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授業の目標（Course Objectives） 

①多様化するメディアの長所と短所を理解し、それぞれのメディアを単独あるいは連携させて最大限  

   有効に活用できるようになる。 

 

②民主主義の基盤であるマスメディアの重要性を認識し、マスメディアとの接触によって自分と異なる  

    多様な意見に触れ、自らの意見を相対化できるようになる。 

 

③マスメディアとマイクロメディアの長所と短所を理解し、それらをバランス良く使いこなし、一人ひとり  

   のより良い人生と望ましい社会構築のための「武器」とする。 

 

 

➀Understanding strong points and weak points of diversified medium, we will be able to use these     

  medium alone or in collaboration maximum effectively. 

 

➁Understanding the importance of the mass media as a foundation for democracy, we will be able to   

  relativize our own opinion through contacting with the mass media and getting in touch with   

  various many other opinions.  

  

③Understanding strong points and weak points of the mass media and micro media, we will be able to  

  use them in a well-balanced manner. And finally, we will be able to build each person’s better life   

  and the desirable society by using them as a “weapons”. 

 

授業の内容（Course Contents） 

今、一人当たりの平均メディア接触時間は起きている時間の約 40％にも達する。デジタル技術の進歩はメディアの急速な変化を

もたらし、民主主義の基盤であるジャーナリズムの構造変化さえも引き起こしつつある。少子高齢化、ポストコロナの影響などで

時代はますます複雑化する様相を呈しており、「真実」を見抜く力と「最適解」を探し出す力の重要性が増している。一人ひとりが

人生をより良く生き抜くため、そして社会をより良きものにするため、新しい時代の新しいメディアリテラシーの確立が喫緊の課題

となっている。 

 

Surprisingly we are spending about 40% of our waking hours every day in total for all media.  

The technological progress is making a big change of the media world. And it is causing structural changes even in the field of 

journalism which is a foundation for democracy. Due to the declining birthrate and aging population and the effect of the post 

corona era, the world will be becoming more and more complicated. And it is becoming more and more important to see the 

truth and to find the optimal solution. For living a better life and a better society, it is urgent task to establish the new media 

literacy for the new media world.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（授業の全体像と狙いを説明する） 

2. メディア史の探訪に出よう！ 

3. 激変するメディアの最前線（ⅰ） 衰退する新聞の現状 

4. 激変するメディアの最前線（ⅱ） 表面化するテレビの「危機」 

5. 激変するメディアの最前線（ⅲ） 「マイクロメディアって何だ？」 

6. ジャーナリズムが危ない！（ⅰ） マスメディアからマイクロメディアへの主役交代 

7. ジャーナリズムが危ない！（ⅱ） コロナ下の若者に届かない情報 

8. 待ったなしのメディア改革（ⅰ） 新聞再生へのチャレンジが始まった！ 

9. 待ったなしのメディア改革（ⅱ） テレビは「放送と通信の融合」に活路 



10. 日本の 30 年先行くアメリカのメディア改革～「３局１波」と「情報砂漠」 

11. 民主主義の基盤としてのジャーナリズム 

12. 求められるマスメディアの機能強化 

13. 新しいジャーナリズムと新しいメディアの形 

14. ジャーナリズムとメディアの未来を話そう！～授業のまとめと全体ディスカッション 

（上記の計画は授業の進捗状況等によって必要に応じて変更する） 

 

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

➀ニュースとジャーナリズムへの関心を強める。 

 

➁新聞、テレビ、ＳＮＳ等のメディアに対する建設的な批判の視点を持ちながら接触する。 

 

③紙の新聞とテレビとの接触時間を増やす。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業への参加度(20%)/小レポートなどの課題(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐藤卓己、2020、『現代メディア史』、岩波書店 (ISBN:9784000289207) 

2. 山腰修三編著、2017、『入門メディアコミュニケーション』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:9784766424447) 

3. 松田美佐、2020、『うわさとは何か』、中公新書 (ISBN:9784121022639) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

➀新しい時代のメディアリテラシ―を自らの問題として捉え、それぞれのテーマについて最大限自分自   

  身の意見を持って欲しい。 

 

➁上記に関連して授業時間中に意見表明の場を設ける。 

 

③授業では必要に応じてＰｏｗｅｒ Ｐｏｉｎｔを使うほか、関連した映像資料等を適宜使用する予定。 

 

注意事項（Notice） 

 


