
マスコミ研究所 講義要綱（平成 28 年度） 
 

【現代ジャーナリズム入門】 
（火曜日・３時限講義）     荒 井 利 明 

 
「書かれていることは事実とは限らない」、「書かれていないことも現実には起きている」―

―このごくあたりまえな２つの「真理」を基礎に、マス・メディア（主として新聞）の歴史と

現在と未来を考える。（以下は予定しているテーマ） 
 
１、人はいかにしてジャーナリストとなるか 
２、ジャーナリストの条件と任務 
３、ジャーナリストが死ぬとき、逮捕されるとき 
４、新聞はどのようにして作られるか 
５、マス・メディアに不偏不党・客観報道はありうるか 
６、ニュースとは何か 
７、誤報の構造――いかにして誤報を防ぐか 
８、何が報道をゆがめるのか 
９、スクープとは何か 
10、調査報道を考える 
11、権力としてのメディア 
12、犯罪報道の問題点 
13、報道被害の実態とその解決策 
14、メディアと政治、メディアと世論 
15、メディアとジェンダー 
16、メディアと戦争 
17、日本のマス・メディア、世界のマス・メディア（中国の報道事情） 
18、新聞に未来はあるか 
19、メディアの変容 
20、メディア・リテラシー――メディア社会、インターネット時代をいかに生きるか 
 

 

 

 

 

荒井 利明（あらい・としあき） 
1947 年石川県生まれ。71 年～2006 年、読売新聞社で北京、バンコク、ロンドンの各特派員、

論説委員などを務めた。06 年～13 年、滋賀県立大学で「現代中国論」、「現代ジャーナリズム

論」などを担当した。著書に『「敗者」からみた中国現代史』、『転変する東アジアのなかの日

本』（いずれも日中出版）などがある。 



【TV キャスター・記者が取材した現場】 
                     （火曜日・４時限講義） 小 暮 裕 美 子 

 
みなさんは毎日、テレビや新聞でいろいろなニュースに接していると思います。 
テレビニュースの映像ひとつを撮るために、どんな苦労が隠されているか具体的に考えたこ

とがありますか？ 
ひとつのニュースを出すのに―それがわずか 30 秒のニュースであったとしても―記者、カ

メラマン、映像編集者の地道で長い苦労、命がけの取材、あるいは冷や汗が流れるような中、

放送１秒前以下、つまりコンマ何秒前のギリギリのところで間に合い、放送が出ていることも

少なくありません。 
粛々と放送されているような表の画面からは想像もつかないテレビニュースの裏側と、その

中で日々悩み、格闘する記者やキャスターの苦労、そして取材におけるざまさまざまな問題点

を考えます。（以下は予定しているテーマ） 
 
・画面ではわからないニュースの裏側・・・放送事故ギリギリ、0.1 秒の闘い 
・キャスターになると話せなくなってしまうこと。 
・生中継直前に消えてしまった原稿！ 
・F-15 戦闘機に乗って考えたこと。 
・テレビだからできること、できないこと。 
・取材できなかったニュース、日の目を見なかったニュース 
・医療取材問題とメディア  

など 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

小暮裕美子（こぐれゆみこ） 
1984 年、TBS で 22 年ぶりの女性記者として採用される。社会部・海外ニュース中心に記

者歴 20 年以上。小学校で 3 年間 NY の現地校、高校でカナダの高校に通ったためか、海外

取材多数。そのほか朝ニュース、昼ニュースを合わせて５年、取材を続けながら番組キャ

スターも担当。 
（TBS アナウンススクール時事問題などの講師も担当） 



【現代広告論】 
（火曜日・５時限講義）     岩 﨑 宇 雄 

 
今、大きく変化しつつある現代の広告の動向について、最新の情報をもとにできるだけ

わかりやすく解説するとともに、広告の歴史、社会的インパクト、社会的役割、ビジネス

構造、文化的側面や広告のマーケティングのなかでの役割、コミュニケーションの手段と

してのメディアとの関連、広告メディアの構造等の側面等できるだけ広い視覚から考察し、

解説する。特に ICT 革命が広告にもたらした変化やマスメディアへの影響と今後、デジタ

ルネットワークの拡大、サイバースペースの拡大が広告コミュニケーションの手法や、広

告表現にどのような影響を与えようとしているのかについてもできるだけ最新の実例をも

とに解説する。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩﨑 宇雄（いわさき・いえお） 
(株)電通勤務（1971 年～1997 年）、その間、広告、広報の現場で国際広報等担当、 
日本能率協会マネジメントセンター専任講師・経営教育コンサルタント、関西学院大学大

学院、同経済学部兼任講師歴任、現在、桜美林大学ビジネスマネジメント学群教授兼同大

学院経営学研究科、大学アドミニストレーション研究科教授、駒澤大学法学部非常勤講師

（「比較メディア論」）兼任、25 年以上本研究所で指導。 



【体験的ジャーナリズム論】 
（水曜日・４時限講義）    山 田 克 

 
かつて社会部を足場に優れたルポルタージュを書き続けた斎藤茂男という記者がいた。永田

町の裏側、企業・労働現場の内情、学校・教育の抱える問題、少年事件の深層、えん罪事件な

ど、とことん現場にこだわり、事実を追い求めた。事実を積み上げたルポは多くのことを考え

させ、判断する手がかりを与えてくれた。時代の断面の重要な記録でもあった。その斎藤にあ

こがれて社会部に入り、地下人脈や談合問題、日韓裏面史などの長期連載を手がけてきた。同

時に、記者、デスク、部長として、リクルート事件など歴史的な大ニュースをはじめ数々の事

件・事故、災害、社会問題の取材に携わり、最近まで東日本大震災後の東北地方の報道責任者

も務めた。 
インターネット、スマホなど情報通信技術が飛躍的に進歩する中で、マスメディアは今、一

部で「マスゴミ」とさげすまれ、信頼性がゆらいでいる。論調が二極化し、自分たちの論に合

わない事実はあえて報道を控えるような現象も起きつつある。政府・与党などからの特定メデ

ィア批判も勢いを増している。メディアに何が起きているのか。報道機関は時代の記録者の役

割を果たせるのか。これまでの経験を踏まえ現職という立場を生かしながら、日本のジャーナ

リズムの現状と問題点を考え、メディアのあり方を探りたい。 
 
主なテーマは以下の通り。 
① 衣としての通信社 ②報道記者という仕事 ③生ニュースも連載も ④権力によるメデ

ィア批判 ⑤希望者減るメディア業界 ⑥新聞は生き残れるか ⑦悩み深いテレビ報道 

⑧震災で見直されたラジオ ⑨難しいデジタル対応 ⑩子ども新聞・外国語対応 ⑪戦

争を推進した新聞・通信社 ⑫個人情報保護の壁 ⑬試行錯誤の実名・匿名 ⑭進む報

道被害救済 ㉕言葉狩り ⑯情報非公開社会に挑む ⑰ネット時代の報道協定・縛り 

⑱記者クラブの功罪 ⑲特ダネ意識の落とし穴 ⑳重要性増す調査報道 
 

 

 

 

 

 

 

 

山田 克（やまだ・まさる） 
共同通信社で社会部記者、デスク、大阪社会部長、ニュースセンター副センター長、仙台支

社長などを経て、現在、関東甲信越地方を管轄する東京支社長。長期連載企画「野望の系譜」、

「執行再開－死刑の周辺」、「伝説たちの時代」などを執筆。共著に「ルポ高校中退」、「東京

地検特捜部」（『談合の病理』改題）など。 



【ドキュメンタリーはこうして生まれる】 
（水曜日・５時限講義）    須 磨  章 

 
45 年間における NHK でのドキュメンタリー制作の経験を生かし、企画はどのようなと

ころから生まれ、取材対象の設定、交渉、映像化の方法から編集方針まで、ひとつの番組

になっていくまでを解剖しながらお伝えしていく。 
NHK スペシャルをはじめとして、自らが手がけた映像の一部を使い、取材対象との距離

感や、プライバシーを守りながら視聴者に真実を伝える苦労など、番組制作の内側につい

ても語らせていただく。 
ドキュメンタリーに関心のある方は勿論のこと、「人間」について興味のある方は、どな

たでも大歓迎です。 
 
＜予定テーマ＞ 
・企画論 1 紀行番組「新日本紀行 蔵ずまいの町」のケース 
・企画論Ⅱ社会番組「ＮＨＫスペシャル 単身赴任」のケース 
・制作論 1 海外取材「ＮＨＫスペシャル 世界一愛されたウサギ」のケース 
・制作論Ⅱ海外取材「ＮＨＫスペシャル ローラ&ローズ」のケース 
・定点取材「ＮＨＫスペシャル ５歳の秋～母と子の入試最前線～」のケース 
・告発番組「日本の素顔 奇病の影で」に魅せられたケース 
・Ｎ特シリーズ「日本の条件・教師 ４年竹組の７０日」のケース 
・Ｎ特シリーズ「高齢化社会・親子別居時代」のケース 
・N 特シリーズ「いま地球の子ども達は」のケース 
・Ｎスペシリーズ「生命４０億年はるかな旅・進化の不思議な大爆発」のケース 
・Ｎスペシリーズ「生命４０億年はるかな旅・魚たちの上陸作戦」のケース 
・Ｎスペシリーズ「生命４０億年はるかな旅・花に追われた恐竜」のケース 
・Ｎスペシリーズ「新・日本人の条件 外国人労働者との結婚喜べますか」 
・Ｎスペシリーズ「新・日本人の条件 残業をやめられますか」のケース 
・記念番組「戦後４０年の記録」ドキュメントと記録映像のケース 
・記念番組「平和巡礼２００５」音楽で世界へ発信のケース 
・記念番組「今日はテレビの誕生日」１６時間生テレソンのケース 
・スポーツドキュメンタリー「闘魂のランナー・瀬古利彦」のケース 
・自然紀行ドキュメンタリー「高倉健の北帰行・野生馬」のケース 
・「世界遺産・歌と踊りと儀式と」 
・「世界遺産・名もなき人々の旅路」 
 

 

 

 

須磨 章（すま・あきら） 
NHK に番組ディレクターとして入局後、本部報道局、スペシャル番組部衛星放送局など

で、ドキュメンタリー番組の企画、制作に携わる。 



【スポーツニュースと大衆社会】 
（木曜日・５時限講義）     室 井 敏 男 

 
 今やスポーツは我々の生活に深く、広く入り込み、より身近なものになっている。メデ

ィアによるスポーツ報道が日常的に行われているからだ。 
 つまり、いくらスポーツ音痴でもオリンピックなどのような国際大会を知らずに過ごす

ことはかなり難しく、無視しようとした時点で、もう情報は生活の中に届いているという

ことだ。悲しいかな、人によってはそれを意識しないで消し去っている。 
 そのスポーツ報道だが、取材の基本は「記録性」「娯楽性」「批判性」の３本柱が必須。

最近のテレビ、新聞は娯楽性ばかりを求め、批評性は薄れ、記録性すら弱まっている。そ

れが今、スポーツの社会的価値を低下させているのではないだろうか。スポーツ界の現況、

舞台裏などを紹介しながら報道のあり方を検証します。 
 また、日本で発行されているスポーツ紙の①歴史、②一般紙との違い、③全国紙との関

係、なども補足するほか、活字メディアを理解するための「記事の読み解き方」「新聞情報

の活用法」「報道写真と一般写真との違い」「新聞と放送、オンラインメディアとの相乗効

果」なども解説したい。 
 学生指導で発行しているスポーツ紙「コマスポ」に関しては、新聞製作の基本である紙

面企画、取材、記事作成、広告取材、紙面レイアウト（整理）、印刷に至る一連の作業工程

を実践指導。特に、編集業務に欠かせない記事の書き方については文章力、表現力を養う

ために文章の書き方を基礎から学んでもらうことにしている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

室井 敏男（むろい・としお） 
産経新聞秋田・福島両支局長を歴任。現在はマス・コミュニケーション研究所に所属する

駒大スポーツ編集部発行の通称「コマスポ」の指導も担当している。 



【新聞社のリアル、メディア界のリアル】 
（木曜日・６時限講義）     柏 木 友 紀 

 
デジタル時代において、様々な新しいメディアが誕生しています。いわば誰もが発信できる

時代に、マスメディアの存在意義はどこにあるのでしょうか。速報性？信頼性？正確性？ 
私自身、日々考え続けている問題でもあります。講義では、「オールド・メディア」の代表例と

して新聞社を取り上げます。そして若い皆さんの視点を交え、対話形式でテレビやインターネ

ット、SNS など「ニューメディア」との関係を考えます。 
入門編として、まずは取材活動や記事掲載までの流れを実例で解説。より質の高い報道とは

何か、「第一次取材情報の価値」とは何か、について考えながら、新聞報道の実態に迫ります。

また、新聞社の仕事は報道以外にも多岐にわたります。広告、販売、スポーツや文化事業など、

経営面や事業面の実態と変化についても目を向けます。 
発展編では、時に現職の記者はもちろん、デジタルや広告、イベント事業などの担当者をゲ

ストスピーカーに招き、議論を深めることを考えています。 
庶民のくらしの中から「かわら版」として出発した新聞。人々の喜怒哀楽に加え、言論の府、

権力の監視などの役割も加わって、社会の様々な事象を映す「鏡」となりました。やがてテレ

ビ、ネットという違う別の「鏡」も生まれ、情報の受け手側にリテラシー（取捨選択する能力）

が求められるようになっています。新聞社を題材に、これからのメディアを共に考えてみませ

んか。 
 
主な内容（予定） 
・新聞記者の仕事 ：午前零時の攻防 
・事件事故取材のリアル ：オウム真理教事件、東日本大震災を題材に 
・企画もの取材のリアル ：連載企画「映画の旅人」、「１８歳を歩く」を題材に 
・「共感」が生む社会への影響 ：「フォーラム面」の試み 
・メディアを評価するのは誰か ：「パブリックエディター制度」の試み 
・経営戦略の変遷 ：ネット広告費に抜かれたショック 
・新聞広告のいま ：「アウディ巨大広告」を例に 
・社会事業と新聞 ：「高校野球１００年」、「鳥獣戯画展」を例に   など。 

 

 

 

柏木 友紀 （かしわぎ・ゆき） 
朝日新聞社で記者歴２３年。社会部、文化くらし報道部、AERA、デジタル編集部を経験。メ

ディア問題についての取材が長く、公共放送 BBC の研究のため英国の LSE（London School 
of Economics and Political Science、ロンドン経済政治大学院)にも留学。2015 年からは広報

部に所属し、「取材を受ける立場」に。２児の子育てを通じワーク・ライフ・バランスも模索

中。 



【自分と世界が変わる「編集」術——本づくりの舞台裏】 
（金曜日・５時限講義）     下 平 尾 直 

 
みなさんは「出版」や「編集」という言葉から、何を連想するでしょうか。テレビやマ

スコミで話題になるような華やかなギョーカイ？ それとも「出版不況」と呼ばれるよう

な暗くて地道で大変な仕事？ そのどちらも間違ってはいませんが、どちらか一方だけで

もありません。自分の残りの人生をかけるだけのことはある、とてもやりがいのある「創

造」的な「行為」なのです。この講座では、編集者や出版社での仕事について具体的に考

えるために、著者やデザイナーをゲストにお招きして話をうかがったり、課外授業も積極

的に取り入れたりしながら、実践に役立つ本づくり＝編集のあれこれを学びます。また、

実際にミニコミを作ってみることができれば、と考えています。 

＊以下の講義内容は、ゲストの参加等によって予告なく変更する場合があります。 

 

01. エディターシップについて——「編集」という仕事 

02. 出版社とはどんな仕事をするところか 

03. 本が読者に届くまで——変化する出版流通と Amazon の登場 

04. 電子書籍は「本」なのか？ ——書物の過去／現在／未来 

05. 著作権とはなにか１——他人のものは自分のもの？ 

06. 著作権とはなにか２——翻訳本を刊行するには？ 

07. 書物の「解体」学——本はこうやってできている 

08. 実際に本を作るためには何が必要か 

09. 企画の発想法——本はどこから「やってくる」のか 

10. １冊の本を作るのにいくらかかるのか？——原価と定価 

11. 「版面」となにか？——リーダブルな本作り 

12. 校正の基礎知識１——基本を身につけよう 

13. 校正の基礎知識２——実際にやってみよう 

14. 装幀とはなにか？——デザインの基礎知識 

15. タイトルと帯文——キャッチコピーの考え方 

16. 印刷と製本——まさに「本」の歴史と文化の担い手 

17. 本と読者を架橋するメディア——広告／書評の役割と重要性 

18. では、「自分の本」を設計してみよう 

19. どうすれば編集者になれるのか？ 

 

 

 

下平尾 直（しもひらお・なおし） 
1968 年生まれ。京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程退学。コピーライター、編

集者を経て、2014 年に（株）共和国という出版社を創業。これまで手がけた本に、藤原

辰史『ナチスのキッチン』（第１回河合隼雄学芸賞）、都甲幸治『狂喜の読み屋』、山家悠

平『遊廓のストライキ』『燃えるキリン 黒田嘉夫詩文撰』など多数。 



平成 28 年度 マスコミ研究所講義時間割 

  

     

     

  
３時限 ４時限 ５時限 ６時限 

13:00～14:20 14:50～16:10 16:30～17:50 18:00～19:20 

火 
現代ジャーナリズム入門 

（荒井利明） 

TV キャスター・記者が 

取材した現場  

（小暮裕美子） 

現代広告論 

（岩﨑宇雄） 

前期休講 

 

水  
体験的ジャーナリズム論 

（山田克） 

ドキュメンタリーは 

こうして生まれる 

（須磨章） 

 

木   

スポーツニュースと 

大衆社会 

（室井敏男） 

新聞社のリアル、 

メディア界のリアル 

（柏木友紀） 

金   

自分と世界が変わる 

「編集」術 

（下平尾直） 

 

  

 

【講義期間】 

前期･･･５月 17 日（火）～ 7 月 22 日（金） 

後期･･･９月 16 日（金）～11 月 30 日（水） 

※10 月 28 日（金）、11 月 1 日（火）、3 日（木）、23 日（水）は休講です。その他は祝日

も含め原則開講します。 

 

【教 場】 深沢キャンパス講義室 2-1 

 

※ マス研の講義時間は１コマ 80 分です。 

※ マス研の講義の後に、本校での授業が控えている場合、終了 10 分前から途中退出可。 

※ 講義日程・教場は変更になる場合もあります。 


