Aoyama Institute of Mass Communications

Nov.2007 No.26

（
佐藤）（
笑） 監
佐藤さん、このしゃべれど
…督の平山さんも「
もの『も』
はなんでしょうね」とおっしゃってました。う～ん
しゃべれどもしゃべれども伝わらないこともある、だけど
やっぱりしゃべらなければはじまらないというようなこと
でしょうか。

作家佐藤多佳子氏特別インタビュー
今年「
一瞬の風になれ」
（
講談社刊）
で第二八回吉川英治文学新人賞および第四回本屋大賞という
ダブル受賞をはたし一躍ベストセラー作家になった佐藤多佳子さん。青春小説の旗手ともいわれ
いまもっともホットな作家のひとりです。佐藤さんは本学院文学部史学科卒業ということで
さっそく本誌のインタビューに応じていただきました。 （
聞き手：会報編集部鈴木章、小竹杏美）

（
編集部）今回のダブル受賞おめでとうございます。
か取材がものすごく増えてしまいました。

（
佐藤 ）
ありがとうございます。そのおかげといいます
（
編）
佐藤さんは青学大卒業ということですが、どの
ような学生生活だったのか、そのあたりからお聞かせ
（
佐藤 ）
中学からですので十年間青山です。大学は

（
編）
今年以前の作品「
しゃべれどもしゃべれども」が
映画になりました。このモチーフになっている落語は
どのようなところから発想なさったのでしょう。
（
佐藤）
森田芳光監督の「のようなもの」という映画
がありましたよね。あの映画でしかもまだ落語家に
なれない若い人の日常というものに興味があったん
です。
（
編）
この作品でいちばん苦労なさったことはなにか
ありましたか。
（
佐藤）
二十六歳男性の主人公（
二つ目の「三つ葉」
）
の設定ですね。最初は女性の視点から書こうと思っ
てましたが、三つ葉にしたことによってとても苦労し
ました。
（
編）
落語家も真打ではなく二つ目にしたというのは
何か狙いがあるのですか。
（
佐藤）
ええ、上からなにかを教えるということにし
たくなかったんです。一緒に悩み一緒に考えるとい
うことにしたかったものですから若い二つ目というこ
とにしました。
（
編）
原作では三つ葉の住まいが吉祥寺でしたが映画
では下町になっています。この違いについてなにかあり
ますか。
（
佐藤）映画は二時間くらいと短いですからそのなか
にいろいろ要素を入れてしまうと印象が分かれてし
まいます。その意味ではよかったと思っています。
（
編）映画のなかの国分くんの落語家としての演技は
いかがでした？
（
佐藤）
落語がすごくよかったですね。プロの落語家の
方も絶賛するほど素晴らしいものでした。普通は何
年もかけて修行するのにたったの一ヶ月くらいの練習
であそこまでできるとは驚いています。
（
編）ところで最大の疑問なのですが題名の「
しゃべれ
どもしゃべれども」に続くことばは何なのでしょう。

（
編）
さて今年の新作「
一瞬の風になれ」
ですがこの作品を
書こうと思ったきっかけは何でしたか。
（
佐藤）スポーツを見るのが好きなんですね。そこでスポーツ
を題材にしたものを以前から書きたいと思っていました。
そこでリレーしかも四人というのが人物描写の点でも
面白いんじゃないかというところからですね。
（
編）
実際にかなり長期間の取材をなさったようですね。
（
佐藤）
神奈川県の公立高校の陸上部ですが四年くらい
かかってしまいました。
（
編）
では最後に今後の活動についてお聞かせください。
（
佐藤）
次作はシリーズものの子供の本と一般向けの短編
集をと思っています。
（
編）とても期待できそうですね。本日はお忙しいなか
ありがとうございました。
（以下詳しい内容はマスコミ青山会ホームページへ
）

（今年公開された映画のパンフレット）

いただけますか。
ちょうど青山キャンパス最後の世代でしたね。学部は
（
編）サークルのほうはなにか入ってましたか。

文学部の史学科で卒論は江戸時代でした。
（
佐藤）児童文学サークルに入ってました。十名程度
の小さなサークルでしたが、活動は週に二回ほどの
読書会とサークル誌の発行ですね。サークル誌は毎年
出すのですがいつもは手書きのおそまつなものです。
でも二年に一回は活字のちゃんとした印刷物を出し
（
編）児童文学がもともとお好きだったんですね。

ていました。
（
佐藤 ）
中学から高校時代とずっと児童文学の本は
好きでした。オタク的だったかも知れませんね。

（佐藤多佳子さん）
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新聞は情報源として一番信頼性が高いものとされてきましたが
そのことに慢心しているという見方もあるようです。情報の質を
さらに高めつつ、マーケットインの考え方を重視し、読者の多様な
関心にフィットするものになることが必要でしょう。

新聞業界
新たな情報源としての方向性を
㈱読売インフォメーションサービス
清積哲也（
六九法卒）

ここ十年連続売上げ前年割れと雑誌の低迷ぶりは目を覆い
たくなるほどです。原因は携帯やネットの普及です。そこで
出版界は新たにデジタルコンテンツの配信やウェブ・マガジン
を発行しはじめています。

出版業界
福田収（
六八経卒）

デジタルコンテンツには「
携帯小説」や「
携帯まんが」「アイドル
写真集」などがありますが、有料配信のためそれなりの利益
は稼ぎだしています。しかしウェブ・マガジンは無料から有料に
したとたん多くの読者が退会してしまうという状況です。
ウェブは無料という意識をどこまで変えられるかが課題です。

集英社サービス㈱

ウェブ マガジンへ
の挑戦

･

そして新聞以外の複数のプラットフォームを使うことによって
縛られすぎない媒体になるべきだと思います。また地域性を
活かした紙面をつくることにより、読者との距離を縮め社会的
なネットワークやコミュニティのプログラムを目指していけば
さらに情報源としての高い信頼性を保てるものと思っています。

インターネットと携帯電話が広告媒体として進化してきていること
をきっかけに従来のマス媒体の役割や価値が大きく変容してきて
います。また一方メッセージとコンタクトポイントを戦略的有機的
に組み合わせ消費者とのあらたな絆作り（エンゲージメント）を

広告業界

㈱電通

竹岡敏行（
七五理卒）

メディア変革と人材が課題

目指す「
ビッグアイデア」など今までの枠組みを超える新しいコミュ
ニケーションが増えてきています。これらの動きに伴いカンヌ国際
広告祭でも近年「統合キャンペーン」と「プロモーション」が追加され
ています。今後の広告人にはこのようなメディア環境に対応できる
より高度な創造性が求められると思います。

ＩＴ業界

大躍進の背景にあるもの

㈱サイバーエージェント

鈴木修（
〇一経卒）

インターネット業界は変化を遂げながら成長し続けています。
その要因の一つ目は急速なインフラ整備です。パソコンや携帯電話
のスペックが向上しネット環境が整うにつれ、人々の生活にインター
ネットは不可欠になっています。そのためユーザーの増加とともに

マスコミ青山会はマスコミ業界でご活躍の皆さんで構成されています。したがって多くの会員の
関心事はマスコミ業界の現況や今後のことだと思われます。そこで今号では現在マスコミ業界で
ご活躍の会員の方々にそれぞれの業界の近況や展望などお聞きしてみました。

永田俊和（
七二文卒）

インターネットを絡めたマルチメディア展開も注目されています。 新たなサービスが次々と生み出されています。要因の二つ目は
一方インターネットラジオや地上デジタルラジオなども登場し 急速なメディア構造の変化です。ネットでのニュースや雑誌の閲覧、
多様化が進んでいますが、ラジオの場合デジタル放送が本格化
ブログやＳＮＳでのコミュニティ形成、動画視聴やショッピングなど
してもアナログ放送は終了しないことになっています。今後は
インターネットスタイルの変化はクロスメディア展開を急速に推し
さらに高品質で多彩なサービスが期待されています。
進めています。今後も若い力によってさらに変化し成長し続けます。

㈱ニッポン放送

特性を活かしたマルチメディア展開

ラジオ業界

広告媒体としてのラジオは縮小傾向にありますが、ラジオの
もつ親しみやすさや速報性の高さ、聴取者との強い結びつき
などラジオ本来のもつ特性は最近見直されつつあります。
仕事や家事をしながらでも楽しめる「ながら聴取」を活かし

マスコミ業界近況報告

佐々木基（
九二経卒）

テレビ業界はいま一大変革期を迎えつつあります。地上デジタル
放送では高品質でより便利なテレビになり、ワンセグでは移動中
の視聴が可能になりました。このテレビ業界大変革には「
これから
もテレビはお茶の間になくてはならない存在であり続けたい」という

テレビ業界
最強のメディアとして
㈱テレビ朝日

思いがあります。その意味ではテレビより面白いものはすべてライ
バルで、テレビが人々にとって一番面白いものであるという気持ち
がテレビの持つ影響力を後押ししています。
二〇十一年にはすべて地上デジタル放送に切り替わり、今後も
さらにコンテンツを充実させ最強のメディアを目指します。
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会員報告

０周
成講座５
イター養 画
ラ
ー
ピ
コ
企
宣伝会議 コラボレーション

年

スペシャルカレッジ 青山「書く」院大学開催
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本年７月１５日（日）・１６日（祝）の２日間、宣伝会議と青山学院大学との
コラボレーション企画「青山『書く』院大学」が青山キャンパスで開催され
ました。コピーやＣＭ、アート、エンターテインメントなどをテーマにした全
１９のパネルディスカッションに計６５人のクリエイターや学者、文化人など
が登壇。クリエイティブの発信地・青山地区が延べ６１７７人の参加者の
熱気に包まれました。
オープニングディスカッションのテーマは「言葉とクリエイティブ」。
作詞家の秋元康氏、作家の林真理子氏、コピーライターの眞木準氏、
青山学院大学井口典夫教授の４名とモデレータ・宣伝会議編集長の
田中里沙氏によるディスカッションでスタートし、広告コピーの話から
ケータイの若者コミュニケーションにまで内容は広がっていきました。
「言葉とクリエイティブ」は常に一体のもの。しかしそこに別の視点を持つ
ことで新たな潮流が生まれます。クリエイティブの発信地、青山で新たな
息吹を感じる２日間でした。なお全１９講演の詳細は宣伝会議９月１日号
ならびに「青山『書く』院大学」ＨＰ（www.sendenkaigi.com/aoyama/)で

（左から秋元康氏・林真理子氏・眞木準氏・井口典夫本学教授）

活動報告①

【 フォーラム21 】

「フォーラム21」はマスコミ青山会メンバーのサロン＆勉強会として活動
しています。今年は下記の５回実施しました。誰でも参加できますので
詳しくは集英社サービス㈱福田収氏（０３‐５２１１‐２６１６）
（fukuda@hitotsubashi.co.jp ）までご連絡ください。
■07年1月29日

ご覧になれます。

活動報告②

（０２営卒 宣伝会議 中村全信）

【 三水会 】

青学卒業生でマスメディア（テレビ、ラジオ、新聞、通信、出版、広告、
アナウンサー、フリージャーナリスト、ＩＴ関連企業等）で働く人たちの
ために毎月第三水曜日に実施しているのが「三水会」。毎回各界で
活躍する講師を招き、軽食をとりながら議論しています。興味のある
方は、主宰である㈱アスコムの高橋克佳氏（82年経卒）
(kat-t@ascom-inc.jp)までご連絡ください。最近のテーマは以下の通り。

新年早々の懇親会。おもに参加会員の近況報告が中心。
■07年3月27日…（講師）久保友香博士（東大先端科学技術センター）
「感動の伝達学」－感動を伝達する技術が伝統芸術のなかにある
という内容。
■07年5月22日…（講師）石原孝哉氏（駒沢大学教授）
「幽霊好きなイギリス人」－ロンドンで人気の幽霊パブの紹介。
■07年7月27日
暑気払いの懇親会。おもに参加会員の近況報告が中心。

■ 「子どもの教育は家庭でする時代」
講師：清水克彦氏（文化放送プロデューサー）
■「議員秘書が語る安倍政権と小泉政権、ここが大違い！＆こうなる！
参議院選挙最新分析」
講師：河村健一氏（河村建夫衆議院議員公設第一秘書、元文部科学
大臣秘書官）
■「副業こそ本業！？『働かないで年収５１６０万円稼ぐ方』の著書が
教える、ネットビジネス最前線」
講師：川島和正氏（㈱インフォパブリッシング代表取締役）
■「敏腕マンガ編集者が明かす 最新！マンガ、アニメ業界事情」
講師：松井栄元氏（元「週刊少年ジャンプ」編集長、現㈲ジークス代表）

■07年10月3日…（講師）大畠襄氏（慈恵医大名誉教授、前国際
サッカー連盟医学委員
「私とFIFA（国際サッカー連盟）の四半世紀」－スポーツ医学の権威
であり日本サッカー協会顧問の氏を招いての講演。
活動はこのように２～３ヶ月に一度を予定しています。

マスコミ業界就職データ
青山学院大学マスコミ業界就職状況
全１３４名（２００７年４月現在）
業界別
【新聞・通信】

９名

【雑誌・出版】

３２名

【放送・映像】

３１名

【広告・制作・
インターネット】

６２名

合計

（懇親会の模様）
（石原孝哉先生）

１３４名

（詳細はホームページをご覧ください）

十一月十日（
土）
マスコミ青山会総会開催！
講演 脚
…本家 一色伸幸氏

祝ペギー葉山さん

歌手生活５５周年

マスコミ青山会副会長のペギー葉山さんが今年歌手生活５５
周年を迎えました。昭和２７年（１９５２年）キングレコードから
「
ドミノ」「
火の接吻」
でデビュー以来、「
南国土佐を後にして」を
はじめとする数々のヒット曲で多くのファンから愛されています。
歌手生活５５周年を心よりお祝い申し上げるとともに、今後の
ご活躍をご期待しています。

【会員消息】

（
編 集 担当 鈴 木 章 ・
小竹杏美）
（
〒１８０‐０００１ 東京都武蔵野市吉祥寺北町３ １-２ ３-１）
(e-mail info@mc-aoyama.net)

猛暑だった今年の夏も終わり、この原稿を入稿している今は
さわやかな秋風の心地よい季節となりました。地球温暖化
を心配しつつ、冷房温度をあげた頃が懐かしく思えます。
今回の会報はくしくも作家の佐藤多佳子さんと脚本家の
一色伸幸さんと文学関係の方が中心になりましたが、いかが
だったでしょうか。慣れない会報づくりですが、今後も会員の
皆様のコミュニケーションの一助になればと思います。
なにとぞ忌憚ないご意見などいただければ幸いです。

【
編集後記】

福田収さん（
６８年経）
は集英社サービス㈱代表取締役に
就任いたしました（０３ ５-２１１ ２-６１６）。

戸田正彦さん（
７１年文）
は㈱ティーエープロモーションネットに
異動になりました（０３ ５-５６３ ７-１８２ 直通）。

２００７年１０月２６日（金）青山劇場
開場１８時 開演１８時３０分
特別ゲスト ダークダックス
秋満義孝 前田憲男
原信夫とシャープスアンドフラッツ

今年のマスコミ青山会総会の日程が決まりました。
昨年に引き続き土曜日の開催ですが、今年は日程を早めに
しました。ぜひ多くの方のご参加をお待ちしています。
講演には「
私をスキーに連れてって」
や「
彼女が水着にきが
えたら」
などの人気脚本家、一色伸幸氏をお招きします。

一色伸幸（
いっしき・のぶゆき）
氏
脚本家。一九六〇年、東京都生まれ。
青山学院大学中退後、一九八二年「
火曜サスペンス劇場
松本清張の脊梁」
で脚本家デビュー。映画、ドラマ、アニメ、
舞台、ゲームなど数々の人気脚本、まんが原作を手がける。
映画「
病院 へ
行こう」「
僕らはみんな生きている」
で日本アカ
デミー賞優秀脚本賞を受賞。主な作品に、映画「私をスキ
ーに連れてって」「
彼女が水着にきがえたら」「
山田村ワルツ」
「
木村家の人々」「
病院へ行こう」など。著者のそのときの心が
作品のテーマやキャラクターに投影されていることが多い。

『
うつから帰って参りました』
（
九月末発売：アスコム刊）

一色氏の近著『うつから帰って参りました』
は、ドラマづくり
にのめりこむあまり、うつ病を患い、消えてなくなりたいと
七転八倒の逃避をする一色氏が、やがて家族の力を得て、
病気と向き合い克服するまでの手記。切なくもおかしい
闘病生活をテーマにした、初めてのエッセイである。

昨年よりホームページが新しくなりました。

http://www.mc-aoyama.net
昨年よりマスコミ青山会のホームページが新しく
なりました。随時更新をしていきますのでぜひ
ご覧になってください。

ペギー葉山５５周年記念コンサート

「
映画」
と僕の２５年ドラマ
～ものづくりと心の混沌、そして明日～

■問い合わせ：青山学院大学
進路就職センター

チケット発売所 ぴあ・ローソン
プレイガイドにて

（
テーマ）

ご自身が手がけられたヒット映画、ＴＶドラマの裏側から、
大転換期にある現在の映像コンテンツづくりの現場の混迷
と苦悩、そしてその処方箋までをお伺いします。
■日時
■場所
■会費
■内容

０７年１１月１０日（
土） １６：００～２０：００
アイビーホール青学会館（
渋谷区渋谷４ ４- ２-５）
（
ＴＥＬ）０３ ３-４０９ ８-１８１
１００００円（
年会費３０００円＋総会費７０００円）
（
学生の総会参加費５０００円）
①第一部 １６：００～１７：３０
（
２階）
会場）
「
シャロン」
（
総会、一色伸幸氏講演） （
…
②第二部 １８：００～２０：００
（
懇親パーティ） （
会場）
「
サフラン」（地下２階）
…

■日時：０７年１０月２２日（月）
１８：００～２１：００
■場所：９号館 ９１０室ほか
■内容：マスコミ業界の概要と
採用側のチェックポイント
（新聞・出版）（テレビ・ラジオ）（広告・
制作・ネット）の３カテゴリーに分け、
各業界の情報提供並びにアドバイスを
してもらいます。またマスコミ業界に、
来年４月入社予定の内定者から体験談
を話してもらいます。

（
※）
お申込み ①
…ＦＡＸは同封の総会案内裏面に必要事項を
記入後 ０３ ３-３８９ ８-００５
（マスコミ青山会事務局）まで
まで
②Ｅメールは、 info@mc-aoyama.net
１
…０月３１日
毎年開催している現役学生に対する
マスコミ業界志望者への説明会です。

締め切り

【マスコミＱ＆Ａ】
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２００７年マスコミ青山会総会のご案内
（土）
日
１０ ：００
月
１
２０
１
００～
１６：

マスコミ青山会
会長 安藤孝四郎

マスコミ青山会総会の時期が近づいてまいりました。
今年も昨年に引続き土曜日開催となりましたので、ご案内いたします。
総会後の講演では「私をスキーに連れてって」や「彼女が水着にきがえたら」などの
人気脚本家、一色伸幸氏をお招きします。
ご自身が手がけられたヒット映画、ＴＶドラマの裏側から、
大転換期にある現在の映像コンテンツづくりの現場の混迷と苦悩、
そしてその処方箋までをお伺いします。

講演：脚本家 一色伸幸氏
（テーマ） 「『映画』と僕の２５年ドラマ」
～ものづくりと心の混沌、そして明日～
一色伸幸（いっしき・のぶゆき）氏
脚本家。１９６０年、東京都生まれ。青山学院大学中退後、
１９８２年「火曜サスペンス劇場 松本清張の背梁」で脚本家デビュー。
映画、ドラマ、アニメ、舞台、ゲームなど数々の人気脚本、まんが原作を手がける。
映画「病院へ行こう」「僕らはみんな生きている」で
日本アカデミー賞優秀脚本家賞を受賞。
主な作品に、映画「私をスキーに連れてって」「彼女が水着にきがえたら」
「山田村ワルツ」「木村家の人々」「病院へ行こう」などがある。
著者のそのときの心が作品のテーマやキャラクターに投影されていることが多い。

（一色伸幸氏）

一色氏の近著『うつから帰って参りました』は、ドラマづくりにのめりこむあまり、
うつ病を患い、消えてなくなりたいと七転八倒の逃避をする一色氏が、やがて
家族の力を得て、病気と向き合い克服するまでの手記。
切なくもおかしい闘病生活をテーマにした、初めてのエッセイである。
『うつから帰って参りました』（９月末発売：アスコム刊）

日時 ： ２００７年１１月１０日（土） １６：００～２０：００
場所 ：アイビーホール青学会館（渋谷区渋谷４－４－２５） （Ｔｅｌ）０３－３４０９－８１８１
内容 ： （第一部） １６：００～１７：３０ （総会、一色伸幸氏講演）…（会場）「シャロン」（２階）
（第二部） １８：００～２０：００ （懇親パーティ）…（会場）「サフラン」（地下２階）
会費 ： 10,000円（年会費3,000円 ＋ 総会費7,000円） （学生は参加費5,000円）
申し込み ： １０月３１日までに次のいずれかの方法でお申し込みください。
①FAXの場合－裏面に必要事項ご記入のうえ ０３－３３８９－８００５（事務局）まで
お送りください。
②Eメールの場合－info＠mc-aoyama.net までご連絡ください。
振り込み ： 会費は総会当日受付が大変混雑いたしますので同封の郵便振替用紙にて
１０月３１日までにお振込みをお願いいたします。
①年会費 3,000円 ＋ 総会費 7,000円
10,000円
②総会費のみの方
7,000円
③年会費のみの方
3,000円

(※）総会・パーティに関するお問い合わせは、阿部誠（TEｌ：０８０－５０２７－８００８ またはメールmac-abe@rc4.so-net.ne.jp)まで。

FAX
０３－３３８９－８００５
マスコミ青山会事務局 宛て

１１月１０日（土）の総会・パーティに
出 席

・

欠 席

（どちらかを○でお囲みください）

※ マスコミ関係業種OBの方は旧勤務先名をご記入のうえ、後ろにOBとお書きください。
※ 現役学生の方は、学歴欄に学部と学年をお書きください。
フリガナ

氏

名
〒

住 所
（TEL)

勤務先名
部署
〒
勤務先

住所

（TEL)
（E-mail)
青山学院の最終学歴

年

学部

卒 ・中退 ・その他

