に韓国の語学教員研修におい
て行った講演（学会発表①）では、例えば、
レイアウトやメニューにおける写真の読み
取りの表現化や、さらには絵本を「開き読み」
して、感想やコメントを「書く」等、ビュー
イング教育の問題意識を背景としたライテ
ィングのあり方について示唆する講演を行
った（学会発表①）。 
 
(7)本科研の土台となる門倉・岡本・奥泉の
メディア・リテラシーをめぐる共同研究は日
本語教育と国語教育との連携の要素も強い。
シンポジウムは、それに加えて英語教育との
連携の基礎づくりの役割も果たした。 
すなわち、門倉が 2011 年度からフェリス

女学院大学の文学研究科の非常勤講師とな
り、藤本研究室の院生と接点をもつことにな
った。そこで、特別聴講生の永井氏が年少者
英語教育に絵本を効果的に使っている実践
にふれることができた。また、「リテラシー
とメディア・リテラシー」発表者である英文
学者・英語教育者の服部氏とは、以前からメ
ディア・リテラシーの言語教育への導入とい
う点で志しを同じくしていた。今後はビュー
イングという教育領域の開拓を共に行って
いく予定である。これによって、これまでの
日本語教育と国語教育の連携に英語教育が
加わることになる。 
また、樋口万喜子氏（横浜国立大学留学生

センター非常勤講師）は、年少者日本語教育
への絵本の使用について関心をもっており、
今後、絵本の使用というビューイング教育領
域をコアとして、日本語教育、国語教育、英
語教育の具体的・実質的連携の道を探る可能
性が開かれている、と言える。 
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