
開発中のOERは、主にDLGFの「Digital content creation」領域をカバーする[Fig.1]。 これまでも伝統的なメディアリテラシー教育におい
て Digital content creationが実践されてきたが、デザイン思考と直接結びつくことはなかった。しかしながら、デザインは、「観察・アイディ
ア創出・プロトタイピング・テスト」といった探究的な学習サイクルを形成し、観察と実験を通して対象を理解するための「思考の型」を提
供できる[Fig.2]。インタラクションの基本原理を理解すれば、全てのメディアを観察・検証するための基礎が身につく。プロトタイピングを
通して制作者と受け手双方の視点を経験すれば、メディアを批判的に分析する習慣が身につく。デザインはデジタル・リテラシーを学ぶ
ための強力なツールとなりうる。

デジタルリテラシー教育のための OER 開発

デジタルリテラシー グローバルフレームワーク（DLGF）

デジタルリテラシー × デザイン思考

北海道大学 × アドビ システムズ 株式会社

北海道大学では「メディアの読解」「メディアの設計」「メディアの制作」をテーマに、9つのOERを開発する。OERは、課題実践やグループ
ワークと組み合わせ、学習効果を高めることができる。デザインの非専門家も活用できるよう、カリキュラムや教授方法、評価方法のモデ
ル化を進める予定である。次年度に実施する本教材の試験運用では、開発した教材で学ぶ「コンテンツ学習」と、課題実践やグループワ
ークを行う「対面学習」、デジタル制作の専門家による「特別セッション」の三部構成を検討している[Fig.3]。

DLGFは、UNESCOが策定したフレームワークであり、各国のデジタルリテラシー教育をマッピングするために活用されている。DLGFは、7
つのリテラシー領域を分類している。開発するOERは、主に「3. Digital content creation」領域にフォーカスする。また、この領域を学ぶう
えで不可欠と思われる能力が「1. Information and data literacy」「2. Communication and collaboration」「5. Problem-solving」領域に含
まれるため、部分的に他領域の能力も学ぶ[Fig.1]。

概要
北海道大学では、デジタルリテラシーグローバルフレームワーク（DLGF）における「Digital content creation」領域に特化したオープン教
材（OER）を、アドビと共同研究契約を締結し、開発している。　開発の背景には、複雑かつ変化の激しいデジタル社会を生き抜くには、デ
ザインのフレームワークを身につけてメディアをジャッジする能力が必要であり、デジタル社会のインフラであるソフトウェアやデジタル
表現の特徴を実際にソフトウェアを活用して理解すべきだという認識がある。
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[Fig.2] 人間中心デザインの反復サイクル
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[Fig.1] DLGFによる能力領域の分類と、本OER開発で焦点をあてる7つの能力カテゴリー 
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[Fig.3] 次年度のOER試験運用に向けたカリキュラム構成案



1. はじめに（教材のねらい／メディアとデザインの定義）

OER の開発

開発する OER のテーマリスト

OERの設計思想は、「探究的学習のサイクル」 (Engeström, Hakkarainen & Hedegaard, 1984)に依拠している[Fig.4]。OERでは「動機づけ、
方向づけ、内化」に働きかける。たとえば、「2-2.メディアの観察」は、メディアを読む際の認知バイアスを体験し（動機づけ）、インタラクショ
ンの観点からメディアの機能を分析する方法を学び（方向づけ）、具体的な練習ののち、学習内容を自分の言葉でまとめる（内化）構成を
検討している[Fig.5]。OERは文章・図・動画・クイズを適材適所で組み合わせ、学習効果の最大化を目指す。コンテンツで学んだ内容の理
解を深め、「外化（応用）、批評、統制」を鍛えるには、課題実践やグループワークを組み合わせたカリキュラムを設計することが望ましい。

3. メディアの設計（→ DLGF: 3.1, 3.2, 5.3）
　 3-1. 体験をつくる（デザイン小史／活動中心デザインプロセス）
　 3-2. 体験をかたちにするプロセス（インフォグラフィックスができるまで）
　 3-3. 体験の本質を探る（意味とかたち：矢印の現象学／類似の検証テーマは？）

4. メディアの制作（→ DLGF: 3.1, 3.2, 3.3）
　 4-1. メディア制作とソフトウェア（ソフトウェア小史／デジタル特有の思考法）
　 4-2. デジタル制作技術の要点（基本図形の組み合わせ／レイヤー概念／素材情報の活用）
　 4-3. デジタルデータを最適な形式で出力する（フォーマットやコーデック／データ納品形態など）

2. メディアの読解（→ DLGF: 1.2, 2.1, 5.3）
　 2-1. メディアの諸相（メディアの近現代史／メディアの文体と機能／デジタル化の影響）
　 2-2. メディアの観察（インタラクションの７原則／作り手の意図／デジタル特有の分析法）
　 2-3. メディアの批評（良いデザインの10原則／作り手の意図は効果的に伝わっているか？）
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[Fig.4] 探究的学習のサイクル (Engeström, Hakkarainen & Hedegaard, 1984) [Fig.5] 例) 「2-2 メディアの観察」のテーマ単位構成
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日常生活におけるメディアとの関わりにおいて、「良いデザインの10の原則」や「インタラクションの７原則」などのデザイン原則をもと
に優れたコンテンツを選びだし、そのメディアが利用されるコンテクストにおいてなぜそれが優れているのかを分析し、自身の表現の
ストックとして蓄積することができる。（→ DLGF: 1.2, 2.1, 5.3）

自身にとって優れたメディアが生みだす認知経験を理解するために、デザインの方法論を用いて意味とかたちの関係性を探究し、
学びと思考の結果を何らかのコンテンツとして可視化することができる。（→ DLGF: 3.1, 3.2, 5.3）

ソフトウェアによって定義されるデジタル制作技術の要点を押さえ、世の中の全ての情報が素材になることや、
著作権の基礎知識を踏まえて、デジタルコンテンツの表現を工夫することができる。（→ DLGF: 3.1, 3.2, 3.3）


