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授業の目標（Course Objectives） 

・ニュースが社会的空間の中で作られていることを理解する。 

・最終的に送り出されたニュースの内容にどのような傾向やパターン、構造が見られるのかを確認する。 

・ニュース内容の傾向やパターン、構造を分析する方法を身につける。 

 

・To understand that the news is produced in a social space. 

・To know what kinds of characteristics, patterns and structures exist in news as a final product 

・To master how to analyze the characteristics, patterns and structure of news. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、まずニュースというメディア・コンテンツがジャーナリスト個人やニュース制作のルーチン、ニュース組織の内外に

存在する様々な社会的要因の影響を受けながら作られていることを、様々な実証研究の結果を通して学習し、そのような生産過

程の最終産物であるニュースに、どのような傾向やパターン、枠組みが見られるのかを、内容分析、テキストマイニング、言説分

析、フレーム分析などの方法で明らかにした研究結果を確認する。そして、受講生自らがニュースの内容や言説、フレームを分析

できるよう様々な分析方法を習得していく。 

 

In this class, we will first learn that the news is produced under the influence of various factors including subjective perceptions 

of individual journalists, news production routines, and many social factors that exist inside and outside of news organizations 

through the results of previous empirical studies. We will also review the results of studies that have clarified the 

characteristics, patterns, and frames of news using methods such as content analysis, discourse analysis, and frame analysis. 

Students will also learn various methods of analysis so that they can analyze the content, discourse, and frames of the news by 

themselves. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションー授業概要の説明 

2. ニュースの内容に影響する要因（１）ー個人要因、ルーチン要因、組織内要因 

3. ニュースの内容に影響する要因（２）ー組織外要因、制度要因 

4. ニュースの内容に見られる傾向、パターン、枠組み（１）ー政治的バイアス、逸脱の表象 

5. ニュースの内容に見られる傾向、パターン、枠組み（２）ーニュースソース、登場人物と行為 

6. ニュースに内在する傾向、パターン、枠組みを分析する方法（１）ー内容分析 

7. 内容分析の演習 

8. ニュースに内在する傾向、パターン、枠組みを分析する方法（２）ーテキストマイニング 

9. テキストマイニングの演習 

10. ニュースに内在する傾向、パターン、枠組みを分析する方法（３）ー言説分析 

11. 言説分析の演習 

12. ニュースに内在する傾向、パターン、枠組みを分析する方法（４）ーフレーム分析 

13. フレーム分析の演習 

14. ニュース分析(期末課題)の計画 

 

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

・授業の中で紹介される参考文献を事前に熟読することが求められる。 

・実際のニュース分析のための対象資料を用意することが求められる。 

・分析課題が授業時間内に終わらなかった場合、時間外の作業が必要となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内演習課題(40%)/受講コメント(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 



なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Pamela J. Shoemaker & Stephen D. Reese. 2014. Mediating the Message in the 21st Century. Routledge (ISBN:ISBN 

9780415989138) 

2. Klaus Krippendorff. 2019. Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. Sage (ISBN:ISBN 9781506395661) 

3. Norman Fairclough. 2013. Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Lanuage. Routledge (ISBN:ISBN 9781405858229) 

4. Paul D'Angelo & Jim A. Kuypers eds.. 2010. Doing News Framing Anaysis: Empirical and Theoretical Perspectives. Routledge 

(ISBN:ISBN 9780415992367) 

5. 樋口耕一、2014、『社会調査のための計量テキスト分析ー内容分析の継承と発展を目指して』、ナカニシヤ出版 (ISBN:ISBN 

9784320124523) 

6. 伊藤守編、2006、『テレビニュースの社会学ーマルチモダリティ分析の実践』、世界思想社 (ISBN:ISBN 9784790711810) 

7. 小玉美意子編、2008、『テレビニュースの解剖学ー映像時代のメディア・リテラシー』、新曜社 (ISBN:ISBN 9784788510937) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 


