
学習シート －新聞を考える 広告は環境の敵？！－ プロジェクト リンクス

－１－

プログラムのはじめに（ねらい など）

新聞広告や商品をめぐるお金の流れを切り口に、マスメディアと環境・社会問題の関係について

考えます。このプログラムは、新聞を新聞広告・記事・その他に切り分け、広告の量を調べます。

次に広告の種類を分類し、その商品を作ったり使ったりしたとき環境にどんな影響を与えるかなど

を考える一連のワークです。

私たちが欲しい物を買うとき、その商品の性能や健康に良いかなどは考えますが、その商品を使

ったとき、作るとき、捨てるときなどにどんな環境影響があるかはあまり考えないと思います。た

とえば、ラクトアイスなど冷菓を買うときに熱帯林に与える影響や、車を買うときに排ガスで癌に

なる人のことなどはあまり考えないと思います。お金を借りたり貸したりする場合でも、「自分に

とって利益があるか」や「返せるか」までは考えても、そのお金の流れが環境や社会にどういう影

響を与えるかを考える人は少ないでしょう。とりわけ、広告は、”良さ”を宣伝して買ってもらうこ

とに意義があるわけですから、”いかに悪いか”などは書きたくないはずです。

一方、新聞・雑誌・テレビなどマスメディアは、環境や社会の問題などの情報を得る重要な手段

です。しかしながら、その「情報」も一方では商品です。買う人は、見たくない記事・聞きたくな

い情報には触れたくないし、新聞社も、新聞が売れるに越したことはありません。「正しいけれど、

聞きたくない」内容は書きにくいはずです。たとえば、かつての日本のように多くの国民が戦争を

賛成している時に、戦争反対の記事や、不利な戦況を書いた新聞は売りやすいでしょうか？ 仮に

自由に記事が書けていたとしても。また、広告の内容と記事の内容は矛盾しないのでしょうか？

単に「買い物を控えましょう」ということではありません。このワークを通して、「環境問題の

背景になる問題やそのメカニズム」を考えたり、マスメディア等からの「情報」を普段考えない視

点から見直したりするきっかけになることを願っています。

プログラムの流れと使用資料 形態：全→全体 グ→グループ 個→個人

（時間はあくまで参考）

時間 項目 学習・作業内容
形

態

ワークシート、使用資料

等

15分 Ⅰ．はじめに 趣旨と流れの説明 全 プログラムのはじめに

40分
Ⅱ．広告・記事・

灰色記事？

記事と広告、灰色記事に切り

分けて割合を調べる
グ

指示書（すすめ方）

ワークシート

40分

Ⅲ．最も環境に

悪い商品！

（ワースト３）

環境に悪そうな商品をリスト

し、環境や社会に与える影響

を考える

グ
環境予測のリスト

物とお金の流れのキーワ

ード

15分 Ⅵ．発表 Ⅱ・Ⅲの結果発表 全 （要点の板書）

10分
Ⅴ．ふりかえり

まとめ

学んだこと、自分の意見など

をメモしておく
個

個人的意見のまとめ
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－２－

グループへの指示書（すすめ方）

各グループで、下記の手順で作業、話し合いをする。

Ⅱ．広告・記事・灰色記事？ 【「ワークシート」に記入】 ＜約４０分＞

１．新聞の総重量（２部分）を計って記録する。（１部の総重量×２でも可）

２．使うページにしるしを付け、広告を切り分け、各部の重量を計る。

①同一新聞２部分を広げて、左右のページを切り離す。総ページ数を確認する。

②１～最終ページまで、おもて面にそろえる。

《ここまで準備しておいても可》

③使うページのページ数をマーカー用のペンで印を付ける。 注）以後裏返さない！

④広告を切り抜き、切り分ける。（違う業種なら切り離す）

⑤商品宣伝効果のある記事・間接的に宣伝に貢献する記事を灰色記事として、別に切り分ける。

⑥上記の広告、灰色記事、記事部、の重量を計り、各部の割合を出す。

（ワークシート①に記入）

Ⅲ．最も環境に悪い広告商品！ （ワースト３） ＜約４０分＞

３．切り分けた広告商品から、環境に悪そうなもの、広告量の多いものをリストアップする。

（自動車、銀行業など、商品の種類名を、「環境予測のリスト」にメモする）

４．リストアップした各々の種類（業種）について、環境や社会に対する影響を予測する。

それらの広告の商品が、作ったり、買ったり、使ったり、捨てられたりすると・・・

影響の大小やどんな問題が起こり得るかリストし、環境に悪い物を選んでいく。

※下記の①～③や、「物とお金の流れのキーワード」を参照に考える。

① 使うエネルギーの量では？

② 排出する汚染物質の悪さでは？ 汚染の質、公害の可能性など）

③ 自然破壊、お金の流れに伴う社会的影響など、その他の影響では？

５．最も環境に悪い広告商品を考える。（グループで簡単に話し合って決める）

商品の一生で、最も環境に悪いものを３つ程度選ぶ（順位付け）にしても可

環境に悪い商品と広告量(料)との関係やこれらが売れることによって間接的に儲かるのは？

Ⅳ．オプションワーク：考えてみよう！ （ワークシート 後半）

よかったら、考えてみてね。 (^o^)
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－３－

ワークシート
※ 新聞名（日付、朝夕刊、発行所、～版）

☆ 総重量 ｇ（２部当たり） ・総ページ数 ページ

☆ 各部重量

・広告 ｇ （ ％）

・灰色記事 ｇ （ ％）

・記事 ｇ （ ％）

Ⅲ．最も環境に悪い広告商品！ （ワースト３）

・別紙：「環境予測のリスト」に種類名を記入。最も悪いものを話し合う。

ワースト① ／理由：

ワースト② ／理由：

ワースト③ ／理由：

オプションワーク： 考えてみよう！

よろしければ考えてみましょう

＠環境に悪い広告商品の製造販売に伴い、共通して、間接的に利益を得る業種は？（理由は？）

＠環境負荷の高い業種と、販売利益の大小との関係は？

＠記事の環境に与える影響は？

・特定の記事について、その記事の主張が通ったり、指摘することが解決に向かったりしたら・・・

間接的な影響を含めて環境に対する影響は？ ／ どこに？

（記事の主張：たとえば「不況だから内需拡大すべし」 → 環境影響：その分環境負荷が増える？

「環境車に買い替えるべし」 → 中古車が増え総量と廃車が増える？ ）
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★環境予測の候補リスト ／Ⅲ．最も環境に悪い商品：製品の一生を予測する

広告商品の

種類名

（業界名や商

品名でも可）

①

エネルギ

ー消費の

多さでは

②

排出する

汚染物質

の悪さ

③

自然破壊、社会的影響その他 では？

（理由）

総合評価

＆

広告割合

(%)
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物とお金の流れのキーワード

原料生産・輸入・使うものなどを含めて

背景にある問題も考える

・ライフサイクル

原料（調達）

材料

製造

流通･運搬

在庫・販売

使用

修理

転売(再利用)

リサイクル

廃棄

･広告･宣伝

･資金調達 ・利子支払い

･雇用
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【個人の意見まとめ】

新聞や広告、マスメディアに関係する社会の問題など、自分の考えを確かめるためのメモです。

Ⅰ．環境に悪い広告商品の製造販売に伴い、共通して、間接的に利益を得る業種は？

１） ２） ３）

Ⅱ．このワークを通して環境やマスメディアについて、学んだ点、考えが変わった点などは？

Ⅲ．広告主に有利な情報は出やすく、不利な情報は届きにくい。この情報格差については？

Ⅳ．マスメディアから情報を得るとき、どのようなことを注意したいと思うか？

Ⅴ．その他、今の話し合いの中で気づいたこと、感じたこと、考えたこと何でも！

<スタッフへの感想・苦情・意見でも可>

お名前 (無記名可)
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【プログラム作成者からのコメント】

「新聞を考える」は、楽しんで頂けたでしょうか？

このワークには一定の正解はありません。様々なメディアから情報を得るとき、

その情報を見直すきっかけになれば、うれしく思います。加えて、私は自分の思い

があって出題しています。その一つは、自然破壊や汚染、気候変動など地球環境の

危機です。これら問題には疑問を呈する人も多い一方で、危機への懸念を感じる人

も多いと思います。私の懸念は、むしろこれらの危機に対する対策にあります。

“対策”と称されるものの背景には様々な利害関係があり、地球環境や地球社会

に悪影響が疑われるからです。たとえば、環境と経済の矛盾回避の観点から、科学

技術的の進歩による対策が期待されます。科学技術の進歩は確かに、現代社会に多

大な恩恵をもたらしています。ですが、フロンガスによるオゾン層破壊や温暖化、

アスベストによる健康被害の例など、多くの問題も引き起こしています。二酸化炭

素削減策も同様で、仮に現代においては削減できる技術であったとしても、原発は

核のゴミを、貯蔵は地下や海底への影響を、バイオマスは自然破壊や種の絶滅を、

太陽エネルギーは熱のゴミを後世に残しかねません。さらに全量では削減になった

としても、「過剰排出してきた国や人びとがその利益を得、つつましく暮らしてきた

人びとがその被害を得るとすれば」 あるいは、「削減した以上に戦争に使われた」

とすれば、社会はどのように変化していくのでしょうか？

現代社会は、飢餓と飽食、欠乏と過剰、失業と過労、「戦争や暴力の恐怖」と安

全が共存しています。「これらを放置して技術的な解決だけを求めても、問題の先送

りになるばかりでなく、かえって深刻化しかねない」が私の懸念です。有限の地球

である限り、人間の「欲望、人口、分配、暴力」の制御という問題に向き合わない

限り解決しないと、私は思います。「排出量取引」など経済的技術でも同様です。こ

れらのルールを決める力は、「飽食」「過剰」「安全」の側にあり、それらの国や人び

とが、さらに富や武力を自分たちに集めることを考えないでいるでしょうか？

温暖化対策をはじめ、人間の「欲望、人口、分配、暴力」に関する問題は、個人

の問題にされがちです。しかしながら、ムダな戦争や公共事業とムダな商品を廃し、

より必要なものに資源を集中し、より必要とされる人に分配されるようにするには、

社会や経済の仕組み・政治的選択で変えられるはずです。それらは、人間が決めて

いるのですから。むしろ問題は、すでに社会がグローバル化しているために、その

ような選択が、国際的には不利になりかねない矛盾にあると、私は思います。日本

で得られる情報は、日本社会の常識に左右されます。常識を疑うような情報は、よ

っぽど意識しないと入ってこないことになります。物事を負の側面、加害生の連鎖

から見直すことが、思わぬ発見につながったらうれしく思います。

人間を除く生物の世界が、数十億の間存在し続けてきた持続的な系であり、多様

性を維持してきたことに思いを馳せざるを得ません。

（文責：後藤裕己）
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（参考）

環境商品と破壊

ｽｰｻﾞﾝ･ｼﾞｮｰｼﾞ「なぜ世界の半分が飢えるのか」1984.朝日新聞社

ｳﾞｧﾝﾀﾞﾅ･ｼｳﾞｧ「緑の革命とその暴力」1997.日本経済評論社

金融と環境破壊

川邑厚徳+現代ｸﾞﾙｰﾌﾟ「エンデの遺言｢根源からお金を問うこと｣」2000.日本放送出版協会

ｸﾞﾙｰﾌﾟ KIKI「どうして郵貯がいけないの 金融と地球環境」1993.北斗出版

田中優「環境破壊のメカニズム －地球に暮らす地域の智恵」1998.北斗出版

人間の経済.第 2 期第 29号(通巻 107 号).2005 /<http://www.grsj.org/book/booklibrary/107.pdf>

青木秀和『「お金」崩壊』2008.集英社

戦争と環境破壊

ﾍﾞﾝｼﾞｬﾐﾝ･ﾌﾙﾌｫｰﾄﾞ「暴かれた 9.11 疑惑の真相」2006.扶桑社

ｼﾞｮｴﾙ･ｱﾝﾄﾞﾚｱｽ「戦争中毒 アメリカが軍国主義を脱け出せない本当の理由」2000.合同出版

西谷文和「戦場からの告発 アメリカがイラクにこだわる５つの理由」2008.せせらぎ出版

ﾉｰﾑ･ﾁｮﾑｽｷｰ「アメリカこそ世界最悪のテロ国家だ。」2002.ﾘﾄﾙ･ﾓｱ

高岩仁「戦争案内人 映画制作現場 アジアからの報告」映像文化社

ｱﾝﾇ･ﾓﾚﾘ「戦争のプロパガンダ１０の法則」2002.草思社

開発援助と環境破壊

副家洋介･藤林泰「日本人の暮らしのためだったＯＤＡ」1999.コモンズ

村井吉敬「徹底検証ニッポンのＯＤＡ」2006.コモンズ

上智大学・世界食料デーグループ・ペットフード班「アジアを食べる日本のネコ」1992.梨の木社

ﾓｰﾄﾞ･ﾊﾞｰﾛｳ「Blue Gold 独占される水資源」2001.Fora 増刊号 2000,63 号.市民ﾌｫｰﾗﾑ 2001

久保康之「ＯＤＡで沈んだ村 インドネシア･ダムに奔走される人びと」2003.ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ民主化支援ﾈｯﾄﾜｰｸ

２１世紀をともに生きる地球の仲間編「たみちゃんと南の人びと PAAT2」1992.明石書店

貿易と環境破壊

ｽｰｻﾞﾝ･ｼﾞｮｰｼﾞ「ＷＴＯ徹底批判」2002.作品社

戸田清「環境的公正を求めて」1994.新曜社

ﾏｰﾃｨﾝ･ｺｰ「グローバリゼーション 進む環境破壊、広がる格差」1997.市民ﾌｫｰﾗﾑ 2001

北沢洋子他「自由貿易はなぜまちがっているのか 市民にとっての WTO」2003.ｱｼﾞｱ太平洋資料ｾﾝﾀｰ

ｼﾞｭｾﾞﾌ･E/ｽﾃｨｸﾞﾘｯﾂ「世界を不幸にしたグローバリズムの正体」2002.徳間書店

廃棄物と環境破壊

泉留維他、「環境と公害 経済至上主義から命を育む経済へ」2007,日本評論社

黒井尚志「リサイクルの幻想と現実 資源再生の現場で何が起こっているか」1994.ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社

桑垣豊＋高木学校リサイクル研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ「リサイクルの責任はだれに」2000.高木学校

【出題者からのコメント】

坂田俊文監修／ｼﾞｵｶﾀｽﾄﾛﾌｨｰ研究会編「ジオ・カタストロフィー」1992.NHK 出版

「環境容量」の研究／試算,1999.「環境・持続」社会研究ｾﾝﾀｰ

河宮信郎 「必然の選択 地球環境と工業社会」1995.海鳴社

山岸俊男「社会的ジレンマのしくみ｢自分一人ぐらいの心理｣の招くもの」1990.ｻｲｴﾝｽ社


