
ジャーナリズム・政策研究所  
講義要綱（平成 29 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、退社するとき 
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――調査報道を考える 
10、権力としてのメディア 
11、犯罪報道の問題点、報道被害の実態とその解決策 
12、メディアと政治、メディアと世論 
13、メディアと戦争、メディアとジェンダー 
14、日本のマス・メディア、世界のマス・メディア 
15、メディアの変容、新聞に未来はあるか 
16、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。 



【スポーツニュースと大衆社会】 
（火曜日・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。 



【ＴＶ番組はこうして生まれる】 
（水曜日・3 時限講義）    須 磨  章 

 
 
 

45 年間にわたるＮＨＫでの番組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、ひとつの番組が出来上がっていくま

でを解剖しながらお伝えする。 
 ＮＨＫスペシャルをはじめとして、自らが手がけた番組の映像の一部を使い、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、番組制作の裏側につい

ても語っていく。 
 主にドキュメンタリー番組ではあるが、野外コンサートあり、役者の朗読による対論ありと、

その表現方法は多岐にわたる。 
 ヒューマンタッチの番組がほとんどなので、番組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ある。 
 またリピーターの方のために、今まで全く取り上げてこなかった世界遺産関連番組も前期、

後期に数本ずつ入れていきたいと思っている。 
 
＜テーマ候補 順不同＞ 
・紀行番組「新日本紀行 蔵ずまいの町」のケース 
・社会番組「昏睡～交通禍のかげで～」のケース 
・社会番組「ＮＨＫスペシャル 単身赴任」のケース 
・海外取材「ＮＨＫスペシャル 世界一愛されたウサギ」のケース 
・海外取材「ＮＨＫスペシャル ローラ＆ローズ」のケース 
・世界遺産「アドリア海の真珠 ドゥブロブニク」のケース 
・世界遺産「水の都はこうして生まれた ベニス」のケース 
・世界遺産「甦ったトーテムポール スカン・グアイ（カナダ）」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「いま地球の子ども達は」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」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 時間ナマテレソンのケース 
・特集番組「二本の木～夫婦がん日記～」のケース 
・世界遺産「世界遺産のはじまり」のケース 
・世界遺産「名もなき人々の旅路」のケース 
・世界遺産「形なきものたちの美」のケース・・・などなど。  
 
 

 

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。 



 

【体験的ジャーナリズム論】 
（水曜日・４時限講義）    山 田 克 

 
 
 

共同通信社での社会部系の仕事を中心にジャーナリズムの世界に身を置いてきました。取材

記者、社会部デスク、大阪社会部長として、数多くの事件・事故報道をはじめ、医療、食の安

全、原子力、埋蔵文化財、戦争・平和など多方面のテーマで取材・報道に携わりました。生ニ

ュースに取り組む一方で、地下人脈や談合問題、日韓裏面史などの長期連載も手がけてきまし

た。東日本大震災後は被災地の報道責任者の仙台支社長となり、現在は関東甲信越地方を束ね

る東京支社長を務めています。昨年の講義では自分が関わった事件・事故を中心にジャーナリ

ズムの実態と、そこで考えた課題・問題点を話しました。現職の立場を生かしてパナマ文書問

題や相模原の傷害者施設殺傷事件などの取材・報道の実態も取り上げました。 
「現代史の講義のようだった」という指摘を受けましたが、ジャーナリズムとは「現代」を

リアルタイムで記録、分析、論評し、時にはさかのぼって歴史の事象を検証していく作業だと

考えています。できるだけ「現代」とそれを生んだ「歴史」にこだわって、昨年話しきれなか

ったテーマも取り上げたいと考えています。 
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。今年も日

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と思います。 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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。 



 

【デジタル時代の新聞ジャーナリズム】 
（木曜日・ ６時限講義）     向 井 貴 之 

 
 

 
「紙（紙面）」から「デジタル（画面）」へ。記事の読まれ方も、伝え方も、変わってき

ています。 
インターネットやＳＮＳの普及で、誰もが発信者になれる時代。多様な情報を入手しや

すくなった一方で、虚実入り乱れた情報が、ますます飛び交うようになりました。いった

い、何を信じれば良いのか。情報の受け手によるメディアの選別も、厳しくなっています。 
その中で、報道機関やプロの記者に求められる役割・力量とは、何か。時代に合わせて、

変えていかなければならないものと、簡単に変えてはならないものがあります。 
私は、約２０年にわたって報道現場に身を置いた後、今春まで記者教育の責任者として、

若手の育成や学生インターンシップの運営に携わってきました。そんな経験をもとに、新

聞社の課題・挑戦・戦略をご紹介します。みなさんと議論を深め、デジタル時代のジャー

ナリズムを考える場にできればと思います。 
様々な分野の報道に携わってきたので、社会・政治・スポーツなど、なるべく幅広いニ

ュースを扱う予定です。「事件報道」「調査報道」「課題解決模索型報道（ソリューション・

ジャーナリズム）」などの報道スタイルや、舞台裏もご紹介します。ニュースの読み方（読

み比べ方）を学んで頂くだけではなく、「わかりやすい文章」のコツなど、少しでも「お役

立ち」になるような回を設けたいと思います。 
将来の進路として、メディア業界を視野に入れていらっしゃる方。情報の受け手として、

必要な視点を得たいという方。大学での授業は初めてなので、どんな方々とご一緒できる

か楽しみです。よろしくお願いします。 
 
 
 
 
 
 

 

 

向井貴之（むかい・たかゆき） 
朝日新聞社に１９９２年入社。地方記者を経て、社会部・政治部で主に国会取材を担当（社

会部では事件・災害・サッカーＷ杯取材なども）。スポーツ部でデスクを担当した後、２

０１４年から１７年３月までジャーナリスト学校記者教育担当部長。４月から広報部主

査。 



 

【商品とマーケティング】 
（金曜日・ ４時限講義）     坂 本 律 行 

 
 

マーケティングという言葉は、テレビや雑誌などで使われることも多く、耳にすることも増えて

いると思います。では具体的にはどのような役割や機能があるのでしょうか。マーケティングは競

争ですので、「勝つ」一般理論は成立しません。全てに新たな「発想」が求められ、状況に応じて

行うべき基本的な考え方があります。ここでは企業が具体的に行なってきた事例をあげながら、タ

ーゲット、シーン、ベネフィットを軸としたマーケティングの役割や機能についてお話しします。 

マーケティングの課題の解決に不可欠なマーケティング・リサーチについてもお話しします。各

企業は調査を行って、自らの商品やサービスに対する意思決定をしています。新製品のアイディア

を洗い出し、ふるいにかけて絞り込む、コンセプトをまとめ、調査を行い、分析する。販売に向け

たプレゼンテーションを行なっています。企業が行うマーケティング・リサーチとは具体的にどの

ようなものか説明していこうと思っています。 

 

 

 

1. コンセプトとターゲット 

2. シーン 

3. ベネフィット 

4. マーケティング戦略 

5. 市場の考え方、既存の市場と新しい市場、競争的市場 

6. 競合との関係（商品のポジショニング） 

7. 競合との関係（企業イメージとブランドイメージ） 

8. マーケティング・リサーチ 

9. 目的と調査手法 

10. 分析の方法、分析結果の見方 

11. 官公庁の調査事業 

 

 

 

 

 

坂本律行（さかもと・のぶゆき） 

主に、マーケティングリサーチ・分析の会社で、多くのメーカー、事業会社の調査分析と

マーケティングに携わってきた。1982 年から通算するとマーケティングリサーチ・分析

業務経験は 24 年。消費財メーカーでのプロダクトマーケティング経験 3 年／販売管理、

営業企画経験が 5 年。現在は株式会社坂本総合研究所代表、沖縄県のブルームーンパート

ナーズ 株式会社業務執行役員を務めている。 



【放送局裏方の群像～テレビが伝える虚構と事実と～】 
（金曜日・5 時限講義）     鶴 岡 滋 之 

 
 

テレビにはいろいろなタイプの番組がある。ニュース・ドラマ・バラエティ・スポーツ

中継・生放送の情報番組等々。心躍るフィクションも、綿密な事実の蓄積もどちらもテレ

ビ。またその両方を併せ持つ番組も多い。それぞれに作り方は独特であるし、また制作陣、

技術陣、美術陣の仕事の仕方も様々に変わる。 
 この講座では、番組の表に出ない部分で、スタッフがどんな実務を果たして番組が出来

ていくのかを解説する。そして、それぞれがどんな苦労や喜びを感じているかを紹介した

い。 
 料理人が料理を提供する時に、「私はこんなに苦しい修業と準備をしてきたのだからこの

料理は美味しいでしょう？」などと言わないように、私たちも普段は番組という結果が全

てと思っている。だが、この研究所に興味を持たれた方々には、裏方の仕事ぶりや心の動

きを伝えることにも意味があるように思う。 
 テレビ離れといわれる中、今後テレビ局がユーザーから存続を求められる企業体である

のかという点も含めて、皆さんと交流を深めたい。 
 
 
＜予定するテーマ＞ 
・報道…速報性同時性。映像のインパクト。編集という作業。 
・ドラマ…全国の視聴者が同時に涙する醍醐味。 
・生放送情報番組…時計代わりと言われる嬉しさ。 
・バラエティ番組…楽しんで頂く。ただひたすらに楽しんで頂く。 
・スポーツ番組…生中継の醍醐味と人間ドラマ。 
・営業職…お金を出してテレビを使いたい側の論理と向き合う。 
・その他 

 

 

 

 

鶴岡 滋之 （つるおか・しげゆき） 
1958 年千葉県生まれ 1984 年東京放送（ＴＢＳ）入社  
ディレクター・プロデューサーを務めた主な番組 
ラジオ：「森本毅郎スタンバイ」「岸谷五朗の東京ＲＡＤＩＯＣＬＵＢ」  
テレビ：「ジャスト」「関口宏の東京フレンドパーク」 
その後、人事部、ライセンス事業部、関連通販会社を経て現在は宣伝部に所属。 
番組の認知度アップのため自社番組、他メディア、web、SNS などで宣伝を展開する毎日。 



【自分と世界が変わる「編集」術 】 
（金曜日・６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 黒田喜夫詩文撰』など多数。 



平成 29 年度 ジャーナリズム・政策研究所講義時間割 

  

     

     

  
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） 
 

スポーツニュースと 

大衆社会 

（室井敏男） 

 

水 

ＴＶ番組は 

こうして生まれる 

（須磨章） 

体験的ジャーナリズム論 

（山田克） 
  

木    

デジタル時代の 

新聞ジャーナリズム 

（向井貴之） 

金  
商品とマーケティング 

（坂本律行） 

放送局裏方の群像～テ

レビが伝える虚構と事実

と～     （鶴岡滋之） 

自分と世界が変わる 

「編集」術 

（下平尾直） 

  

 

【講義期間】 

前期･･･５月 23 日（火）～ 7 月 21 日（金） 

後期･･･９月 19 日（火）～11 月 17 日（金） 

※6 月 20 日の週、10 月 31 日の週は休講です。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 

 

※ ジャナ研の講義時間は１コマ 80 分です。 

※ ジャナ研の講義の後に、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。 


