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取 組 の 概 要 

本取組は表現＜メディア＞を介して「ニーズあるコミュニティ（何

らかの社会的支援を必要している人々）との協働」を目指し、様々

な学びの場を提供することを目的とする。各種イベント等で参加者

とスタッフの学生が交流を深めるとともに写真・映像などの表現活

動を行っていき、参加者に実践的なメディア教育の支援を行なう。

また、全学科を対象にメディア教育科目を開講し、授業の中でも「ニ

ーズあるコミュニティ」との交流を行なう。これらの協働プロジェ

クトに学生が主体的に関わり、またその体験を展示などで表現する

ことにより、現代の社会に見られる様々な問題や矛盾に有効に対処

しうる力を養成する。 

 

１．取組の実施状況等  

①取組の実施状況 【２ページ以内】 

(１)取組の実施体制について 

2009 年（平成 21 年）にソーシャル・メディア・センターを開設するとともに、

本取組を運営・統括する全学的な組織であるソーシャル・メディア・センター運営

委員会を設置した。また本取組の企画を実現する組織として専任教員 1 名、特任教

員 1 名、ソーシャル・メディア・センター特任教員 2 名、特任職員 1 名、教務課研

究支援室の職員の計 7 名で構成するソーシャル・メディア・センター企画委員会を

置き、活動を行った。 

(２)取組の実施内容について 

＜取組の全体スケジュール及び各年次の実施内容＞ 

平成 21 年度：ソーシャル・メディア・センター企画委員会・運営委員会を組織し、

「ソーシャル・メディア・センター」を開設。特任教員２名、特任職員１名を選任

した。ソーシャル・メディア・センター内に「コラボラティブ・ラボ」を設置し、

事業活動に必要な機材・設備（パソコン、カメラ、DVD 録画システム等）の購入・

設置を行い、環境の充実を図った。学生向け企画「コラボランチ・トーク」（３回）、

一般参加ワークショップ「メディア・ジャミング」（２回）、FD 講習会、体験アート

展を実施。また、ソーシャル・メディア・センター開設シンポジウムを開催した。

平成 22 年度：「コラボランチ・トーク」（６回）「メディア・ジャミング」（６回）

を継続実施。またさまざまなニーズを持つコミュニティ（DV 被害者家庭の子どもや

薬物依存更生施設で生活する人々など）や NPO 団体との協働プロジェクトとして「メ

ディア４Youth」を５回実施し、その成果をスライドショーや写真として学内外で公
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開、 ス ラ イド シ ョ ーは 英 国 ロン ド ン でも 上 映 され た （「 Chicken Shed theater 

Company」主催のプログラムに参加）。連続講演会の企画運営（本学メディアスタデ

ィーズ・コースとの共催）（５回）、ドキュメンタリー合同上映会を参加者と「協働」

で行った。「協働」プロジェクトを行う団体の中からアドバイザーを選任し、プロジ

ェクトへの助言や支援を受けた。カリキュラムの一環として、全学科を対象に「メ

ディア・フィールドワーク調査法」「メディア・フィールドワーク実習」「メディア・

フィールドワークデータ処理法」「メディア・フィールドワークデータ処理実習」

「Contemporary Social Issues A/B」の６科目を開講した。「メディア・フィールド

ワークデータ処理」に関する２科目の成果として、発表展示を行なった。 

平成 23 年度：引き続き外部団体との「協働」により学内外で活動を展開した。「コ

ラボランチ・トーク」（６回）「メディア・ジャミング」（５回）、「メディア４Youth」

（５回）を実施。また全学科を対象に「メディア・フィールドワーク」に関する上

記４科目を開講した。他大学との映像合宿や上映会を協働で行なった。３か年の成

果発表として学内外で写真展を行い、多くの人々に活動内容を発信することができ

た。また、３か年の取組をまとめた報告書を作成した。 

＜取組に参加する教職員と学生の数等＞ 

本取組の対象者は、全学の学生（2816 名）、教職員(148 名)である。 

この 3 年間で、メディア 4Youth は 10 回約 400 人が参加、体験アート展・写真展

は 5 回実施し、約 1050 人が来場した。シンポジウムは 2 回開催し、約 200 人が来場

した。メディア・ジャミングは 14 回行い、約 430 人が参加した。 

(３)社会への情報提供活動について 

情報公開のため、Web( http://edu.tsuda.ac.jp/cmccl/ )や、学内HP、協力団体の

HPにて展示会等のイベント等の情報発信をおこなった。またその他にも、チラシ配

布（学内、協力団体）、学内メーリングリストでの告知も行った。また英字新聞等で

この活動が掲載されたことが 2 回あった。3 ヵ年の活動をまとめた報告書を作成し

た。 
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②取組の成果 【１ページ以内】 

（１）「ニーズあるコミュニティ」との協働プロジェクト 

DV 被害者家庭の女性や子どもを支援する団体や薬物依存更生施設などとの協働

プロジェクトを実施し、学内外での写真展などで成果を発表した。とくに、子ども

たちを中心に学内で写真を撮り、作品を全員で鑑賞する「メディア４Youth」にはの

べ 400 人が参加、スタッフとして参加した学生との協働により相互によい関係を作

り、特筆すべき成果を上げ、協働プロジェクトの推進と新たなプロジェクトの実施

という目標を達成できた。 

（２）メディアをめぐる教育コミュニティとの協働プロジェクト 

早稲田大学、日本大学との合同合宿および、映像発表会を実施した。他大学と協

働で学ぶ機会が持てたことは大変有意義だった。忌憚ない意見交換を経て制作され

た映像作品は、学内外の上映会においても高く評価された。一方、米国大学とのネ

ット上ドキュメンタリー上映会は実現できなかった。 

（３）多様なメディア実践について学ぶ場の提供 

学生が主体となって企画・運営する連続講演会を実施した。演者の選定から交渉、

広報、進行等を経験することで、学生同士の「協働」と外部関係者、参加者との「協

働」から学ぶことは多かった。また、米国からの講師を招聘してのワークショップ

も実現できた。 

（４）協働的学習を行う科目の改善・導入支援 

カリキュラムの一環として、全学科を対象に「Contemporary Social Issues A/B」

「メディア・フィールドワーク調査法」「同実習」「メディア・フィールドワークデ

ータ処理法」「同実習」の 6 科目を開講した。前 4 科目は、本取組を遂行する上で必

要な理論的裏付けを与えるものとして、社会問題や社会倫理、問題解決方法を扱う

科目である。後 2 科目は、フィールドワークでの成果を発表・発信するための手段

を学ぶものである。問題提起から調査、報告を独自の力で遂行することで、学生た

ちにとって、座学ではない立体的な学びとなった。 

（５）協働的表現学習に関するファカルティ・デベロップメント（FD） 

学内ではこれまでにないメディア関連および「協働的学習」という分野の取組で

あるため、それを推進するために、教職員にも新たな「教育力」が求められた。セ

ンターの特任教員による FD のクラスが数回もたれ、協働的学習につながるワークシ

ョップ形式の取組などを行なった。 

（６）協働的学習を行う場の整備・提供・支援 

ソーシャル・メディア・センターを設置し、本学内外の協働の拠点としの役割を

担った。また協働作業の場としてのコラボラディブ・ラボを設置し、特任教員（2

名）らにより、授業や課外にラボを利用する学生の指導や、メディア 4Youth やメデ

ィア・ジャミングなどのイベントに参加者に実践的なメディア教育の支援を行なっ

た。また教育支援を行う特任職員 1 名、協働プロジェクト支援のパート職員 1 名を

採用し、協働プロジェクトの活動を支えた。 
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③評価及び改善・充実への取組 【１ページ以内】 

本取組を運営・統括する全学的な組織であるソーシャル・メディア・センター運

営委員会を設置した。また本取組の企画を実現するソーシャル・メディア・センタ

ー企画委員会を組織し、週 1 回の企画会議を行った。この中で、各種イベントで実

施されたアンケート結果を分析し、今後の取組に反映させるよう工夫した。 

学外コミュニティとの協働プロジェクトのコミュニティのメンバーを含む合同評

価委員会（学外者７人、学内者６人）を設置し、2009 年、2010 年度末に意見交換の

場を持ち、指摘された改善点等を次年度以降の取組に反映するようにした。 

また 2011 年度は、本取組の３ヵ年度の成果発表として報告書の作成を行い、評価

委員のメンバーや、イベントの講師、学生（イベントのスタッフ、メディア・フィ

ールドワークなどの授業受講者、イベント参加など）、イベント参加者（学内外）に

も執筆依頼し、多くの意見をいただいた。これらの評価を今後の活動に反映してい

く。 

評価方法の一つとして挙げていたコラボラティブ・ラボの利用実績集計に関して

は、この教室には受付窓口などを設けず、授業時間やイベント開催以外の時間は学

生に開放して自由利用させていたため、実績を集計することはできなかった。しか

しながら、貸出機器がセンター事務室にあり、センターの教員やスタッフによる技

術的支援を受けられる体制をとっていたため、特にメディアの編集を目的とする学

生には利用しやすい環境であったことから、パソコンや貸出機器の利用率は高かっ

た。 
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④財政支援期間終了後の取組 【１ページ以内】 

大学の自主財源から財政支援を受け、予算規模は縮小されるものの活動は継続的

に行なっていく。 

活動を支えるのは各学科の教員からなる関連委員会となり、事務体制も統合され

た事務室（事務職員１名）となった。 

これまでの取組で得られたニーズあるコミュニティとの協働の経験を踏まえ、こ

れからは新たなニーズあるコミュニティを対象にプログラムを実施していく計画で

ある。たとえば、地域の小学校を対象とする英語教育プログラム、東北の津波で流

されたジャズ喫茶支援、および東北復興支援プログラム、そして社会の問題につい

て演劇をとおして表現し、考える活動を進めているフィリピンの舞踊集団 PETA の招

聘プログラムなどを計画している。PETA のプログラムは津田塾祭期間を含めた 1 週

間の招聘を予定しており、塾祭中は一般公開のワークショップを行う予定である。

学生にはプログラム内容の検討や事前の宣伝活動を含めた自主参加を呼びかけてい

る。 

また、2012 年度は、全学科を対象に「Contemporary Social Issues A」「Contemporary 

Social Issues B」の 2 科目を開講する。 

これらの授業やプログラムに取り組むことにより、これからもニーズあるコミュ

ニティとのメディアを介した協働をこのプロジェクト活動を通して継続していく。
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取組名称：「協働」によるメディア教育の展開
大学名 ：津田塾大学

２．取組の全体像 【１ページ以内】

取組の内容

本取組は表現＜メディア＞を介して「ニーズ
あるコミュニティ（何らかの社会的支援を必
要している人々）との協働」を目指し、様々
な学びの場を提供することを目的とする

取組の成果・学内外からの評価

●メディア4Youth
写真、音楽、映像、パフォーマンス等使って行う
クローズドのワークショップ。10回約400人が参
加した。スタッフとして参加した学生からは、
「（ワークショップの参加者）一人ひとりが主人公
になる瞬間を見る とが きました 「参加するな学びの場を提供することを目的とする。 になる瞬間を見ることができました」、「参加する
側も迎える側も楽しいと思うその相乗効果から
好循環が生まれる場だと感じます。」（報告書よ
り）などと感想がよせられた。
●メディア・ジャミング
参加者自らが能動的に参加できる双方向性の
ワークショップ。全14回、約430人が参加。「この
経験をそれだけでは終わらせず、私自身も自分
で決めて表現するということについて、これから

ソーシャル・
メディア・

で決めて表現するということについて、これから
も向き合い続けていきたい、メディアの働きや問
題点についても迫っていきたいという思いが強く
なりました。」との学生の感想があった。（報告書
より）
●コラボランチ・トーク
学生が気楽に参加できるようお昼休みにランチ
を食べながらのゲストを招いてのワークショップ
やセンターの企画広報活動、映像作品の上映
会等を行った 全15回 約1100人が参加設立は2009年11月 「コラボラティ

センターとは？

会等を行った。全15回、約1100人が参加。
●シンポジウム
2009年と2010年に開催。来場者は約200人。
2010年度はゲストとしてアメリカよりシンシア・ラ
パス氏を迎え、講演の他、ワークショップを開い
た。
●写真展
学内外で全4回開催した。来場者数は約850人。
「写真展は感動しました。写真の他にワーク

設立は2009年11月。「コラボラティ
ブ・ラボ」を設置し、学生やイベント参
加者たちに充実したメディア環境を提
供するとともに、学生たちが多様な当
事者と出会い、教える／教えられると
いう一方的な指導ではなく、双方向的
で、能動的な「協働」を通して、問題解
決の糸口やその方法を共に模索・実
践する場とな ている ショップの参加者の言葉があって、それがすごく

的確で、響いてきました。」（来場者のアンケート
より）
●授業
「メディア・フィールドワーク調査法」など６科目を
開講した。「メディア・フィールドワーク」に関する
4科目の成果として、発表展示を行なった。
「フィールドを訪れ、そこで得られた知識や想い
を形に表現しなおして第三者に伝える というプ

践する場となっている。

今後の展開

＜活動内容＞

れま 取り組み 得られた経験を踏まえ を形に表現しなおして第三者に伝える、というプ
ロセスに身を置くことは、大変苦しいことでもあり
ました。（中略）展示パネルを通じて、誰かに伝
わったという感動は、それこそ言語化できないよ
うな種類のものでした。」との学生の感想が報告
された。（報告書より）

これまでの取り組みで得られた経験を踏まえ、
東北復興支援プログラム、社会の問題につい
て演劇をとおして表現し、考える活動を進めて
いるフィリピンの舞踊集団PETAの招聘プログ
ラムなどを計画。
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