
小・中・高等学校教育

YouTube は、すべての学習者が各自の才能を開花させるため、
オンライン動画が大きな役割を果たすと考えています。こうした学習者に

は、十分なサービスを受けていない人々も含まれます。

    

「あらゆる人に表現の場を提供し、あ
らゆる人に世界を見せる。」

これは YouTube の公式ミッションであり、

教育の目標でもあります。

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 

風景 機会

「十分なサービスを受けていないこと」は「体験」
であり、個人のアイデンティティや属性ではありません。

「十分なサービスを受けていない」体験とはリソースとの関係性のことであり、体系的な
側面と動的で状況的な側面の両方が関係します。そのため、学習者それぞれの体験と現

実はさまざまであることを念頭に置くことが重要になります。

平等は公正を促進することを目指
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
合にのみ有効に機能します。

公平は全員を同様に扱う平等と異
なり、各自の成功のために必要な
ものを皆に提供します。

YouTube は、クリエイターの皆様が教育目的の動画に費やしている労力と熱意に
心から感謝しています。このガイドは、クリエイターの皆様が世界中の学習者、

教育者、保護者の生活に与える影響をより大きなものにするべく制作されました。 
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。
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風景

教育面で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加し、

広がりました1。

パンデミック前の分析 2では、相当数の世界中の子供たちが、仕事と生活を円滑にするために必要

な中学生レベルの基本的なスキルを身につけられていないと推定しています。

「公平の中核: 子供たちが何
者であるかを理解し、その
ニーズを満たす方法を理解

すること。」
- Pedro Noguera

50%
基本的なスキルを欠く

中所得国の子供の割合

90%
基本的なスキルを欠く

低所得国の子供の割合

ほぼすべての子供が後れを取っていますが、世界中の 脆弱なコミュニ

ティに住む子供たちが最も不利な立場にあります 3。

読む能力は学習の基本的なスキルであり、パンデミックに起因する学

校閉鎖によって「学習の貧困」が悪化する、つまり基本的な文章を読

むことができない  10 歳の子供の割合が増加するおそれがあります 4。

15 億
2020 年 3 月

学校閉鎖のピーク時に登校で
きなかった学生の数5

こうした状況から、YouTube Learning 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積年の課題ですが、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になるのが  YouTube です。

教育における世界的な課題

30%
基本的なスキルを欠く

高所得国の子供の割合

70%
低所得国および中所得国において

パンデミックに起因
する学習の貧困4

COVID-19 が世界全体の教育システムを分断

1.McKinsey & Company、2020 年 12 月 | 2.The Education Commission、2016 年 9 月 | 3.世界銀行、2021 年 12 月 | 4.世界銀行、2021 年 7 月 | 5.  Brookings、2020 年 9 月

https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/covid-19-and-learning-loss-disparities-grow-and-students-need-help
https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/covid-19-and-learning-loss-disparities-grow-and-students-need-help
https://report.educationcommission.org/report/
https://blogs.worldbank.org/voices/reversing-pandemics-education-losses
https://blogs.worldbank.org/voices/reversing-pandemics-education-losses
https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/ending-learning-poverty
https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/covid-19-and-learning-loss-disparities-grow-and-students-need-help
https://report.educationcommission.org/report/
https://blogs.worldbank.org/voices/reversing-pandemics-education-losses
https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/ending-learning-poverty
https://www.brookings.edu/research/beyond-reopening-schools-how-education-can-emerge-stronger-than-before-covid-19/


小・中・高等学校教育

機会

YouTube Learning コンテンツがもたらす、生き方を変えるため

の機会にはほとんど制限がありません。

学習者が自分自身を見つめ、
新しい文化について学べるよ
う支援する。

1

コンテンツは鏡または窓の役割を果た

します6。学習者にとって、自分に似た

人々が自分が目指すことを行っている

状況を見ること（鏡）が重要です。学習

者に、自分とは異なる文化を体験して

もらうこと（窓）で、違いを受け入れ、共

有体験を楽しめる地球市民となるよう

働きかけることができます。

私たちの多くが博物館や動物園に行けることを当然のことと考えていますが、十分なサービスを

受けていない学習者は多くの場合、知識と理解を積み重ねられるこうした非公式の学習を体験

することができません。動画によって 仮想的な校外学習を実施することで、

子供たちの好奇心を刺激し、その学習の道のりを豊かなものにすることができます。  

見たこともない場所に学習者を連れて行く。3

親や保護者に子供の教育に関す
る理解を深め、関与を促す。2

コンテンツは学習サポートの役割を果たし

ます。特に、教師がすぐに対応できない状況で

役立ちます。また保護者のなかには、子供をサ

ポートするうえでの苦労を恥じる方もいます。そ

うした気持ちを和らげるようなコンテンツを作成

することも可能です。

世界の市民であることの意味とは？ | 
Hugh Evans

子供の成功を支える方法を解説
する動画

360 度の VR で見る恐竜マヤ文明の世界を旅する 世界の  12 のフード  マーケット

6.  PBS Education、2020 年 11 月 

https://www.pbs.org/education/blog/the-importance-of-windows-and-mirrors-in-stories
https://www.youtube.com/c/googleartsculture/search?query=museum
https://www.youtube.com/watch?v=ODLg_00f9BE
https://www.youtube.com/watch?v=ODLg_00f9BE
https://www.youtube.com/watch?v=ODLg_00f9BE
https://www.youtube.com/watch?v=ODLg_00f9BE
https://youtu.be/CpJ0wDJf7Kc
https://youtu.be/CpJ0wDJf7Kc
https://youtu.be/CpJ0wDJf7Kc
https://youtu.be/CpJ0wDJf7Kc
https://youtu.be/p86gh2HEsp0
https://youtu.be/p86gh2HEsp0
https://youtu.be/p86gh2HEsp0
https://www.youtube.com/watch?v=PO-k5Zkxs8k
https://www.youtube.com/watch?v=PO-k5Zkxs8k
https://www.youtube.com/watch?v=PO-k5Zkxs8k
https://www.youtube.com/watch?v=wA1fBatfOws
https://www.youtube.com/watch?v=wA1fBatfOws
https://www.youtube.com/watch?v=wA1fBatfOws
https://www.pbs.org/education/blog/the-importance-of-windows-and-mirrors-in-stories
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重要な場面で挫折した場合の回
復力を鍛える。4

私たちは誰もがストレス要因を抱えています
が、脆弱な集団に属する学習者の場合、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（たとえば混乱してい
る、準備が不十分、など）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 7。

クリエイターは、そうした状況にある学習者を支
援できます。そのために、関連性が高く実証さ
れたアドバイスを提供したり、誤解を払拭した
り、学習者のやる気を引き出すようにコンテン
ツを提供したりすることができ
ます。または、「仮想教室」で 一体感8を生み出
してもよいでしょう。また、キュレーターが幅広
い分野の著名人の粘り強さに関するストーリー
を共有することもできます。

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。5

教師は学習者でもあります。 学習コンテンツは

生徒に対する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 9、文化に対応した

授業10、偏見を特定して軽減する方法の理解 11

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。

「教育は最も強力な武器であり、教育に
よって世界を変えることができる。」

- ネルソン  マンデラ

女性の宇宙飛行士

授業の技術

Out, Proud, & Southern Disability: How You See Me

数学学習のヒント

関連性の高いアドバイスと誤解の払拭

Is Homework Necessary?

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、他者との差別化を実現する

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。

文化に対応した授業の
手法に関する動画

やる気を刺激する事例と象徴的な人物

「他者を見て、もっと頑張らなければならないと
思った場合、彼ら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った場合 、彼

らに実際に必要なのは思いやりです 。」
- Emily Nagoski

教師の能力開発

8 amazing BLACK ARTISTS 
that challenge the Status Quo

7.TILT Higher Ed | 8.アクティブ エデュケーション - Maria Angel Ferrero、2020 年 10 月 | 9.Google for Education | 10.Edutopia、2019 年 12 月 | 11. Brookings 2020 年 7 月 

https://mariangelf.com/how-to-create-a-sense-of-community-in-your-classroom-in-5-steps/#:~:text=Building%20a%20sense%20of%20community,academic%20programs%2C%20and%20cognitive%20learning.
https://www.gstatic.com/gumdrop/consciouskid_inclusivereads.pdf
https://www.edutopia.org/article/getting-started-culturally-responsive-teaching
https://www.edutopia.org/article/getting-started-culturally-responsive-teaching
https://www.brookings.edu/blog/brown-center-chalkboard/2020/07/20/educator-bias-is-associated-with-racial-disparities-in-student-achievement-and-discipline/
https://www.youtube.com/watch?v=TeRRqDmBx-Q&list=PLu4Zo9fB5MNd4T-fI_Z87ny32roUll1Gl.
https://www.youtube.com/watch?v=NmAmoZ8wcUo
https://youtu.be/KVLTxKyxioA
https://youtu.be/YjGgwxHwFwY
https://youtu.be/bwW6mYdJ7Xc
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0G-Nd0V5ZMr-FImWwFcy6wIzMKPubmcP
https://youtu.be/lwG3sQHb_NU
https://www.youtube.com/watch?v=TeRRqDmBx-Q&list=PLu4Zo9fB5MNd4T-fI_Z87ny32roUll1Gl.
https://www.youtube.com/watch?v=TeRRqDmBx-Q&list=PLu4Zo9fB5MNd4T-fI_Z87ny32roUll1Gl.
https://youtu.be/YjGgwxHwFwY
https://youtu.be/YjGgwxHwFwY
https://youtu.be/bwW6mYdJ7Xc
https://youtu.be/bwW6mYdJ7Xc
https://youtu.be/KVLTxKyxioA
https://youtu.be/KVLTxKyxioA
https://www.youtube.com/watch?v=NmAmoZ8wcUo
https://youtu.be/4KrxfcW7Irg
https://youtu.be/4KrxfcW7Irg
https://youtu.be/4KrxfcW7Irg
https://youtu.be/4KrxfcW7Irg
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0G-Nd0V5ZMr-FImWwFcy6wIzMKPubmcP
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0G-Nd0V5ZMr-FImWwFcy6wIzMKPubmcP
https://youtu.be/lwG3sQHb_NU
https://youtu.be/lwG3sQHb_NU
https://youtu.be/CBi0CZpfzZc
https://youtu.be/CBi0CZpfzZc
https://youtu.be/CBi0CZpfzZc
https://youtu.be/CBi0CZpfzZc
https://tilthighered.com/tiltexamplesandresources
https://mariangelf.com/how-to-create-a-sense-of-community-in-your-classroom-in-5-steps/
https://edu.google.com/intl/ALL_us/
https://www.edutopia.org/article/getting-started-culturally-responsive-teaching
https://www.brookings.edu/blog/brown-center-chalkboard/2020/07/20/educator-bias-is-associated-with-racial-disparities-in-student-achievement-and-discipline/

