
■DE204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／メディア・調査実習入門４ 

(Introduction to Media Research Practice  4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
調べ・書き・話す技術を磨く 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 央(SASAKI HISASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMS2430 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
人数制限科目（20 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 私たちは日常生活のさまざまな場面で、相手に情報を伝え、相手から情報を受け取っている。情報の発信と受信を適切に行う

ことができれば、個人的な関係も社会的な生活も豊かになる。そのためには情報の発信と受信の本質を理解することが重要だ。

このことを実践的に学び、情報の受発信のスキルを磨くことを通じて、カリキュラム・マップにおける本科目の位置づけ「人間・社

会のメディアとコミュニケーション」への理解を深める。 

 

We convey information to and receive information from others in various situations in our daily lives. Proper transmission and 

reception of information will enrich personal relationships and social life. To that end, it is important to understand the essence 

of sending and receiving information. By learning this practically and refining the skills of sending and receiving information, we 

will deepen our understanding of the position of this subject in the curriculum map, "media and communication of humans and 

society." 

 

授業の内容（Course Contents） 

 方法的には文章を書くことと、それを基にした全員のディスカッションが中心になる。といっても、作文は３～４本程度で、負担は

それほど重くない。討論といっても、クラスで積極的に発言することはむずかしいと思うので、リアクションペーパーを大いに活用し

たい。一方的に講義するという非対称な構造にはせず、わたしも共に考えるようにしたい。 

 作文のテーマは、自己紹介や時事的な話題などとする。共同通信社の記者として記事を書き続けているので、マスメディアがど

のようにして情報を発信しているのか、それをどう読み解くかという点も、みなさんといっしょに考えたい。 

 

The method is centered on writing sentences and discussions with everyone based on them. However, the composition is about 

3 to 4 and the burden is not so heavy. Even though it is a discussion, I think it is difficult to speak positively in the class, so I 

would like to make great use of the reaction paper. I would like to think together, rather than having an asymmetrical structure 

of giving lectures unilaterally. 

The theme of the composition is self-introduction and current topics. As I continue to write articles as a reporter for Kyodo 

News, I would like to think with you about how the mass media disseminates information and how to read it. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスと各自の自己紹介、それを基にして情報とは何かを考える 

2. 提出作文Ⅰ「各自の自己紹介」を素材に、情報の機能やコミュニケーションを考える 

3. 提出作文Ⅰを素材に、情報の限界や制約について考える 

4. 時事的なテーマについて考える（提出作文Ⅱのテーマ設定） 

5. 提出作文Ⅱを素材に、考えを深めたり多面化したりする方法を考える 

6. 提出作文Ⅱを素材にマスメディアについて理解を深める 

7. 提出作文Ⅱを素材にマスメディアについて考える 

8. 時事的なテーマについて考える（提出作文Ⅲのテーマ設定） 

9. 提出作文Ⅲを素材に情報発信の方法について考える 

10. 提出作文Ⅲを素材に情報発信の技術について学ぶ 

11. 提出作文Ⅰ－Ⅲを通じて感じたこと、考えたことを交換・共有する（提出作文Ⅳのテーマ設定） 

12. 提出作文Ⅳをもとに他者を理解することの難しさや楽しさを知る 

13. 提出作文Ⅳをもとに自分を見つめる 

14. まとめ：情報・表現・自己決定・民主主義について考える 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

制約の少ない作文をメールで最大４回、提出してもらいます（最大８００字程度）。作文提出の前の授業では、作文を書き始めるた

めの準備の時間（情報交換など）を設けます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

複数回による作文の提出(50%)/問題提起・質問・討論への参加(50%) 



 

テキスト（Textbooks） 

使用しません 

 

参考文献（Readings） 

どれか１紙でいいので、紙の新聞を読んでください。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

WEB 上で読める教員の記事一覧 

https://www.47news.jp/47reporters/author-detail?authors=379 

過去の著作 

「未来なんか見えない」（共同通信社）「岐路から未来へ」（共編著、柘植書房新社） 

 

注意事項（Notice） 

 


