
193

イベント1

◎特別講義

大島　宏彦　中日新聞社最高顧問
「久しぶりの新聞原稿」（平成 19年 7月 10日）

　名古屋大学大学院国際言語文化研究科

メディアプロフェッショナル論講座が発

足してから、平成 19年度でちょうど 5

年目を迎えた。同年 7月 10日、文系総

合館 7階カンファレンスホールに、講座

発足に大きい功績があった大島宏彦中日

新聞社最高顧問を特別講師に招いた。最

高顧問の特別講義は毎年行われており、

今回で 5回目となった。

　特別講義のタイトルは「久しぶりの新

聞原稿」。大島最高顧問が同年 1月から

6月まで半年間にわたって毎週土曜日、

中日新聞の「紙つぶて」（東京新聞は「放

射線」）の欄に連載したコラムをテーマ

に、約 40人の学生、教員らを前に語っ

た。

　「久しぶり」というのは、最高顧問が

記事を書いたのは、37年前にワシント

ン支局から帰国して以来のこと、という

意味。洒脱な語り口で新聞およびメディ

アの本質に迫り、参加者をひきつけ、質

問が相次いだ。

　当日配られた連載コラムのコピーには

「生かされて今日まで」の題が付けられ

ていた。コラム開始を翌年 1月に控えた

平成 18年 12月、原稿を書こうとして右
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手が「重い」のに気付き、すぐ病院で磁

気共鳴画像装置（MRI）検査を受けて、

脳こうそくが見つかって、大事に至らず、

自分が「生かされている」ことを悟った

からだ。

　特別講義は、最高顧問が「今日は原稿

は何も用意していないから」と切り出し、

司会の田島暁客員教授（元中日新聞論説

主幹）を慌てさせ、フロアーから質問を

受けることから始まった。

　自分の小学生のころからの人生経験、

父祖の仕事を引き継いだ新聞社の意義、

中日ドラゴンズのオーナーを務めた経験

からプロ野球のこと、経済人のグループ

で続けている「寺子屋」のこと、新聞記

事の「算用数字化」の問題などについて、

懇々と説いた。

　「父祖の仕事」については、「伝えるこ

とが仕事」「一人では新聞はできない」

ときっぱり語った。

　新聞の「算用数字化」をめぐる論議は

意外に深い問題を秘めていることが最高

顧問の口から語られた。コラムで「新聞

文章の算用数字化を進めなければ、日本

語の情報伝達能力は前進しない」という

意味のことを書いたところ、編集担当の

小出宣昭常務（当時）が最高顧問に「早

速抗議に来た」という裏話が紹介された。

　小出常務は、漢数字には「奥の深い情

感の世界を描き出す」文化があると主張

しているのだ。最高顧問は「新聞記事は

編集人の書くことで、経営者が勝手に口

を入れてはいけません」と新聞経営者と

しての原則厳守を再確認し、感銘を与え

た。

　略　歴　1957（昭和 32）年東大法学

部卒、中部日本新聞社（現中日新聞社）

入社。社会部、東京経済部、ワシントン

特派員を経て、経理部長、メディア本部

長、副社長などを歴任。87（同 62）年

社長、97（平成 9）年会長、2003（同

15）年取締役最高顧問。東海ラジオ放送

会長、共同通信社理事会長なども務めた。

 （文責・春名　幹男）

イベント2

　アクションフォーラム2007

「キャリア教育と大学院」

　名古屋大学大学院国際言語文化研究科

が発足して 10年。将来をにらんでメディ

アプロフェッショナルコースを盛り立て

ようと、「メディア関係における職業教

育」をテーマに、平成 19年 7月 14日文

系総合館 7階カンファレンスホールでシ

ンポジウムが開かれた。

　吉村正和研究科長を司会者に、パネリ

ストは研究科の春名幹男教授（元共同通

信特別編集委員）、田島暁客員教授（元
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中日新聞論説主幹）、川上淳特任教授（元

ＮＨＫ名古屋放送局長）、八幡耕一准教

授（元国際協力銀行プロジェクト開発部）

の 4名。学生、教員、入学を考えている

他大学の学部生、社会人など約 40名の

参加者があった。

　「職業とは何か」から始めて、メディ

アプロフェッショナルコースでの実務的

な教育の実情などについて、それぞれの

立場から貴重な体験的メディア論が語ら

れた。春名教授は「現代ジャーナリズム

論」と「報道社会論」、田島客員教授は

「新聞現場論」、川上特任教授は「放送の

近未来論」、八幡准教授は「メディア・

スタディーズ概論」を担当しているが、

このフォーラムは、キャリア教育論にと

どまらず、文化論にまで及んだ。

　フロアーからは、「アスベスト問題」

といった具体的な問題の報道に関する質

問や、「言葉」「外国語」に関する質問、

メディアプロフェッショナルコースの在

り方に関するコメントなどが出され、活

発な議論が展開された。

　最後に、吉村研究科長が「大学内部に

閉ざされた研究科から、社会に開かれた

新しい研究科へと脱皮していく上で、こ

のメディアプロフェッショナルコースと

いうのはまさに先頭を切っている」「お

そらくこの国際言語文化研究科の中心的

な役割を果たすコースになると私は思っ

ております」という結論で締めくくり、

会場に強い印象を残した。

 （文責・春名　幹男）

イベント3

　秋の言語文化フォーラム基調講演

金平　茂紀　TBS取締役・報道局長

「テレビニュースは終わらない」

　平成 19 年 10 月 13 日、7 月のアク

ションフォーラムに続き、秋の言語文化

フォーラムが開かれ、金平茂紀氏（TBS

取締役・報道局長）が「テレビニュース

は終わらない」と題し基調講演を行った

（会場：文系総合館カンファレンスホー

ル）。氏は、テレビニュース・デスクや

特派員として長年活躍した経験にもとづ

き、木鐸であるはずのメディアが一ビジ

ネスとして常に抱えている陥穽、事実を

報道するはずの記者がその良心ゆえに事

実を報道できなくなるジレンマを鮮やか

に説明した。9.11や湾岸戦争、ベルリン

の壁崩壊等々、時代を区切る大きな出来

事を次々列挙しつつ鋭い社会分析のヒン

トを披露し、集まった聴衆約 70名の知

的好奇心をかき立てた。

　 略　 歴　TBS「筑紫哲也 NEWS23」
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のデスクを務める。ブログ「業務外日誌」

はカウント時で 35万のアクセス数を誇

る。モスクワ特派員、ワシントン特派員。

ボーン・上田記念国際記者賞受賞。著書

は、演題と同名の『テレビニュースは終

わらない』（集英社新書　平成 19年）の

他、多数。 （文責・加藤　貞通）

イベント4

プロジェクト「拡がり行くメディア教育研究の地平」特別講演

藤岡　朝子　山形国際ドキュメンタリー映画祭コーディネーター
「東アジアのドキュメンタリー映画：
個人映像から見える同時代性」

　平成 19年 12月 21日、藤岡朝子氏

（山形国際ドキュメンタリー映画祭「ア

ジア千波万波」コーディネーター）を招

き、国際言語文化研究科教育研究プロ

ジェクト「拡がり行くメディア教育研究

の地平：産学社会連携によるメディア教

育研究の現場から」主催の特別講演「東

アジアのドキュメンタリー映画：個人映

像から見える同時代性」が開かれた（会

場　文系総合館カンファレンスホール）。

平成元年にスタートし、隔年開催で 19

年 10月に 10回目を開催した山形国際ド

キュメンタリー映画祭が持つローカルで

同時にインターナショナルな魅力を「映

画祭の市場（イチバ）性」と紹介した。

続いてヤン・ヨンヒ監督『ディア・ピョ

ンヤン』、フォン・イェン監督『ビンア

イ』、河瀬直美監督『垂乳女』を部分的

に上映、東アジアで活躍するヴァイタリ

ティに充ち満ちた監督たちの新鮮な視点

を解説し、ドキュメンタリー映画界の熱

気を会場に吹き込んだ。

　略　歴　1997年より山形国際ドキュ

メンタリー映画祭のアジアプログラム

コーディネーター。ベルリン国際映画祭、

香港国際映画祭、チョンジュ国際映画祭

などの企画協力や、ソウル女性映画祭、

イラン短編映画祭の審査員等として、世

界をフィールドに若手作家の作品やノン

プロフィット映画の普及に努めている。

 （文責・加藤　貞通）



197

イベント

イベント5

前期課程修了研究発表会

平成 20年 2月 15日　会場：全学教育棟 S10

◇意欲的で多彩な前期課程修了研究　

　メディアプロフェッショナルコースの

前期課程修了研究発表会が、2月 15日

（17：00～ 19：00）、全学教育棟 S10教

室で開かれた。今回は、雑誌特集記事、

「ユニバーサル」ホームページ、ドキュ

メンタリー DVDなどのコンテンツ制作

研究のほか、修士論文の発表もあり、意

欲的で多彩な修了研究発表会だった。以

下、発表順に紹介する。時間配分は各

30分。

　鄒　　旭（修士論文）「望まれる女性像

─ 1970 年から現代までの資生堂の化粧

品広告に見られる女性像の変遷につい 

て─」

　170枚の資生堂広告をもとに、三つの

時期に分け、化粧品広告に見られる女性

像の変遷と、女性の社会進出やそれに伴

う女性文化の変化など、社会背景とを照

らし合せ考察した。「美しい」、「恋する」

という時代を超えた共通の女性イメージ

を抽出しつつ、社会背景に連動して変化

する広告の要素が存在することを記号学

的に論証した。その糸口をさらにたどり

研究を深化させることが期待される。

　 坂 野 明 美（コンテンツ制作：ホーム

ページ）「視覚障害者のためのメディア

〜誰もが楽しめるメディアとは？〜」 

　視覚障害者が楽しめるメディアとはど

のようなものかをテーマに、名古屋盲人

情報文化センターを訪問取材すると、そ

こにはインターネットや映画を楽しむ視

覚障害者がいた。取材内容を制作者自身

の声で吹き込み、音声が出る「ユニバー

サル」ホームページとして制作した点で

ユニークであった。

　笠原健太（コンテンツ制作：雑誌特集記

事）「なぜその道を」

　平成 19年に行われた市議会議員選挙

に無所属で立候補し当選した 25歳の若

者にインタビューし、なぜ市議会議員の

道を選んだのかと問いかけた。「有言実

行力」を備えたこの議員と対照的に、発

表者自身と同世代の若者たちが自立性と

実行力の点で心細く感じられる今の状況

を強く意識した特集記事発表であった。

　包雲飛（コンテンツ制作：ドキュメンタ

リー DVD）「泣いても一日、笑っても一

日　―草深お父さんの夏の記録―」

　三重県に住み長年日中交流活動をして
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きた草深茂氏（63歳）を主人公として、

氏が自ら中国語を学びつつ、さまざまな

面から中国人留学生を支え、励まし、さ

らに中国青海省南チベット族自治州の学

生たちを支援し続ける様子を取りあげ

た。国境を越えた暖かい家族的絆を描い

たドキュメンタリーで、ナレーターを務

める制作者自身については一度も説明さ

れないせいか、制作者自身の留学生活に

観衆の想像を誘う作品であった。

 （文責・加藤　貞通）




