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Ⅰ 問題の所在 

 

 「メディアは、われわれが社会をどのよう

に見るか・感じるかにおいて重要な役割を果

たしている。ことに議会など政治制度につい

てのわれわれの見方・感じ方に与える影響は

極めて大きい。したがって、メディアの今日

的状況について考えたり話し合ったりするこ

とは、独立の科目として行われるにせよある

いは歴史や地理の一部として行われるにせよ、

シチズンシップ教育において中心となるもの

である１」。英国のハーパー・コリンズ出版社

がシチズンシップ学習のトピック・ブックと

して出した本の中に見られる一節である。 

 日本の学習指導要領（社会科）においてメ

ディア学習は、このような高い地位を与えら

れているだろうか。学会誌には先進的な研究

論文が掲載され商業雑誌にはメディアリテラ

シー関係の授業実践が少なからず掲載される。

それにもかかわらず、答えは否である。 

本論は、英国の教師の間で高い評価を勝ち

得ているというテクストブック２THIS IS 

Citizenship １「メディア単元」の内容構成

とその特質を明らかにすることを目的として

いる。将来メディア学習をわが国社会科カリ

キュラムに本格的にとりいれるときの参考資

料の一つとしたいからである。 

特質等を明らかにするために、比較という

方法をとる。比較対象は、シチズンシップと

いう教育領域が誕生する以前から、英国で実

践されていた単独コース「メディア学習」で

ある。同じようにメディアを学習対象としな

がらも、科目としての独自性をそれぞれが持

っているゆえに重ならない学習領域があると

予想し、その部分こそがシチズンシップの学

習として付加されたあるいは新たに設けられ

た部分であると考えようというのである。 

これまでシチズンシップという教科がどの

ようなものであるか、主として教科理念のレ

ベルで論じられてきた。それによって、シチ

ズンシップ科が、わが国の社会科と同じく「民

主主義社会の構成員たる市民」を育成するこ

とを目的として設定された教科であることが

明らかにされた３。またそのカリキュラム構

成原理は基本的には NCC の「市民性のための

教育」（1990）と同じくコミュニタリアニズム

に立つものでだが、それに対する世論の批判を

容れて構成原理のなかに政治的リテラシーの

涵養と「グローバルな市民性」を付加したもの

であることも明らかにされてきた４。 

またそれとは別に、そのカリキュラム理念

をわが国の社会科に適用し社会科の改善を図

ろうとする研究もあった５。さらにまた社会

科という限定をつけず、視野を広げて「人間

発達・自己形成」のための教育としてシチズ

ンシップを位置づけ、そこにある人間形成の

論理を明らかにしようとする研究もあった６。 

これらの研究動向を踏まえた上で、広島大

学の池野範男を研究代表者とするグループは、

シチズンシップ科の制度的研究ともいうべき

ものを行い、シチズンシップ教育の普及・充

実に OFSTEAD（仮に、「教育スタンダード維

持監視庁」と訳す）や QCA（資格・カリキュ

ラム機構）あるいは LEA（地方教育局）など

といった教育関係機関がどのような役割を果

たしているのか、教師教育はどのように行わ

れているのかなどを明らかにすることに取り

組み、最近その成果を発表した７。 

本研究は、シチズンシップ教育研究として

みた場合、これらの先行研究とは異なったア

プローチをとっている。シチズンシップ科と

わが国の社会科とを個々の教材ないしは単元

レベルにおいて比較し、民主社会の担い手を
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育成する上でシチズンシップ科に倣うべきも

のを見つけ出そうというのである。  

本研究では、そうした教材としてメディア

単元をとりあげた。それは次の二つの理由か

らである。 

まず、社会科と比べたときのシチズンシッ

プ科におけるメディア学習の相対的大きさで

ある。わが国の学習指導要領においては、小

学校５年生の「情報産業学習」において放送

局あるいは新聞社のいずれかが学習８されて

以降は、情報産業としてのメディアやそれが

発信したテクストを分析するなどの学習はみ

られない。平成 10 年度版学習指導要領下の中

学校教科書（公民的分野）の場合、社会の情

報化というテーマを見開き 2 ページ 1 時間で

扱っているのみである。 

これに対して QCA が出したスキーマでは、

キーステージ 1・２（初等学校段階）の 12 単

元のうち一つが「メディアにおいて：ニュー

スとは何か」になっている９。また中等学校

段階のキーステージ３においては、独立科目

として設けられたシチズンシップ科の場合、

九つの単元が示されており、そのうちの一つ

がメディアとなっている１０。これらは、「ク

リックレポート」に示されたシチズンシップ

の学習内容の一つ「情報を集めるためにメデ

ィアやパソコン・インターネットなどを批判

的に使えるようにする１１」を受けて設けられ

たものである。 

このようにメディア学習がスキーマにおい

て独立した単元として示されている関係から、

テクストブックにおける充実振りも日本の中

学校の教科書をはるかに凌駕するものとなっ

ている。 

シチズンシップ科におけるメディア単元を

とりあげる今一つの理由は、その学習内容の

質の高さが予想されるからである。 

英国の場合、次章において詳述するように

カルチュラル・スタディズの伝統に立った「メ

ディア学習」が単独科目としてあるいは「英

語科」のなかで、長年に亘り実践されてきた。

シチズンシップ科のメディア単元はその影響

を受けて社会科のメディア関連学習に比べて

質の高いものになっていることが予想される。

しかも上述したように、シチズンシップ科「メ

ディア学習」としての独自性を盛り込んでい

ることが予想される。公共圏に生きる市民の

育成を念頭においたシチズンシップ科では、

メディア単元においてもそうした色彩が濃く

表れており、それが従来からある「メディア

学習」とは異なったものにしているのではな

いかということである。 

英国のテクストブックに見られるメディア

単元も決して完璧なものではない。インター

ネットやケータイが十分にとりあげられてい

ないからである。しかし、わが国の社会科教

科書の現状に比べればはるかに進んでいる。

わが国の小学校教科書にもメディアリテラシ

ーの考えを採り入れたものが現れ始めた１２

が、多くは依然として「放送局や新聞社で働

く人たちの「より速く、正確に、わかりやす

く」情報を送り出す工夫と努力を共感的に理

解させるという学習内容にとどまっている。

それは学習指導要領社会科におけるメディア

の扱いが小さく、しかも強調されていること

がメディアで働く人たちの工夫と努力となっ

ているからである。 

学習指導要領と教科書がそうしたものであ

る以上、今日の社会科メディア関連学習の主

流もそうしたものになる。たしかにカナダの

メディアリテラシー学習に触発されその成果

をとりいれた授業も数多くつくられ実践され

てきたが１３、それらは決して主流ではない。

むしろ、一部のメディア好きの教師の実践と

いう目で見られかねない状況にある。民主社

会においてメディアの果たしている役割の大

きさを考えるなら、社会科のメディア関連学

習を良質なものに変えていくことは喫緊の課

題である。冒頭で見たようにシチズンシップ

教育においては、メディア学習は民主主義学
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習のために不可欠の契機という考えのもと導

入されている。そこで英国の教科書にみられ

る「メディア」単元を参照し、わが国社会科

のメディア関連学習を充実させるための手が

かりにしようとするのである。 

以下、本論を次のように構成する。まず英

国における「メディア学習」の展開とカリキ

ュラム構成原理について論述する（Ⅱ）。これ

をものさしとして，THIS IS Citizenship １にみ

られる「メディア学習」の実態と特質を論じ

る（Ⅲ）。最後に社会科「メディア関連学習」

のめざすべき方向及びそのために筆者に残さ

れた仕事について述べる（Ⅳ）． 

 

Ⅱ 英国における「メディア学習」について 

 「メディア学習」を教育課程上のどこに位

置づけるべきか。これについて英国には次の

五つの考え方がある： 

①“専門教科目”として 

②“各教科の一部”
１４として 

③“英語科の一部”として 

④“情報教育の一部”として 

⑤“メディア職業科”として 

 本論では、シチズンシップ科「メディア学

習」との相違を析出するためにメディア教育

がその内容構成原理に基づいて十全に内容構

成が行われているであろう①を見ていく。  

 

１ 専門コース「メディア学習」１５の発展 

 専門コース「メディア学習」は、中等教育

高学年や高等教育機関に設けられたコースで

ある。 

英国においては、「メディア学習」というコ

ースの出現は、1960 年代にまでさかのぼるこ

とができる。 

1964 年の総選挙で政権を握った英国労働

党は、およそ 8 ヵ月後の 1965 年７月 12 日、

地方教育局に対して教育科学省通達「中等教

育 の 再 編 」 Circular 10/65: THE 

ORGANIZATION OF SECONDARY SCHOOL 

を発し、11 歳時試験の廃止と中等教育の総合

制化（コンプリヘンシブ化）を命じた１６。 11

歳時試験の廃止は社会のメリトクラシー化に

歯止めをかけようとしたものであり、中等教

育の総合制化はこれまで 11 歳時試験の成績

によって学力別に進路を振り分けられていた

子 ど も た ち を 全 員 、 総 合 制 中 等 学 校

Comprehensive School に進学させようとする

ものであった。いずれも平等な社会を生み出

そうとする労働党政府の教育政策であった。

その結果、1970 年代末には中等学校のコンプ

リヘンシブ化がほぼ完了した１７。 

コンプリヘンシブ・スクールの発足に伴い、

そのカリキュラムのなかに生徒が自由に選択

できるコースが設けられるようになった。生

徒たちは 10 年生（14 歳）になると、選択コ

ースの中からどれか一つを選び２年間学習す

るのである。さらに、この新しいコースに対

応する試験が 16歳時統一試験であるGCE（中

等教育修了資格試験）や CSE
１８にも登場した。 

メディア関係コースでは、1960 年代後半に

はじめて試験科目としてとり扱われるものが

生まれた。「映画研究」コースがそれである。 

1970 年代のはじめには、「コミュニケーシ

ョン研究」コースや「テレビ研究」コースが

誕生し、さらに 1970 年代半ばには「メディア

研究」コースが生まれた。その後、次第に「メ

ディア研究」コースが他を圧していく。 ‘80

年代になると、「メディア研究」コースをとる

生徒がさらに増加し該コースは着実に成長し

た。そうした「メディア研究」コースの発展

は、大学など高等教育機関に「メディア研究」

課程が従来以上に置かれるようになったため

である。 

1988 年に教育改革法が施行されナショナ

ル・カリキュラムが設定されたとき、10 の教

科目が必修とされた。しかし、そこには「メ

ディア学習」は含まれていなかった１９。それ

にもかかわらず、「メディア学習」は人気の高

いものであった。大学にメディア関係の学位
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取得コースが設けられたり、就職コースがお

かれたりしたためである。 

 

２ そのカリキュラム構成原理について 

ハート Hart、 Andrew 
２０やバッキンガム 

Buckingham, D. など長年、英国においてメデ

ィア教育に取り組んできた人々は、そのカリ

キュラム構成原理として、「コンセプト」学習 

conceptual understandings（以下、「メディア理

解のための概念学習」とする）を採っている。 

バッキンガム は、これについて次のように述

べている２１。 

 

教科目は、いろいろな視点から定義することが

できる。たとえば、どのような知識を学ぶことに

なるのかという視点から定義することもできる

だろうし、またどのような技能を身につけること

になるのかという視点から定義することもでき

る。しかし、メディア教育の場合には「メディア

理解のための概念学習」という観点から定義する

のが一般的になっている。 

 

バッキンガムが「メディア理解のための概

念」として挙げたのは、「生産」Production、

「ことば」Language、「表象」Representation、

「情報の受信者」Audience である。バッキン

ガムは、この四つの概念は「従来からあるメ

ディアについて学習する際はいうまでもなく、

最新のメディアについての学習についても十

全の理論的枠組みを与えるもの２２」であると

述べている。 

バッキンガムは、この四つについてさらに

ていねいな説明をしている。以下、それにし

たがって見ていくことにしよう。 

 

（１） 「生産」Production２３ 

 この概念を学ぶ目的は「メディアは、情報を

生産しそれを売って利潤をあげている」とい

う見方ができるようにすることである。また

近年の傾向を踏まえて、グローバルな規模に

メディア産業が膨張し一国規模のメディア産

業との力のバランスが変わってきているとい

うことも重要な学習内容とされている。 

「生産」を学ぶために、さらに技術 

Technologies や仕事 Professional Practices な

ど六つの下位概念２４が用意されている。内容

の重なりなどに留意してこれらを整理すると、

次の四つの概念によってメディアを理解させ

ようとしていることがわかる。 

○ メディアの営利企業性：情報を商品とし

て売り、利潤をあげることを目的とした組

織であり、経営者やオーナーがいる；商品

を売るためにメデイア間の連携がある。 

○ メディアの公共性：商品として作り出さ

れる情報も法規などによって規制されている。

しかし、その実効性はどうなのか。 

○ メディアの政治社会性：情報の生産・構

成に際して、誰の声が反映され誰の声は無

視されるのか；テクストの受け手側は受け

取る情報の選択が可能なのか。 

○ メディアの情報生産過程：どのような技

術によって（技術）、誰がどのように（組織）、

テクストを生産しているのか。 

上記四つの下位概念を一般的な語に置き換え、

視点という語を付しそれぞれの視点からの

学習を可能にする主発問も入れて整理した

ものが、次頁の表 1 である。 

 

（２） 「ことば」Language２５ 

この概念を学ぶ目的は、意味がどのように

作り出されているのかを見る力を育成するこ

とである。そのために意味 Meanings、制作作

法  Conventions、約束事  Codes、ジャンル

Genres、選択 Choices、連携効果 Combinations、

技術 Technologies など七つの下位概念が設定

されている。 

バッキンガムによれば、「ことば」学習の要諦

はメディアが発出している情報（テクスト）

が “何らかの意図のもと構成されたもので

ある”・“構成に当たってはメディアに固有 
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表１. 概念＝「生産」Production の学習内容 

統括目標 メディアは、情報を生産しそれを売って利潤をあげている営利企業である。 

下位概念 

（対応概念） 

経済学的視点 

（営利企業性） 

法学的視点 

（公共性） 

政治社会学的視点 

（政治社会性） 

技術的視点 組織論的視点 

（情報生産） 

主発問 

○メディアは何

を売っているの

だろうか 

○メディアは商

品をヒットさせ

るためにどんな

ことをするのか 

○メディアを規

制している法規

にはどのような

ものがあるのだ

ろうか 

○その実効性は

どうなのか 

○メディアが作成する

情報に大きな影響を及

ぼすのはどのような社

会集団なのか。そうでな

い社会集団は何か 

○私たちはメディアが

流す情報をそのまま受

け取るしかないのか 

○メディアで

働く人たちは

どのような技

術を駆使して

情報を生産し

ているのか 

○どのような人

たちがどのよう

に力をあわせて

一つの情報を生

み出しているの

か 

学習内容 

メディアは情報

や電波時間、紙

面などを商品と

して経済活動を

行っている企業

である。 

メディアは法的

規制の下に置か

れている。その

法は公共の福祉

や個人の権利等

を守るために設

けられている。 

○メディアは、それ自体

が一つの社会的存在で

あり、ある社会階層や集

団の意見を代表してい

る。他方、ほとんど無視

されている社会階層や

集団もある。 

各 メ デ ィ ア

は、それ独自

の技術によっ

て、情報を制

作し、配信し

ている。 

メディアではい

ろいろな役割を

持った人々が協

働して情報を制

作し、配信してい

る。 

のことばがある”、この二つを学ばせることで

ある。 

この二つの学習の要諦のうち、「メディアが

発出している情報（テクスト）が “何らかの

意図の下、構成されたものである”」に関する

学習は、次の概念「表象 Representation 」の

それと結びついて達成される。そこでこれに

ついては表象 Representation のところで「統

括目標」として示し、ここでは後者だけをと

りあげる。このようにすると、ここに残され

るのは「ことば」の歴史と「ことば」の効果、

そしてジャンルの三つになる。  

「ことば」の歴史として学ぶのは、次の二

つである。 

・ 制作作法＝現在も踏襲されている制作作

法はどのようにして定着していったのか 

・ 約束事＝メディアの約束事はどのように

して確立されたのか 

また「ことば」の効果として学ぶのは次の

三つである。 

・ 選択＝「あるカメラ・アングルはどのよ

うな効果をもっているのか」といった技

法の持つイメージ生成効果 

・ 連携効果＝「同じ画面でもバックに流れ

る音楽によって異なった感じを受けるこ

とになる」といったことに気づかせるも

の 

・ 技術 Technologies＝技術は、意味にどのよ

うな影響を与え得るのか 

ジャンルとして学ぶのは、「制作作法や約束

事は、たとえばニュースとホラー映画とでは

異なって用いられているのか」といったもの

である。そこで単にジャンルでなく「ジャン

ルの相違」とする。 

 

以上を整理したのが次頁の表２である。
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表２. 概念＝「ことば」Language の学習内容 

統括目標 メディアは、情報を生産するに当たって固有の「ことば」を用いて情報を構成している。 

下位概念 「ことば」の歴史 「ことば」の効果 ジャンルの相違 

主発問 

○現在も踏襲されている

制作作法はどのようにし

て定着してきたのか（制

作作法） 

○メディアの約束事はど

のようにして確立された

のか（約束事） 

○ある技法は、どんなイメージ

を生み出す効果があるか（選択） 

○他の技法が併用されたとき、

効果にどのような違いが見られ

るのか（連携効果） 

○ジャンルによって、制作作法や約

束事は異なるのだろうか。 

学習内容 

メディアが用いている制

作作法や約束事は、長い

時間をかけて生み出され

てきたものである。 

メディアが、メッセージを伝わ

りやすくするために用いている

「ことば」を知り、情報を批判

的に読み解く力を育成する。ま

た、効果の複合性に気づく。 

メディアが、メッセージを伝わりや

すくするために用いているジャン

ルごとの「ことば」について理解を

深め、情報を批判的に読み解く力を

育成する。 

 

（３） 表象 Representation２６ 

メディアはありのままの世界を提示してい

ない。メディア自身が見たもの・思ったこと・

伝えたいことなどを切り取って示しているの

である。つまり、メディアが発出する情報は、

メディアの意図のもとに構成されたものであ

る。 

こうした見方ができるようにするために設

けられた下位概念は、次の七つである。 

本当らしさ Realism、真相報道 Telling the 

truth、メディアへの登場 Presence and absence

（何がメディアによってとりあげられ、何は

とりあげられていないか）、事実の歪曲と客観

性（メディアが示す世界像などは客観的なも

のなのか）、ステレオタイプ化、解釈（メディ

アが流した情報のうち、われわれはあるもの

は真実だとし、別のあるものは間違いだとす

る。なぜか）、影響（メディアが流す世界像・

人物像などはわれわれの見方に影響を与えて

いるか）。  

以上七つのうち、最後の二つはオーディア

ンスの問題である。そこでこれを除き他の五

つを整理すると、次の三つを学習内容だとす

ることができる： 

・客観性の装いの解体（メディアは客観的な

事実や真実を伝えているように装っている。

したがって、それを脱構築する必要がある）

＝本当らしさ Realism；真相報道 Telling the 

truth 

・表象および価値観の淵源の同定（メディア

が客観的だという表象は、誰のものである

かをつきとめる）＝メディアへの登場 

Presence and absence；事実の歪曲と客観性

Bias and objectivity 

・ステレオタイプ化（メディアによるステレ

オタイプの創出と流通過程を探求する）＝

ステレオタイプ化 Stereotyping 

これらを整理したのが次頁の表３である。 

 

３ 単独「メディア学習」のカリキュラム構

成原理 

前節でみたバッキンガムのカリキュラム構

成原理は、コミュニケーション過程の図式に

くくり直すと図１（次頁）のようになる。 

まず、情報を発信するメディアなどである（図

1 では「情報の発信者」とした）。これについ

ては「生産」の概念によって学ぶことになっ
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表３. 概念＝表象 Representation の学習内容 

統括目標 メディアが発出する情報（テクスト）は、メディアの何らかの意図のもと構成されている。 

下位概念 客観性の装いの解体 表象および価値観の淵源の同定 ステレオタイプ化 

主発問 

○メディアが伝えているこ

とは、事実なのかそれとも

誰かの意見（解釈）か 

○メディアの言っていることは誰の意見（解

釈）と同じか 

○メディアがとりあげていない見解はどう

いうもので、その見解を抱いている人たち

（社会集団）は、どういう人々か。 

○メディアはどのよ

うにしてステレオ

タイプを生み出し、

浸透させているの

だろうか。 

学習内容 

メディアが伝えていること

は事実そのものではない。何

らかの見解によって切り取

られたものである。たとえ、

メディアが客観報道をして

いるように見せていても。 

メディアが伝えているものはメッセージで

あり、特定の社会集団の見解や価値観が入り

込んだものである。 

メディアの……のよ

うな報道によって、あ

る社会集団や個人の

ステレオタイプが生

み出される。 

 

ている。次に、メディアによって発信された

情報がある。これは図 1 ではテクストであり、

「ことば」と「表象」という概念によって学

ばれるようになっている。さらに、情報を受

け取る「受信者」（図 1 では「情報の受け手」

とした）がおり、これについては「解釈」、「影

響」という概念によって学ばれるようになっ

ている。 

次章で、図 1 及び表 1～3 にまとめられたこ

とを視点にして This is Citizenship１における

メディア単元の学習内容を検討し、そこに独

自なものは何かを析出しよう。

 

「生産」              「ことば」、「表象」      「情報の受信者」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 メディア学習の「コンセプト＝概念」

情報の発信者 
情報の受け手 

テクスト 

■メディアは，情報を生産するに当た

って固有の「ことば」を用いて情報

を構成している． 

○「ことば」の歴史 

○「ことば」の効果 

○「ジャンル」の相違 

         （以上、表２参照） 

■メディアが発出する情報（テクス

ト）は，メディアの何らかの意図の

もと構成されている． 

○ 「客観性の装いの解体」 

○ 表象および価値観の淵源の同定 

○ ステレオタイプ化 

         （以上、表３参照） 

■メディアは，情報を生産しそれを

売って利潤をあげている営利企業

である． 

○ 経済学的視点 

○ 法学的視点 

○ 政治社会学的視点 

○ 技術的視点 

○ 組織論的視点 

          （表１参照）          

■われわれは，ある情報は本当と

し，他の情報はうそとする．なぜか   

○解釈  

■メディアが流す人物像などはわ

れわれに影響を与えているか 

○影響 

（以上、表４参照） 

■メディアは，情報や電波時間，紙

面などを売って利潤をあげてい

る営利企業である． 

○ 経済学的視点 

○ 法学的視点 

○ 政治社会学的視点 

○ 技術的視点 

○ 組織論的視点 

        （以上、表１参照）          
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Ⅲ This is Citizenship １「メディア単元」 

 

１ 単元構成 

This is Citizenship1 のメディア学習の単元

名は、「メディアと社会」である。これは五つ

の節からなっている（5.1 メディア日記；5.2 

広告って信じられるもの？；5.3 新聞なら信

じられるのだろうか？；5.4 写真は信じられ

るのだろうか？；5.5 惑星ホフのメディアを

支配しているのは誰か？）。さらにこのあとに

「報道の自由」によって現実に起こっている

問題をとりあげた発展節２７が配置されてい

る。 

したがって、単元構成は次のように整理す

ることができる。 

○事象提示（5.1）：メディアと自分の日常生

活との強い結びつきに気づかせることに

よって、メディア学習に対する興味・関心

を惹起する。 

○テクスト分析視点の習得（5.2～5.4）：広告、

新聞、写真といったジャンルの異なるテク

ストをとりあげ、それぞれのテクストによ

って、次のようなことを学習させている。 

・ 広告：生徒にメディアが用いている「こ

とば」を教え、メディアの意図を解釈す

る力を育成している（メディアの営利企

業性と「ことば」の効果の学習）。 

・ 新聞：メディアは事実そのものを教えて

いるのではないこと（客観性の装いの解

体）、メディアの意見の背後には誰かの意

見があること（表象及び価値観の淵源の

同定）、メディアごとに異なった意見を持

っており、メディアも社会勢力の一つで

ある（政治社会学的視点の獲得） 

・ 写真：写真もどの場面をどのように提示

するかで出来事に対して読者が持つ印象

が異なる。これに気づかせ（客観性の装

いの解体）、さらに「ことば」の効果やメ

ディアが発出する情報の背後にはなんら

かの利害を持つ生産者がいることに気づ

かせている（経済的視点の獲得）。 

○政治権力とメディアとの関係についての学

習（5.5）：この部分では惑星ホフという仮

想世界が設定され、そこにおける政治権力

によるメディアに対する諸規制が示され、

政治権力とメディアのあるべき関係につい

て子どもたちに考えさせようとしている。 

○出版・報道の自由とその問題（発展節）：こ

の部分では、二つのことが学習内容とされ

ている。一つは、報道の自由によって個人

のプライバシーが侵される危険性のあるこ

とであり、今一つは政治権力によって報道

の自由を規制することの危険性である。す

なわち、5.5 の学習を受けて、英国社会に

おいてはメディアをなぜ・どの程度、法に

よって規制するのがよいのかを具体的に考

えさせ、見識を高めようとしている。 

このように 5.5 及び発展節には単独「メデ

ィア学習」（図１）にはない学習要素、すなわ

ち“メディアのあるべき姿を考えさせる”と

いうものが見られる。単独「メディア学習」

は、図１から明らかなように、Why, What, How 

など、事実的知識や説明的知識に関わる学習

内容によって構成されており、いわば社会科

学的学習である。ところが、5.5 と発展節の

学習は「政治権力とメディアの関係はどうあ

るべきか」「メディアから個人はどの程度まで

守られるべきか」といった「べき論」の学習

となっている。社会科学の学習からはみ出し

ているのである。 

以下、節を改めこの点について詳しく見て

いく。 

 

２ 政治権力とメディア、メディアと個人 

 

① 小単元「惑星ホフのメディアを支配して

いるのは誰か？」の学習内容  

 

ア） 惑星ホフの社会構成 

メディア単元には、惑星ホフのメディアが
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誰によって経営されているのか、どのような

ルールにしたがっているのかだけが説明され

ており、惑星ホフの政治体制はどうなってい

るのか、どのような人々が住んでいるのかな

どについての説明はない。 

しかし、この単元以前にあるセクション２

「人権と公共への責任」やセクション４「中

央政府と議会」などにそれらに関する記述が

ある。それによると、惑星ホフとは過去の英

国を非常に単純にモデル化し、 さらに多少の

フィクションを加えて構成したものである。 

惑星ホフには、アッパーズ Uppers、 キャ

ピトス Capitos、 シ
・

ンカーズ Thinkers、ドゥ

アーズ Doers、 グロンクス Gronks という五

つの階級の人々が住んでいる。 

アッパーズが支配階級である。国民全体に

占めるその人口はわずかである。シーザーあ

るいは“偉大なる人”と呼ばれる女王がその頂

点に立ち、惑星ホフの国民の生殺与奪の権を

握っている。国政の運営に当たっては、アッ

パーズの中からミニスターと呼ばれる人々が

出て、シーザーの政治を扶翼している。 

政府には、反政府的な活動をする人々をと

りしまるセクロコプスという秘密警察がある。

秘密警察に捕まり裁判にかけられるとたいて

いは有罪となり、惑星ホフの衛星に送られ奴

隷として働かされる。 

シ
・

ンカーズは、アッパーズが惑星ホフを支

配し運営するのを援けている階級である。政

府に大量に入り込み、各省庁で働いている。

また、医者、法律家、知識人となって活躍し

てもいる。テレビ局にもたくさんのシ
・

ンカー

ズが働き、ニュース番組などを制作している。 

 シ
・

ンカーズはアッパーズが一から十まです

べてを決定してしまうことには批判的であり、

惑星ホフの在り方について意見を述べたいと

思っている。  

キャピトスは、過去の英国社会の中小の産

業・商業資本家が念頭に置かれて設定された

ものである。経済的実力はあるが、社会的評

価はシ
・

ンカーズの方がはるかに高い。そのた

め、惑星ホフの高等教育機関はシ
・

ンカーズの

子弟のためにしか設けられていない。キャピ

トスの中には何とかして自分の子どもたちを

シ
・

ンカーズに仕立て上げようと努力する者が

みられる。そこで非常に少ない割合であるが、

毎年キャピトスの子弟のなかから選ばれて高

等教育機関に進む者がいる。キャピトスの子

弟のなかには政府機関に就職しようとする者

もいるが、文化資本が劣るため面接試験で落

とされることが多い。それでもキャピトスは

今の惑星ホフの政治システムに満足している。 

ドゥアーズは、工場や農場で働く人々であ

る。彼らの給料はアッパーズによって低レベ

ルに押さえられている。しかも長時間働かな

くてはならない。しかし住む家は保障される

など社会保障は行き届いている。ドゥアーズ

たちは政府の許可がない限り惑星ホフの中で

自由に移動することはできない。特別なパス

を携帯することが義務づけられており、警官

の尋問を受けたときにそのパスを持っていな

いと投獄される。  

またドゥアーズたちは、政府設立の学校に

入学できない。これは、階層的に社会上昇が

望めないことを意味する。ドゥアーズたちに

はそれぞれ決まった仕事が与えられ、それさ

えできればよいということになっている。ド

ゥアーズが国政を批判するようなことはほと

んどない。そのようなことをしたときに何が

生じるかをよく知っているからである。それ

はシ
・

ンカーズやキャピトスも同じである。 

 惑星ホフの最下層にいるのは、グロンクス

という階級の人々である。彼らはいわば奴隷

であり、アッパーズないしはシ
・

ンカーズの所

有物である。グロンクスの間にできた子ども

たちもその主人の所有物となる。グロンクス

は売買もされる。料理や洗濯などがグロンク

スの仕事である。子どもたちは５歳になると

頭に電子機具を埋め込まれる。これによって、

主人に忠実なグロンクスが出来上がる。 
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イ） 惑星ホフのメディアとメディア規制 

 ここでは、惑星ホフのメディアが銀河連邦

の「出版及び放送の自由を守るための規定」

（下掲の表４）にかなった状態にあるといえ

るかどうかを生徒に判断させようとしている。 

そのため、次の四つの発問が用意されてい

る。 

・ 惑星ホフでは、記者はニュース原稿に何

でも思ったことを書くことができるのか。 

・ テレビの場合はどうだろうか。 

・ 惑星ホフのアッパーズやシ
・

ンカーズは、

銀河連邦の「出版及び放送の自由をまもる

ための規定」を遵守しているといってよい

だろうか。もし破っているとすれば、どの

ように規定違反しているのだろうか。 

・ 惑星ホフのメディアは、どのように変わ 

るべきだろうか。 

この後、惑星ホフのメディアについて次の

ような説明がなされる。 

惑星ホフのテレビ局は、シ
・

ンカーズが経営

している。テレビから流されるニュースを書

くのもシ
・

ンカーズである。キャピトスとドゥ

アーズには、番組をつくったりニュースを書

いたりすることは許されていない。 

グロンクスを除けば、惑星ホフのどの家庭

にもテレビがある。グロンクスは貧しくてテ

レビを買うことができないのである。ただし、

バーや図書館に行けばテレビを見ることがで

きる。 

どのテレビ番組もまたニュースも、事前に

シ
・

ンカーズからなる特別委員会の検閲を受け

なければ放送できないことになっている。こ

のきまりはアッパーズとの間で結ばれたもの

であり、運用は非常に厳格に行われている。  

番組内容の判定は次のようなきまりによっ

て行われる。 

・シーザーやアッパーズを批判してはいけな  

 い 

・ 惑星ホフの在り方を変えるべきだという

ような考え方を放送してはいけない 

・ ひどいことばや人を傷つけるような映像

を流してはいけない 

・ ニュースはアッパーズがよしと認めたよ

うに構成して流さなくてはいけない 

・ 惑星ホフの国民が自分たちのくらしはよ 

いと思えるような番組を作らなくてはい

けない  

こうしたルールに従わないとどんな番組も

放送することができない。ルールを破ったと

きには、制作者は逮捕されることもあり得る。 

 

                                            

表４. 銀河連邦「出版及び放送の自由をまもるための規定」 

項 目 規    定    内    容 

見解表明の自由 
いかなる見解であっても、それが暴力を引き起こしたり人種間の憎しみを煽ったりするお

それのない限り、自由に出版することも放送されることも認められなくてはならない。 

メディアの所有 
メディアは、特定の個人ないし階級に占有されてはならない。それはメディアが表明する

見解を限られた偏ったものにするからである。 

報道者たちの独立

性 

メディアで働く人々は、政府やメディアの所有者から独立していなくてはならない。政府

やメディアの所有者はいかなる影響も報道に従事する人々に及ぼすべきではない。 

出版・報道の自由 メディアは、公衆に知らせるべきことは自由に報道できるべきである。 

メディアに対する

不服申し立て権 
人々はメディアが虚偽の報道をなした場合には、不服を申し立てることができる。 
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ウ） 「報道の自由」とプライバシーの保護 

ここでは二つのことが学習内容とされてい

る。一つは、個人のプライバシーとかかわっ

て報道の自由がどの範囲まで許されるべきも

のかということである。今一つは、報道の自

由に対する政治権力の統制が危険であること

に気づかせようとするものである。 

すなわち、報道の自由が政治権力から守ら

れなくてはいけないということ及び個人がメ

ディアから守られなくてはいけないという二

つのことに気づかせようとしているのである。 

 

② 「メディア学習」の視点からの検討 

5.5 を「メディア学習」の観点から整理し

てみよう。 

 ア）とイ）において、主として学ばれてい

るのは「生産」の視点である。ただし、メデ

ィアは何を売っているのかという「経済学的

視点」、“一つの情報がわれわれに届くまでに

はいろいろな人々の働きがある“という「組織

論的視点」、また”どのような技術を駆使して

情報を生産しているのか“という発問に対応

する「技術的視点」からの学びはない。 

他方、「法学的視点」及び「政治社会学的視

点」は学ばれている。惑星ホフのメディア単

元では、「どのテレビ番組もまたニュースも、

事前にシ
・

ンカーズがつくっている特別委員会

が一度みて放送してもよいと判定されなけれ

ば、放送できないことになっている」という

上位のきまりがあることが記述されている。

さらに放送してよいかどうかの判定は「アッ

パーズやシーザーを批判してはいけない」な

ど四つの規定に基づいて行われていることも

記述されている。これらはメディアが法的規

制の下にあることを示し、「法学的視点」の習

得につながるものである。 

他方、「政治社会学的視点」については次の

ことより学習事項があることは明らかである。

すなわち「アッパーズがよしと認めたように

ニュースを構成して流さなくてはいけない」

という規定の存在が示され、これによって「メ

ディアが作成する情報に大きな影響を及ぼす

のは誰か」という「政治社会学的視点」が学

ばれるようになっているのである。 

これに対してウ）においては、「メディア学

習」が行われているのではなく、言論の自由

や報道の自由の大切さが学ばれているという

べきであろう。確かにメディアは個人のプラ

イバシーを暴いたりするなど負の側面を持っ

ている。しかし、メディアが政治権力の規制

のもとにおかれたときにはわれわれの暮らし

がいびつなものになること、したがって政治

権力にメディアを統制させないことの大切さ

がここで説かれている。すなわち、「政治権力

とメディアとの関係のあるべき姿についての

学習」部分ということができよう。 

したがって、ア）とイ）を「事実の学習」

あるいは“社会科学”の学習部分と呼ぶなら、

ウ）は「規範・当為の学習」の部分ないしは

「政治倫理の学習」の部分と呼ぶべきである。 

さらに、この 5.5 ウ）は、それに続く発展

節 Freedom of the press において「報道の自

由」の濫用がどのような結果をもたらすのか

を認識させた上で、政府によるメディア規制

がどのようなものであるべきなのかを考えさ

せるという学習内容・活動によって補われて

いる。 

これらの学習内容・活動は、シチズンシッ

プ科「メディア単元」が単独「メディア学習」

など先行の諸実践から受け継いだものではな

く、特有のものとみることができる。 

ここまで見てきたように、単独「メディア

学習」は社会科学的学習の域内にとどまって

いる。これに対してシチズンシップ科のもの

として設けられた本単元においては、民主主

義のもとメディアと権力、メディアと個人の

あるべき関係性を追求するという学習が加え

られている。これらは「シチズンシップ」科

という民主主義の担い手を育成するための教

科目であるからこそ付加されたものと考える
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ことができるのである。政治的リテラシーの

土台に確固とした政治倫理があるべきだと考

えるなら、ここで政治的リテラシーの学習が

行われていると見ることができよう。 

 

Ⅴ おわりに 

 

前 章 ま で で 英 国 の 教 科 書 This is 

Citizenship１におけるメディア単元の構成

がどのようなものになっているかが明らかに

なった。 

本論における論考は、次のような作業仮説

のもと進められた。すなわち、英国ではシチ

ズンシップという教科の誕生以前に「メディ

ア学習」が存在し、「メディア学習」コースあ

るいは English という教科のなかでカリキュ

ラム開発や授業開発が行われてきた。こうし

たものとシチズンシップ科における「メディ

ア学習」とを比較することによって、シチズ

ンシップという教科における学習内容の独自

性が具体的に析出されてくるであろう（市

民・国民科としてのシチズンシップ科の単元

構成の特徴の一つの析出）。さらにそれは、市

民・国民教育という側面からもメディア関連

学習という側面からも、わが国の社会科メデ

ィア関連学習の質を高め得るものであろう

（社会科メディア関連学習改善の手がかり）。 

本論のこうしたねらいは達成されたものと

思われる。This is Citizenship１では政治倫

理学習を従来からの「メディア学習」に融合

させていることが明らかになったからである。 

 今一度、This is Citizenship １の「メデ

ィア学習」単元の全体構成を振り返ろう。そ

れをみやすくしたものが本論末の表５である。 

この表から明らかなように、5.1 の導入段

階において、子どもたちに自分たちの日常が

いかに深くメディアと結びついているかに気

づかせ（ここで、いわば日常的な知識が学ば

れている）学習意欲を喚起した後、5.2 から

5.4 において、これまでの「メディア学習」

の成果が学ばれている。この部分は社会科学

的学習である。ここでメディアが発信するテ

クストやメディアを見るための概念の学習が

行われているのである。 

概念「ことば」では「ことば」の歴史は扱

われていない。今、生徒が見ている広告や写

真の説得技法を見破る力をつけることが第一

とされており、「ことば」の歴史は有用ではな

いと判断されたからであろう。つまりアカデ

ミックな知ではなく実践的な知が重視されて

いるのである。  

「表象」では、メディアがある社会集団の

「ステレオタイプ化」を行うという学習がみ

られない。 

メディアという情報の生産者に対しては

「同一の事件などに対して、新聞社によって

異なる見解を持ち」などというように政治社

会学的視点が学びの対象となっている。 

他方、まったく学習の対象とされていない

のが「情報の受信者」に関する見方である。

したがって、自分はなぜこうした見方・感じ

方・ものの考え方をするのか、誰にあるいは

何に影響されているのかといったアイデンテ

ィティ探求の機会が生徒には与えられていな

い。社会科メディア関連学習のカリキュラム

構成に当たっては、この点について配慮すべ

きである２８。 

さて 5.5 では、さらにメディアの所有者な

どについての記述がなされ、メディアを見る

ための概念の学習が一層深められている。し

たがってその部分も社会科学的学習であるが、

先に見たように惑星ホフという仮想社会がと

りあげられ、英国社会そのものを扱うことは

避けられている。英国社会という現実は複雑

であること、また英国という実社会に存在す

るメディアを所有している社会階級を特定す

ることなど困難であろうし、どの集団の声が

反映されることが多く、逆にどれは反映され

ていないかなどを特定することも難しいから

であろう。実証の知ではなく、あくまでもモ
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デル的な「見方」が教えられているのである。 

この 5.5 において「政治倫理学習」がはじ

めて登場する。これは、単独「メディア学習」

には見られない契機である。 

すなわち 5.5「惑星ホフのメディアを支配

しているのは誰か？」及び発展節「報道の自

由」の部分がこれに当たる。 

メディアを法規制の下に置くとき、社会を

健全に保つためにはメディアと権力との関係

をどうしたらよいか、個人のプライバシーや

名誉との関係でメディア規制をどのようにし

たらよいかという２点が学習内容とされてい

るのである。 

先に述べたように、確固とした政治倫理こ

そが政治的リテラシーの根底にあるべきもの

だと考えるなら、この部分はまさに政治的リ

テラシーの土台の学習だということができる

のである。  

このように This is Citizenship １の内容

構成を分析してみると、わが国の社会科メデ

ィア関連学習は、社会科学的学習の側面が不

十分であり、政治倫理学習が欠けているとい

うことがみえてくるのである。 

以下、今後の課題について簡単に述べたい。 

まず、表 5 における「社会科学的なもの」、

すなわち社会科学的内容が豊かな社会科メデ

ィア関連学習の創出をめざすことである。 

わが国の社会科では、学習指導要領にした

がうものほど、上述のように“概念：「生産者」”

を組織論的視点からのみ学ぶだけのものにな

っている（小学校の場合）。 

そのような場合、テクストの構成性やその

背後にあるメディアと社会勢力との結びつき

といった政治社会学的視点やメディアは情報

や娯楽を商品としている企業であるといった

経済的視点が学ばれるようになっていない。  

テクストの構成性に気づかせようとする授

業実践わが国の場合にも見られるが、メディ

アと国家の関係はどうあるべきか・メディア

から個人はどのように守られるべきかという

政治倫理的な学習になるとほとんどみあたら

ないのである。 

他方、中学校の場合には「メディア関連学

習」は、社会が情報化されていることを学ぶ

点にのみ矮小化されていた。 

学習指導要領が最低基準であることが文科

省によって宣言されてから久しい。時間さえ

生み出すことができるなら、学習指導要領に

示されたもの以上の事項を加えて単元構成が

できるはずである。  

筆者の今後の課題は、シチズンシップ科「メ

ディア学習」を This is Citizenship １を超

えてさらに広範に探究していくこと、そして

それをもとにわが国の社会科メディア学習を

一単元としてではなく、社会科カリキュラム

のなかで具体化していくことである。 

 

本論は、『平成 16～18 年度科学研究費補助金基盤

研究（C）(1)研究成果報告書』（研究代表者 水山光

春）に寄せた「メディア教育とシチズンシップ」を

もとに書き直したものである。 

 

 

 

 

 

 

表５ This is Citizenship １「メディア学習」の単元構成 

節 学習内容 主  発  問  と  目  標 習得される「メディア学習」の概念 
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5.1 

日
常
生
活
的
な
も
の 

○ 「私たちが日常触れるメディアにはどのような

ものがある？」 

○ 「私たちはそれぞれのメディアをどう利用し、

そこからどのような情報を得ているか？」 

■ 興味・関心の惹起：われわれの暮らしの隅々ま

でメディアが入り込んでいることに気づかせると

ともに、本単元の学習について興味を引き出す． 

 

 

5.2 

社
会
科
学
的
な
も
の 

○ 「広告の目的は何？」 

○ 「広告において用いられているテクニックには

どんなものがある？」 

■ メディア研究視点の獲得：広告において用いら

れているテクニックについて知るとともに、それ

らはメッセージを届きやすくするためのものであ

ることに気づく．すなわち、広告にはメッセージ

が込められていることを理解する． 

 

 

 

・「ことば」の効果 

5.3 

○ 「新聞に書かれていることは事実だけだろう

か」 

○ 「すべての事実が書かれているのだろうか」 

○ 「この記事は誰の視点に立って書かれているの

だろうか」 

■ メディア研究視点の獲得：新聞には事実と意見

の 2 つが書かれていることを理解するととも

に、作業を通じてそれを見分ける力を育成する． 

■ メディア研究視点の獲得：同一の事件などに対

して、新聞社によって異なる見解を持ち、その

見解に応じて記事が構成されていることを理解

する． 

 

 

 

 

 

・「客観性の装いの解体」 

 

 

・「表象及び価値観の同定」 

・「政治社会学的視点」 

・「客観性の装いの解体」 
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5.4 

○ 「新聞や雑誌にある写真は真実や事実だけを写

しているのか」 

○ 「写真にメッセージを込めようとするならどん

な選び方をするのがよいか」 

■ メディア研究視点の獲得：写真には、それを写

したものや使用したもののメッセージが込めら

れていることを理解する． 

■ メディア研究視点の獲得：近年はコンピュータ

技術の発達により、そうした写真を合成しやす

くなり、いろいろなところで使用されているこ

とに気づく． 

 

 

 

 

 

・「客観性の装いの解体」 

 

 

・「生産」視点の基礎 

・「ことばの効果」 

5.5 

政
治
倫
理
的
な
こ
と 

○ 「惑星ホフのメディアは銀河連邦の規定を遵守

しているか」 

○ 「惑星ホフのメディアはどのように変わるべき

か」 

○ 「政府が報道を規制しないことは、なぜ大切な

のか」 

○ 個人のプライバシーの保護はどう考えるべき

か」 

■ 政治権力とメディアとのあるべき関係について

見識を深める． 

■ 個人のプライバシー保護とメディア規制のあり

方について見識を深める． 

 

 

発

展

節 

○ 「報道の自由の名のもとに何が行われている

か」 

○ 「それらは許されてよいことか」 

■ 報道の自由のあり方について見解を深める． 

 

凡例 ○＝発問、■＝目標 
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者にも中等教育修了資格を与えるために

1965 年に設けられた試験である。1988 年に

GCE と CSE はともに廃止され GCSE（一般

中等教育修了資格試験）が行われるようにな

った（以上の記述は Gordon, P & Lawton, D.  

2003  Dictionary of British Education, 

Woburn Press. による）。 
１９ バッキンガムは、メディア教育に孕まれる

政治的性格や科目としては周縁的なものであ

ることなどを考えるとき、このような措置は当

然だったと述べている（Buckingham, D. ibid; p. 

89）。 
２０ Hart, Andrew 1998 Models of Media 

Education in England and the Secondary 

Curriculum for English, Hart, Andrew(ed.) 
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TEACHING THE MEDIA, Lawrence 

Erlbaum Associates, Publishers, pp.23-56. 
２１ Buckingham, D. op. cit., p.53．  
２２ Buckingham, D. ibid., p.53． 
２３ Buckingham, D. op. cit., pp.54-55．  
２４ 本文に挙げたものの他に次のような下位

概念がある。産業 Industry（メディアの所有

者は誰か；メディアはどうやって利潤を上げ

ているのか）、 メディア同士のつながり

Connections between media（小説などが映

画化されるとき、どういう戦略がとられてヒ

ットするようにされているか）、 Regulation

（メディアが発する情報を規制しているのは

誰か。それは実効性があるのか）、 流通・配

信 Circulation and Distribution（制作された

情報はどのようにして受け手に送られるの

か；受けて側は情報を規制したり選択したり

できるのか）、 メディアへの影響 Access and 

Participation（メディアにはどのような人々

や社会集団の意見が反映されているのか。逆

に反映されていないのは？）． 
２５ Buckingham, D. ibid, pp.55-57。原語を尊

重して「ことば」と訳した。しかしバッキンガ

ムは、language を「人々になじみのあるまた昔

から使用されてきたやり方で意味を伝えよう

とするもの」（ibid. p.55）という定義の仕方を

し、コード（約束事）やコンベンションズ（制

作作法）を強調しているので「文法」と訳した

方がわかりやすいと思われるが、和訳として隔

たりが大きすぎるのでそのまま「ことば」とし

た。  
２６ Buckingham, D. op. cit., pp.57-59。  
２７ 5.1～5.5 までは、セクション番号が振ら

れているのだが、5.5 の後に登場する見開き 2

ページの「表現の自由」Freedom of the press 

には、セクション番号が振られていない。そ

こで「発展節」と命名した。 
２８ バッキンガム自身は、メディア学習（特

にポピュラー文化に関するもの）をより有効

なものにするために「情報の受け手」である

生徒たちのテクスト解釈の実態を明らかにし

ようとした研究をしている（Buckingham, D. 

and Selfton-Green, J. 1994 Cultural Studies Goes to 

School, Taylor & Francis Ltd.  


