
大学、短期大学など

    

YouTube 学習コンテンツによる
公平性とエンパワーメントの向上

平等 vs. 公平 

状況 機会

平等は公正性の推進を目指しま
すが、全員が同じ場所からスター
トし、同じ支援を必要とする場合
でないと機能し
ません。

公平は、全員を同様に扱う平等と
異なり、それぞれが成功のために
必要なものを全員に提供します。

YouTube の価値を定義する 4 つの基本的な
自由は、表現の自由、機会を得る自由、情報にア

クセスする自由、参加する自由です。
これらの基本的な自由は教育においても

重要です。

YouTube は、すべての学習者がそれぞれの真の才能を開花させるうえで、オ

ンライン動画が大きな影響を及ぼす役割を果たすと考えています。こうした学

習者には、十分なサービスが行き届いていない人々も含まれます。

YouTube は、クリエイターやさまざまな機関の皆様が教育のための動画に労 力

と熱意を費やしていることを理解し、心から感謝しています。そこで、世界中の

学習者、教育者、保護者の生き方により大きな影響を及ぼすことができるよう、

このガイドを制作しました。このガイドは次の  2 つのセクションで構成されていま

す。

このガイドは次の  2 つのセクションで構成されています。



大学、短期大学など

状況

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための取り組みにより、

教育現場にはかつてないほどの混乱が生じました。   

パンデミック前の分析では、2000 年～2018 年の高等教育機関への入学

率は世界全体で 19% から 38% へと倍増していますが、貧困層に関しては

引き続き後れを取っており、高等教育を受けられるのは、高所得層の 77% 
に対して 10% にとどまっています2。

以上のことから、YouTube 学習コンテンツの
重要性が高まっています。 

教育面での不公平は広範に及ぶ長年の問題ですが、YouTube は、それに対処する

ための、誰もが自由に利用できる強力な手段となります。

COVID-19 に起因する世界的な教育現場の混乱 

2 億 2,000 万
世界全体での人数

高等教育を受ける機会における格差

91%
在籍する学生に占める割合

<188
 国

<

教育の不公平は長年の課題でしたが、 COVID-19（新型コロナ

ウイルス感染症）のパンデミックによってさらに

社会経済的および人種的格差が増大し拡大しました 1。

世界全体での学校閉鎖3  影響を受けた大学、短期大学の学生4  

高等教育で拡大する不平等 
高所得国と中所得国では入学への影響は限定的なものでした5。所得レベル

が資源へのアクセスに影響を及ぼした結果、COVID-19 が引き起こした混乱に

対処し学び続ける能力にも差が出ました。

1.Inside Higher Ed、2020 年 6 月 | 2.ユネスコ、2020 年 12 月 | 3.OECD、2020 年 11 月 | 4.ユネスコ、2021 年 7 月 | 5.ユネスコ、2021 年

https://www.iesalc.unesco.org/en/2020/12/16/unesco-iesalc-report-reveals-that-access-to-higher-education-increased-from-19-to-38-in-the-last-two-decades/
https://www.insidehighered.com/news/2020/06/17/pandemic-has-worsened-equity-gaps-higher-education-and-work
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-impact-of-covid-19-on-student-equity-and-inclusion-supporting-vulnerable-students-during-school-closures-and-school-re-openings-d593b5c8/#endnotea0z2
https://en.unesco.org/news/new-unesco-global-survey-reveals-impact-covid-19-higher-education
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378174
https://www.insidehighered.com/news/2020/06/17/pandemic-has-worsened-equity-gaps-higher-education-and-work
https://www.iesalc.unesco.org/en/2020/12/16/unesco-iesalc-report-reveals-that-access-to-higher-education-increased-from-19-to-38-in-the-last-two-decades/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-impact-of-covid-19-on-student-equity-and-inclusion-supporting-vulnerable-students-during-school-closures-and-school-re-openings-d593b5c8/#endnotea0z2
https://en.unesco.org/news/new-unesco-global-survey-reveals-impact-covid-19-higher-education
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378174
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機会
より多くの橋を架ける

学習者が、高等教育を魅力的で達成可能な

機会であると考えられるよう支援する。
1

Vee Kativhu による
自己紹介文の書き方

YouTube 学習コンテンツは、強力な学習体験と、十分な情報に基 づ

いたキャリア構築の機会をほぼ無限に提供します。

以下に、高等教育に向けて より多くの橋を架けるための方法の

例をいくつかご紹介します。

● コンテンツは鏡や窓の役割を果たします 6。

学習者にとって、自分が熱望することを、自分のよう

な人々が行っているのを見ること（鏡）は重要です。

実際のストーリーで多様なロールモデルを紹介し、

入学希望者に大学生活はどのようなものか（窓）、ま

た入学に向けた準備のコツを伝えます。

大学で成功することの多いフォーマット :
合格時や奨学金獲得時の驚きのリアクション •

願書の手引き • キャンパス ツアー • 
日々の様子を紹介する vlog • 学生寮ツアー • 模擬

面接 • 学生の声 • 卒業式のスピーチ

How to Pay for College | 
Crash Course

親や保護者に子供の高等教育機関への進学に

関する理解を深め、関与してもらう。
2

● 第 1 世代大学生（親が大学に進学していない学生）を想定しま

しょう。クリエイターは、知識のギャップを埋め、一部の保護者

が学習者の大学や短期大学への進学を支援するうえで感じる

不安を緩和するようなコンテンツを作成できます。  出願方法、

自己紹介文の書き方、学資援助申請書類の記入方法に関す

るヒントは、学習者やその家族に必要とされています。こうした

情報がなければ、認識や支援の不足が原因で進学をあきらめ

なければならないこともあり

ます。

7.「College Readiness」、Apex Learning 

https://www.youtube.com/watch?v=DYjH1dRt-GA
https://www.youtube.com/watch?v=DYjH1dRt-GA
https://www.youtube.com/watch?v=DYjH1dRt-GA
https://www.youtube.com/watch?v=DYjH1dRt-GA
https://www.pbs.org/education/blog/the-importance-of-windows-and-mirrors-in-stories
https://youtu.be/L6cjyTaExCQ
https://youtu.be/L6cjyTaExCQ
https://youtu.be/L6cjyTaExCQ
https://youtu.be/L6cjyTaExCQ
https://www.apexlearning.com/college-readiness
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機会

6.PBS Education、2020 年 11 月

大学への準備を整えられる
よう支援する。3

● 学習者が試行や批判的思考の標準的なスキルを磨
くことができるようサポートしましょう。 これらの能力
は、大学に入学して在籍し続けることができるかどう
かを左右します。読み書きと数学に関連する批判的
思考のスキルを身につけることは、大学レベルの学
習に不可欠です。「実践的学習」7のアクティビティを
コンテンツで促進させる方法を検討してください。実
践的学習は、学習者のやる気を高め、事例や対話
型の指導を通じて概念の理解を向上させられること
が実証されてい
ます。

結果

学習者は大学や短期大学で成功を収め

るための強力な基盤を構築し、大学入学

試験でその成果を発揮したり、大学レベ

ルの課題を問題なくこなしたりできるよう

になります。 

高等教育と将来のキャリアの
関係性を示す。

4

● 学生が逆算してキャリアを構築できるようサポートしましょう。 複数専攻にするのか、
まだ決めていないのか。資格を取るのか、学位は  2 年制か 4 年制か、またはそれ以上か。専攻
の選び方に関する有益な情報を共有し、学習者が興味のあるキャリアに向けた道のりを思い描
くことができるようなコンテンツを検討してください。大学への再入学を検討している大人の場
合、コンテンツを活用して、現在の経験とスキルアップを目指す分野に基づき、適切な方向性を
判断できます。

専攻科目の選び方に関する
コンテンツ

10 AWESOME Highest 
Paying Associate 

Degree Jobs

College as an Adult | 
How I feel About Being a 

Student at 30

How to College:  再生リスト

Fast Guides:  
To Electives and Major

批判的思考を向上させる
５つのコツ  

より多くの橋を架ける

https://www.pbs.org/education/blog/the-importance-of-windows-and-mirrors-in-stories
https://www.apexlearning.com/college-readiness
https://youtu.be/JpvOjsYDCuk
https://youtu.be/JpvOjsYDCuk
https://youtu.be/JpvOjsYDCuk
https://youtu.be/JpvOjsYDCuk
https://www.youtube.com/watch?v=Ywl3o2aXmlc
https://www.youtube.com/watch?v=Ywl3o2aXmlc
https://www.youtube.com/watch?v=Ywl3o2aXmlc
https://www.youtube.com/watch?v=Ywl3o2aXmlc
https://www.youtube.com/watch?v=Ywl3o2aXmlc
https://youtu.be/qtUkeaW6qqg
https://youtu.be/qtUkeaW6qqg
https://youtu.be/qtUkeaW6qqg
https://youtu.be/qtUkeaW6qqg
https://youtu.be/qtUkeaW6qqg
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8dPuuaLjXtNxrUcgYGmPneX1PTStLDQx
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8dPuuaLjXtNxrUcgYGmPneX1PTStLDQx
https://www.youtube.com/playlist?list=PLID58IQe16nExlHjy2XvusIGQkbe895Xr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLID58IQe16nExlHjy2XvusIGQkbe895Xr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLID58IQe16nExlHjy2XvusIGQkbe895Xr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLID58IQe16nExlHjy2XvusIGQkbe895Xr
https://www.youtube.com/watch?v=dItUGF8GdTw&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=dItUGF8GdTw&t=4s
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機会

8.TILT Higher Ed 9.Unit4、2016 年 6 月 

適応戦略を提案する9。2

カリフォルニア大学の
第 1 世代大学生

● 大学への進学は、数々の理由から孤独な
体験を生み出しがちです。 たとえば、家族
の中で初めて大学生になるのかもしれませ
ん。また、留学生や少数派の学習者は、文
化の違いや言語の壁が原因でクラスメート
や教授とのコミュニケーションに問題を抱え
る場合もあります。  

重要な場面で挫折に直面した際の回復力
を鍛えられるよう支援する。

1

● 私たちは誰もがストレス要因を抱えていますが、それが教育の限界点と
なることもあり、そこからの回復は非常に困難です。 学習に取り組んでい
る最中の学習者の気持ち（混乱し、準備が不十分）と、それが学習者の
粘り強さに与える影響を考慮してください 8。クリエイターは、関連性の高
い実証済みのアドバイスを提供したり、学習者のやる気を引き出すように
コンテンツを提示したり、支援を求める効果的な方法（個別指導、教育ア
ドバイザーなど）を特定したりして、学習者を支援できます。または、「仮想
教室」で一体感を生み出してもよいでしょう。

大学卒業後の人生を思い描き、卒業後の適
切な進路を決定できるよう学習者を支援す
る。

3

● 就職するか、大学院に進むか。 次の段階に目
を向けることで、高等教育の段階を進む中で
発生するさまざまな課題に直面した場合も、よ
り粘り強く行動できるようになります。インター
ンシップや  Co-Op プログラムで貴重な経験を
積めば、卒業後のプランに役立つ情報を得る
ことができます。このため、プログラムの見分
け方やポジションの確保に関するヒントを共有
するコンテンツを作成するとよいでしょう。

How to get Engineering Internships 
(From No Experience to $63/hour)

YouTube 学習コンテンツは高等教育での学生在籍率の促進

にも役立ちます。 
次のヒントをご覧ください。

「他者を見て、もっと頑張るべきだと思う場合 、
その人達に実際に必要なのは支援です 。  ま
た、もっと鍛錬が必要だと思う場合 、その人達

に実際に必要なのは思いやりです 。」
- エミリー ナゴスキー

大学に関する現実的なアドバ
イス、Nicolas Chae

在籍率の促進

https://tilthighered.com/tiltexamplesandresources
https://www.unit4.com/blog/10-ways-to-increase-student-retention
https://www.unit4.com/blog/10-ways-to-increase-student-retention
https://www.youtube.com/watch?v=s_Q7d7uCBGI
https://www.youtube.com/watch?v=s_Q7d7uCBGI
https://www.youtube.com/watch?v=s_Q7d7uCBGI
https://youtu.be/z5LuiOiq9G4
https://youtu.be/z5LuiOiq9G4
https://youtu.be/z5LuiOiq9G4
https://youtu.be/z5LuiOiq9G4
https://www.youtube.com/watch?v=3ErErK1wRDM
https://www.youtube.com/watch?v=3ErErK1wRDM
https://www.youtube.com/watch?v=3ErErK1wRDM
https://www.youtube.com/watch?v=3ErErK1wRDM
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インターセクショナリティ : 
人種、宗教、国籍、階級、性別などのアイデンティ
ティ マーカーは、互いに独立して存在している
わけではありません 。それぞれが複雑に絡み
合って、さらなる迫害を生むことも珍しくありま

せん。

クリエイターが作成するコンテンツは非常に

重要であり、変化を起こすための無限の可能性を秘め

ています。

その他のヒントについて詳しくは、戦略とデザインの

リソースを確認してください。

機会

- ネルソン  マンデラ

● 学習者がそれまでの世界で積んできた経験が、コースへの立ち

向かい方を形成することがあります。 文化や宗教の慣習に関す

る意識を高めることで指導が進化します。また、宗教的な決まり

や休日に配慮してコースの締め切りやイベントのスケジュールを

決定するなど、実務面を考慮した手段によって教員を支援できま

す。

学習者が何者であるかを教員が理解できる

よう支援する。
5

教育に関するベスト プラクティスで教師の能力開発

を支援する。4

● 教授は学習者でもあります。 学習コンテンツは授業内容を補足で

きるだけでなく、包括的な学習環境の創出、文化に対応した授

業、偏見を特定して軽減する方法の理解といった重要な領域に

おける教育者のスキルの向上も支援できます。
高等教育での暗黙的な偏見

に関する  TEDx の動画

「教育の力は、経済面で成功を収めるために必要なス
キル開発よりも広範囲におよびます 。それは国づくりと

和解に貢献するものです 。」

「インターセクショナリティに
目を向けなければ 、私たちの
中の、最も脆弱なグループに
属する人々が取り残されて

しまいます。」
- キンバリー クレンショー

在籍率の促進

https://youtu.be/yiZQaE0q9BY
https://youtu.be/yiZQaE0q9BY
https://youtu.be/yiZQaE0q9BY
https://youtu.be/yiZQaE0q9BY

