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課題レポートに見る現代学生の生活感情とその実態

阿　部　輝　彦

　縁あって帝京大学で学生に講義をする機会が与えられた。生来浅学非才

の身である。学生に教えるなんて恐れ多いと辞退したが、テレビ局での

40年近い経験をもとに実学を、又実践的ケーススタディを話していただ

ければと説得されお引受けすることになった。内容はテレビに関する3講

座と決定。

　私自身の構成については余り学生諸君も知らないであろう、“テレビの

裏側”をお話しいたしましょうと申し上げたら“テレビの裏側”という学問

はないということなので、渋 “々テレビ文化論”を提唱、納得していただいた。

　残る２科目については、テレビ53年の歴史の中で営々とリーディング・

メディアに成長しマスメディアに君臨している“テレビ”を創りあげて来

たテレビ局の諸先輩、同輩、現役であるテレビの達人たち（筆者の出身で

あるテレビ東京はじめNHK・TBS・ANB各局の報道・制作・営業・編成・

広報・技術等のベテランそして地方局の名物プロジューサー等多士済済の

方々）にその苦労と実践の厳しさを話していただこうと“実践的番組制作

論―テレビの達人たち”を組み、まさにテレビの裏側に迫ってみた。

　そしてテレビは我々テレビ局員だけでは番組作りに限界がある。特に近

年多種多様化した番組制作にかかせない数多くのパートナーの支えと協力

があってこそ今日の巨大メディアに成長しているのだ。彼等の支援なくし

て現在のテレビ局の隆盛はあり得ないといっても過言ではない。その外部

の応援団（広告主・広告会社・制作プロダクション・タレント事務所・映

画会社・コメンテーター・司会者・タレント・声優・企画プロジューサー・

放送作家・ビデオリサーチ社・放送批評家等々）のそれぞれのジャンルで
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現在活躍中の方々に“テレビ”という媒体の正直な有様を、時に暖かく、時

に厳しく本音で語っていただこうと“テレビとエンターテイメント”を設計、

“テレビ”という巨大メディアの実態を内から外から検証し、学生がテレ

ビについてより良い一層の理解を深めてくれればと熱望するプランをライ

ンアップした。基本的に一週２名のゲスト講師の方々に卓話をお願いして

いるので前期は延28名の先生に御登壇いただいた。唯テストは筆者の責

任範畴なので、思いきって全てレポート提出の形式に統一した。それぞれ

の講義タイトルの内容に関する課題を事前に告知、800字以内に限定して

最終授業に提出させた。

　筆者自身の講義である“テレビ文化論”では毎月課題本を与えた。４月、“国

家の品格”（藤原正彦著）５月、“道をひらく”（松下幸之助著）６月、“人は見た

目が９割”（竹内一郎著）その読後感を三者択一で提出させた。

　切り口は違うが、大きな存在での“国家”個たる存在の“自分自身・我”

抽象的だが日常的な数々のテーマについて、その倫理観・道徳観そして社

会的・心理学的見地から、学生諸君がどの本を選択してくるのか非常に興

味があったが、「国家の品格」と「人は見た目が9割」に2分される結果になっ

た。まだ実践的経験の少ない学生諸君には松下幸之助著「道をひらく」は

課題本対称としては、早すぎたのかなあと反省している。

　〈参考〉　国家の品格 48％

　　　　　道をひらく 9％

　　　　　人は見た目が9割 43％

　又最終15週授業では、マスコミ受験対応として、過去民放キー局で出

題されたテーマ“海”“空”“森”の三者択一を行なった。突然の課題であっ

たが、身近なテーマであり、季節感もあったのだろう、“海”が過半数の選

択だった。内容的には常日頃から接している空間なので、好みにあわせて

無難にまとめてあったが、誤字・脱字が多かったのには驚かされた。国語

力特に漢字力を身につけてほしいと願う次第である。

　〈参考〉　海 51％
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　　　　　空 27％

　　　　　森 22％

　３限の“実践的番組制作論”―テレビの達人たちの授業では、「諸君がプロ

ジューサーだったらどんな番組を作りたいですか」のテーマで夢プランを

提出させた。さすがに“好きこそ物の……”だろうか、テレビを良くみてい

て、現状のテレビに対する批判を加味しながら、楽しい機知に富んだ企画

が多く、プロを自称する我々が思いもしなかったニッチなアイディアもあ

り、いい勉強になった。

　〈参考〉　エンターテイメント系 58％

　　　　　スポーツ系 18％

　　　　　報道・ドキュメント系 15％

　　　　　その他 9％

　水曜５限の「テレビとエンターテイメント」を受講する学生（経済学部・

法学部・文学部の全ての学生のオープン参加授業）対称の設問“人間の感情・

喜怒哀楽いずれかをもっとも強く感じた出来事一つを800字以内に記しな

さい”が課題テーマ（最近民放キー局の入社試験に出題され評判になった課

題）、学生の日頃の感性・文章力・国語力をテストする恰好の問題と自負

している。案の上、千差万別、色とりどりの解答に出会った。現代学生（帝

京大学）が日々どのような感性の中で生活しているか、学生気質の一端を

知る糸口になればと興味津々、有意義なアンケートにもなった。

　一方提出レポートについては、用紙・形式一切指定せず各自自由にした。

学生がどの様な形で提出してくるのか、関心あるチェックポイントであっ

た。当初の受講届出数は415名だったが実際のレポート提出者は300名、

全体の71％だった。

　　原稿用紙　52％

　　ワープロ　34％

　　ノート　14％

特に原稿用紙での提出者150名余は帝京大学用・一般用・大きさもまちま

ち、縦書きが大半だが横書きも20名余いた。万年筆・ボールペン・鉛筆・
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ワープロとこれまた色々。丁寧に表紙をつける学生もいた。学生の個性が

存分に発揮され“自分流”の面目躍如たるものが有る。総じて女子学生は

ワープロが多く誤字・脱字も少なく、内容も800字の中で起承転結、読み

やすく深さを感じた。

　肝心の喜怒哀楽の内容検証であるが、設問が「……いずれかをもっとも

強く感じた出来事一つを……」にも拘らず、喜怒哀楽全てを或いは喜楽・

怒哀を一緒にかいて来た学生が20名程いた。注意力、判断力に欠けてい

るといわざるを得ない。既に１ヶ月前から課題告知（実際テレビ局のテス

トはぶっつけ本番）をしてあったので、学生諸君は期待以上に良くまとめ

てあり、評価のSABCDの“S”ランクについては採点対称者の10％とい

う約束事での制約で苦労した。中々秀作も多く、感動の一文もあった。

　一番興味があった“喜”“怒”“哀”“楽”の四者択一でどんな結果が出るの

か、筆者の想像では進みつつある格差社会の中で将来にも大した希望も

見い出せず、厳しい現実を直視した今、“怒”がかなりの割合を占め、世直

し講義になるのかと懸念していたが、物の見事にはずれた。“喜”が44％
“楽”が17％とハッピーワードが60％超と、帝京大学の明るく楽しいキャ

ンパス・ライフが浮き彫りになっている様子がうかがえる。しかもドイツ

でのワールドカップが終了した時期に重なったのだろう、その関連への“怒”

“哀”を除くと70％強がポジティブに素敵な大学生活をエンジョイしてい

る実態を垣間見ることが出来る。一方で自分自身への“怒”を含めて現代社

会への物申すが全体の13％強とは極めて意外な数字であった。あらため

て帝京大学学生の“自分流”への自立が着実に形成されている証と認識した

次第である。

　　“喜” 44％

　　“怒” 17％

　　“哀” 22％

　　“楽” 17％

　ここでそれぞれの感情分析に入ってみよう。まず“喜”であるが、大学
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生活を通じての部活・アルバイト・恋愛等といかにキャンパスライフをエ

ンジョイしているか想像に余りある。しかも、小学校・中学校・高校と価

値ある課外活動から学びとった多くの苦労と喜び、培った信念、信条は大

学生活できっと生かされているのだろう。随所にそのエネルギーが読みと

れる。又健全な幼少時代・青春時代をすごして来た家庭環境の一端をうか

がい知る事が出来た。

　一、大学生活（サークル活動・部活・アルバイト・恋愛他） 56％

　二、小学校・中学校・高校時代の思い出 20％

　三、芸術鑑賞・スポーツ観戦 10％

　四、就職 8％

　五、家族 4％

　六、その他 2％

“喜”のメッセージで筆者が共鳴し興味深かったコメントを抜粋し、その

心情を共感出来れば幸いである。

㊀　大学生活を通じて良き友人と出会い、エンジョイしながらも将来の礎

をしっかり身につけている様子がうかがえる。特に部活・サークル活動

は新入生歓誘・新入生歓迎会・合宿・青舎祭・送別会等々コミュニケー

ション・ツールとしては、絶好の機会であり多くの感動をうんでいるの

が印象的

１． 中学・高校・大学と約10年間、部活としてバドミントンを継続し学

んだこと、それはチームが一丸となって同じ目標にむかって努力す

ることの難かしさ、大切さ、相手を思いやる気持。

 継続は力なりを身をもって経験し、結果自分に自信がもてるように

なり、何事にも前向きで対処、努力を惜まない様になれた。そして

沢山の人の話や考え方を聞くことにより私自身の知識も増え人間と

して成長できたことに無上の“喜”を感じる。（K・K）

２． 陸上競技の部活のマネージャーをして、選手が一所懸命走っている

姿、自己ベストを出し関東インカレの出場権を得た時の笑顔を見る

と選手の為に何をしてあげればいいのか、縁の下の役割って何んな
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のだろうと自問自答して更に選手をサポートしようとする自分に気

付く。“喜”の感情が高揚する時である。（S・K）

３． 部活の発表会でのDJの経験から自分の事を相手に伝えることの難

かしさを学び、伝えたいと思って伝えることが一番大切な事と実感

する。後輩の一言「先輩、感動で涙が出ました」一人でも理解者がい

たことの幸せを感謝しています。（K・K）

４． 放送研究会で総指揮を務めた番組発表会が終った時の“喜”は、苦

労した分だけ成しとげた時の満足感・達成感・安堵・喜びがかえっ

てくることを身をもって体験した結果であると痛感した。（T・T）

５． 中学から大学迄吹奏楽部に所属し、それぞれ違う楽器を担当し人一

倍苦労しました。皆で合わせる音の楽しさ、一つの音楽を作りあげ

る瞬間は喜びを皆でわかち合えます。そして一番の喜びは演奏会で

お客様から盛大な拍手をもらった瞬間です。（T・M）

６． プロレス研究会に所属し、スポーツとエンターテイメントを併せも

つプロレスのレフリーやスタッフとしての雑務を年間28興行立ち

上げています。そこで学んだことは、プロレスの本当の敵はお客様・

観客であると思います。目の前の敵に勝ったところでお客様に全く

受け入れてもらわなければ、本当の勝利とはいえない。関係者全員

の協力によってお客様の反応を引出せた時、心の底から喜びを味わ

える。（S・S）

７． サークルのバーベキュー懇親会を通して、社会に出てからも積極的

に自分から動くことの大切さと、みんなで協力して一体感を味わう

事、そして出会いを大切にする気持ちを忘れないように、と学びま

した。（Y・H）

８． 高校時代、個人競技である空手部に所属していたが、帝京大学に入っ

て「皆で一つの事を達成する喜びをわかち合いたい」と仲間達と創

設した野球サークルで毎週野球の練習に励んでいる。過日初めて

ヒットを打った時、今迄の努力が報われた瞬間“喜”を感じた。（T・Y）

９． 遊園地のゲートスタッフのアルバイトをして「クレーム」対応とし
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てまず「わざわざお越しいただいたのに不愉快な思いをさせてし

まって申し訳けありません」のお詫びからスタートさせることを心

掛けている。お客様にとっては私がアルバイトであろうとなかろう

とひとりの従業員として話をして来たことに満足し、最後には双方

理解しあえた時、本当の“喜”を感じた。そしてその人と共感するこ

との大切さ、真剣に人の話を聞くことの大切さを学ぶ。（K・T）

10． 「帝京大学へ入学した喜び、そしていい仲間との出会い。」このフレー

ズは５人いたが、一様に“入学”を自分が何か目標をもって一筋に

努力してきたことへの結果としての合格であったと受けとめる謙虚

さ、素直さにある種のさわやかさを感じた。

 “友情”についてはこうも語っている。

一、相談相手としての信頼感を得た喜びは無上であり、真の友情と

いえる。

一、自分の悪い所をきちんと注意してくれる友人こそ大切な友人・

生涯の友人。

11． 最後になるが、前期講義していただいた先生（ex ブラザートム先生、

ヤンキー先生こと義家先生、村上克司先生）との出会い、講義内容

から以下のメッセージがあり、学生諸君の日常に少なからず影響を

与えたことにこのプログラムを組んだ筆者自身、大変満足しており、

今後も更なる強力な講師陣のラインアップに注力してゆきたいと考

える。

一、授業に対する姿勢を考え直し、悔いのない大学生活をしようと

改めて思った。

一、自分の居場所をみつける旅（世界一周）への決断が出来た。

一、人に夢を与えられる人間になりたい。

㊁　小学校・中学校・高校でのクラブ活動は家族・友人・学校を含めて恵

まれた環境の中で思いきり打ちこみ、燃焼し尽した達成感、充足感が感じ

られる。その後の人間形成の礎になっている様子がうかがえる。その熱き

思いが文面からも伝わり思わず筆者の青春にオーバーラップして涙する
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時もあった。彼等のこの大学での更なるリーダーシップに期待したい。

１． インターハイ予選最終戦、全敗の中、周囲からは注目されていない

試合だけど、自分達にとってはかけがえのないはじめての勝利、勝

つ事の喜びを知った。そして今日のこの日の為に自分はラクビーを

やってきたのだと再認識しました。（H・H）

２． 小学校四年から中学三年迄、ハードル競技に全力を注ぎ六年連続優

勝の栄誉をかちとったが、そこで学んだ事は“苦労の先にある喜び

を信じて練習し頑張った結果だと”（O・M）

３． 陸上競技部で練習もつらく遊ぶ時間もなく退部のタイミングを図っ

ていたら、交通事故で二度と競技することが出来なくなった先輩か

らの一言「練習したくても出来ない悔しい思い」を語られ過去の甘

い自分と決別、競技を続け、砲丸投げで都大会ベスト16位に入る成

績を残すことが出来た。（A・H）

４． 県大会に入賞したいという大目標にむかって、小学校・中学校・高

校と練習に明けくれる。練習は自分との戦いであり、その練習を通

して自分にうちかつ厳しさを身につけてくれたのが、陸上競技生活

だった。その結果県大会6位入賞を果し胸いっぱいの感動を味わい

ました。（T・K）

５． 高校最後の試合、応援に来てくれていた父親と初めての握手。小学

校二年から高校三年迄10年以上にわたってサッカーを続けてこら

れたのは家族の支えがあったからこそと痛感。全試合に来てくれて

いた父親に改めて感謝。父親の偉大さを気付かせてくれた瞬間でも

ありました。（A・D）

６． 小学校から高校迄ずっとサッカーをして来た。好きだから続けられ

たが、一番の理由はチームで力をあわせて戦い勝ったときの喜びが

大変気持いいからだ。走ることが嫌いだったけれど勝ちたかったか

ら走った。遊びたかったけどこの喜びを味わいたいので、我慢して

練習した。全て喜びを手にいれるために。（Y・S）

７． サッカー経験がないのに名門女子サッカー部に入部、高校最後の全
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国大会にレギュラーでピッチに立った時の体験と感動。自分の存在

価値とは「誰かに必要とされているのか」「誰かの役に立っているの

か」で決まるものではない。「自分がそこにいたいかどうか」（H・S）

８． 高校からはじめた空手は経験不足で部活もさぼり気味、そんな時先

輩から“勝ち負けにこだわるのは悪くないが「力」だけを求めてやっ

ても意味がない。「内から作り出す精神力」に目をむけて精進しなけ

れば、空手をやる資格がない”といわれ、その後何事にもエンジョ

イしながら前向きに精進する様になりました。毎日が充実していま

す。（I・Y）

９． 前年地区予選で敗退した悔しさをばねに、吹奏楽部は県大会に向け

て必死の練習、コンクール迄一週間をきり、焦り出す部員、上手く

出来ない自分に申し訳なく悔しさで思わず泣き出してしまった。そ

の時先輩からもらった一通の手紙、「結果はどうでもいい、良い演奏

を心がけよう」結果は金賞で初の県大会進出。次もこのメンバーで

出来ると思うと喜びで胸が一杯になった。（K・S）

10． 高校時代、土日なく平日も夜間練習がつづく中で、練習をつらいと

思ったことはありません。それは一緒に頑張っている仲間がいるか

らです。その結果全国マーチング大会で初の金賞をとりました。大

事な宝物として心の中に残っています。

11． マーチングバンドでは毎年全国大会の常連校であったが日本一グラ

ンプリには縁遠かった。卒業の翌年、後輩達は見事グランプリ、本

当の喜びは一瞬でおこるものではなく、辛いことを乗りこえてこそ

獲得出来るもの。後輩そして後輩を育てた自分も含めて総力戦の結

果だったと確信している。（A・T）

12． ４才からはじめたエレクトーン。高三のコンクールでの三位入賞、

本番は一瞬で終わるけど、その為に何十時間も練習に時間を費やし

たおかげで入賞できた。その喜びは頑張ったことへのごほうびだろ

う。（S・N）

13． 小学校の時、死にかけた雀の世話をして、元気にしてあげた。空を
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とべなかった雀が突然、窓の外にとび出し去ってしまったクラス中

の驚きと感動。いなくなった悲しみより、雀の旅立ちへの祝福する

喜びに教室中がみちていた。（T・T）

　その他野球の高校夏の大会予選・全国大会・その他スポーツのそして文

化活動を通しての地区大会、県大会、全国レベルでの輝やかしい戦績・成

果をおさめたメッセージが多数あったが、共通して“努力は報われる、苦

労しなければ喜びもあり得ない、喜びを味わう為にはどんな苦労ものりこ

えられる”信念をもって練習してきたからこそ言える言葉でしょう。燃え

尽きたがゆえの言葉なのか、そんな感動を糧にこれからの人生をたくまし

く生きてほしいと願う次第である。

㊂　芸術鑑賞・スポーツ観戦が存外少なかった。学生達の居住の問題等が

要因の一つにあるのかなあと思うが、それでも、京劇観劇や椎名林檎の

ライブに感動し、ジグソーパズル、＜クリスチャン・ラッセン＞の“虹

のきらめき”の完成等、個性ある感性のメッセージがあった。

㊃　就職決定の喜び

１． 学歴コンプレックスの中で、予備校講師のアルバイトをしているが、

受験に不合格した生徒の母親から「先生ありがとう」の一言と、生

徒の「ありがとう、受験は失敗に終ったが、受験勉強、頑張ったよ、

次の受験も頑張るよ」のメッセージ。生徒とのふれあいを通じて生

徒が徐々に心をひらき、変わってゆく有様に自分の天職を見出す。

（Y・T）

２． 毎日のように企業説明会に出席しながらも、内定がもらえず、焦り

や不安の中で、ある企業の一面接官から「就職活動を本気で考えた

事はあるか」の問いで目から鱗がとれた様に就職活動に真正面から

向かいあい、「就職とは自分にとって何なのか」「何故就職したいの

か」自問自答した結果、一番希望していた会社から内定をもらった

感動は忘れない。

 “自分という人間を知り、色々な人と出会い、結果を出せるよう努力
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し満足のいく結果を出せた時、心の底から喜びがわいて来ました”

（M・T）

３． 度重なる就職試験失敗ですっかり落ち込み精神的に追いつめられて

いく中で、友人の一言「全部落ちたって長い人生の中では、たいし

たことではない」の励ましは以降の就職活動の気力維持に大いに役

立ち、内定をもらった喜び共々友人・家族が真剣に、私を激励して

くれた喜びが大きかった。（I・T）

４． ありのままの自分で勝負した結果の内定通知、小さな会社だけど必

ず大きくなるし、私が大きくさせる。何よりこの会社の一員に来年

からなれることを喜んでいる。（K・K）

㊄　家族・親族に関する“喜”が少ないと感じたのは、筆者が東京生れの東

京育ちで、東京在住の通学圏だったがゆえに、日常生活は家族中心であっ

た偏見なのかも知れない。年に2～3回の帰郷での家族とのふれあいは

非日常的出来事なのだろうが、中味の濃い家族愛あふれる内容であった。

１． 祖母の手術の成功

２． 父の日に兄弟で贈った両親への手紙

３． 姉の薬剤師の国家試験合格

４． 大学合格祈願用にと父親からの菓子プレゼント

５． 甥の誕生

㊅　その他“好きな人へのお弁当作り”と“ラジオからもらった大切なもの”

感動の二編。

１． 「お弁当を作って来てほしい」彼の一言で初めて自分以外の人のた

めに作った料理。「美味しい」と言ってくれた嬉しさ。人の為に何か

をして、その気持ちを汲んでくれる人がいる。私にとっての“喜”は

そんな人が近くにいてくれたこと、その大切さに気づけたことだっ

た。（I・M）

２． ラジオ番組でリスナーがアーティストに電話でメッセージを残す

コーナーがあり、それに採用された時の驚きと喜び。大好きなアー
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ティストから私の将来の夢に対して、「君の将来の夢は表からはみ

えないけれど、立派でかっこいい事、みんなも裏方の仕事をしてい

る人の素晴らしさを知ってほしい。君は今の夢を絶対にあきらめる

な、貫け!応援しているから」感動で涙が出ました。（T・Y）

　次に“怒”について

　今回はレポート提出直前のドイツでのワールドカップ、日本代表の期待

はずれの早々とした敗退に対してのブーイング。同じサッカーファンの筆

者としてはむしろ少なかったなと思った位である。筆者以上に純粋なサッ

カーファンの学生諸君の心暖まる苦言・提言が日本サッカー協会に届いて

くれたらと思わず願う次第である。

　一、ワールドカップ、日本敗退 25％

　二、公衆マナーの悪さ 23％

　三、社会問題（社会・政治・教育） 17％

　四、大学生活 15％

　五、自分自身 9％

　六、マスメディア 8％

　七、家族 3％

㊀　今回の日本代表の敗退についての苦言・提言の多くは

　　　一、精神面で“戦う意識”の欠如

　　　二、プロフェショナリズムの欠如

　　であり、名指しでジーコ監督・柳沢そして川渕サッカー協会会長への

クレームがあった。特にサッカー報道に関するマスメディアへの批判は

手厳しく、テレビ局OBとしてずっしりと重く謙虚にうけとめている。

１． サッカーに関する報道で日本のメディアに対して物申す。緒戦の

オーストラリア戦に対する情報収集に関しても一貫性がなく、甘す

ぎる。戦前は予選突破濃厚であったにも拘らず、現地入りしてから

様子が変わった。強敵オーストラリア、日本危うしである。案の上の

結果になった。次回の南アフリカ大会は予選敗退もある。日本国民
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に日本サッカーの位置付けをしっかり把握させ、サッカーへの認識

が甘くならないよう、メディアの役割は非常に大事である。（K・Y）

２． ポストジーコの代表監督人事について、日本サッカー協会川渕会長

の不用意発言は、自信の責任追求をかわすための意図的発言とも報

道されているが、メディアの公共性など忘れたかのように、オシム

にすぐとびつくマスメディア。若干ジーコに対して評価をした新聞

もあったが大半はオシム、オシム。テレビは唯々視聴率をとること

が使命であるかの如く覗き見的な報道に終始、メディアの報ずるこ

とが本当に正しいのか、その裏に何があり誰が何をするのか、本当

に大事なことは何なのかをもっと考えて視聴者もテレビに向きあっ

てほしい。（B・H）

㊁　公衆マナーの悪さへの怒り

 　車内での携帯電話、シルバーシート、ウォークマン等普通の事が普通

に出来ない大人達、同じ若者同士、そして矛先は子供と一緒の母親、お

ばさん同士の遠慮のない行為の数々、公衆マナーの悪さは全国的にひろ

がる一方、改善される方向が見出せない。今こそ未来の日本を担ってい

く子供たちに“美しい”行為をみせていきたい。（S・O）

㊂　社会問題では社会・政治・教育に関連して、それぞれが大きな怒りと

なって訴えている。

１． 韓国の竹島問題への怒り

 　７月５日、韓国が「竹島」の測量を行なったことにひどい怒りを

おぼえます。日本では島根県の一部としている竹島も韓国では独島

として基地などを立て実行支配しています。戦後日本と韓国が主役

となっている問題が何故おきたかといえば、日本は1951年９月、サ

ンフランシスコ講和条約の中で「済州島、巨文島、欝陵島を含む朝

鮮を放棄する」と国際的な条件の中で宣言しました。しかしここに

竹島は含まれていません。なぜかといえば竹島は第二次大戦中に得

たものではなく、日本古来からの領土である（1905年明治政府が国

際法的に日本の領土にした）からです。しかしGHQはこの島の日本
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の行政権を外しました。そこからが問題です。これを口実に当時の

韓国の大統領・李承晩（イ・スンマン）は海洋主導宣言ライン、通称

「李ライン」を設け、その李ラインの内側にほぼ強引に、竹島を入れ

てしまったのです。今も残る竹島問題はここからはじまったとされ

ます。日本がこういえば、韓国はああいう、そういう状態が何十年

と続いているのです。「世界を一つにしようよ」としているこの時代

に非常に小さい事であり、子供の喧嘩の様に思えますが、日本側に

は今迄犠牲が多すぎました。（韓国が主張する領土侵犯として多く

の日本人が拿捕または銃殺されて来ました。）私は韓国の本を読み、

韓国映画をよく観ます。それだけ韓国が好きだからです。もっとこ

の国を愛せるようになりたい。私は早くこの問題が平和的解決する

ように願う次第です。しかし先日の韓国の対応をみると遠い未来の

話になってしまいそうな気がして残念です。（K・R）

２． 北朝鮮のミサイル問題への怒り

 　７月５日、朝鮮民主主義人民共和国（以下北朝鮮）は、日本近海に

開発中のミサイルを発射した。８年前にもミサイルを発射したが、

今回で２度目である。このミサイル発射は我国の「平和」と「安全」

を脅かすものである。隣の国でミサイル開発し、日々軍備拡張を行

なっていれば不安になる。日本だけではない。世界中に“恐怖”と“不

安”を与えている。なぜなら北朝鮮はミサイル開発にとどまらず、

核開発も行なっているからだ。ミサイル開発と核開発、この両方を

合わせ完成させれば、核ミサイルが出来る。実際日本を射程圏内に

おさめる核ミサイルを北朝鮮は保有している。今回発射されたミサ

イルが完成した場合、アメリカのハワイ迄ミサイルは届くことにな

る。自分の国がミサイルの射程圏内に入るとわかれば不安にならな

い国など存在しないであろう。

 　北朝鮮は何故そこ迄軍備拡張・開発を行なうのか、北朝鮮の一般

国民は電気もまともに使えず、食物に困り餓死する人もいるそうだ。

国民に目をむけず軍備拡張・開発ばかり行ない、私達や世界に不安
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と恐怖を与える。私はそんな北朝鮮の不安や恐怖を与える行動や国

民に対する姿勢にとても“怒”を感じている。日本は太平洋戦争で敗

れ軍国主義が崩壊したが、北朝鮮も同じ道を歩む可能性があると思

う。しかし今は昔と違い、核兵器が当り前の様に存在する。一瞬で

世界を破滅に導くことが出来る。私は北朝鮮がそのような暴挙に出

ないことを祈りながら、これからもその態度や行動に怒りを感じ続

けていくのであろう。（M・U）

３． いじめ問題への怒り

 　小学校五年、海外の日本人学校から帰国して転校して間もなく、

クラスで浮いた存在になりいじめにあった。海外にいたというのに、

その言語がまるで話せないということと、少し生意気だということ

らしい。いじめが続いたある日、大切にしていたおもちゃを壊され

た。そのいじめっ子に壊した理由を聞き弁償してくれるよう頼むつ

もりが、話をしている間につい手が出て殴ってしまった。学校から

も家族からも注意をうけたが、何故かその後いじめはなくなり、学

校にも慣れた。私のいじめは軽かった。（H・T）

4． 凶悪殺人事件への怒り

Ａ 最近凶悪な少年犯罪のニュースが多い。自分勝手な理由で人一

人殺してしまったのに、少年だからといって余りにも罪が軽い

ように思う。残された遺族は心に深い悲しみや苦しみや怒りを

かかえて生きていかなければならないのに、加害者の少年は刑

を終えてのうのうと生きているのは余りに不公平すぎる。いか

に少年とはいえ、更生の可能性があるとはいえ、人一人これか

らの人生を理不尽に奪ってしまえば極刑は当然だと思う。この

国に終身刑がないのも問題だと考える。（M・Y）

Ｂ 殺人は四人まで殺さないと例外を除いては死刑にならないと

言っていたが、本当におかしな話だ。自分が思うに人を殺した

奴に生きる権利などないと思う。死刑を通告されると反省する

とか、もう手遅れなのだ。（H・K）
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Ｃ 少年法の改正を望む。今の少年法は古すぎる。少年法で守られ

ているから例外を除いて、死刑にはならないと思っているのだ

ろう。少年達はいとも簡単に殺人を犯してしまう。殺された人

の家族の事を考えると、自分迄腹が立ってくる。再生の余地が

あるとか言って無期懲役になったりするが、本当におかしい。

殺人を犯した奴にチャンスなんかいらないのだ。死んで償うし

かないのだ。死刑になったからといって残った家族の傷が癒え

るわけではないが、殺した奴が生きて刑が終れば出てきて、普

通に生活しているよりは数倍いいと思う。（H・K）

Ｄ 「広島女児殺害事件」の判決について、７月４日、無期懲役が

犯人であるトレス・ヤギ被告に言い渡された。ヤギ被告は「神

様に感謝します」「女の子を殺す気はなかった」と叫んだといい

ます。私は裁判長の「計画性がなく、衝動的犯行で前科も認め

られず、死刑には疑念が残る」と、死刑を回避した理由をのべ

たことに大きな憤りを感じた。ヤギ被告は母国であるペルーで

も、過去に性的暴行を少女に加えていた。「一人しか殺害され

ていないので死刑は妥当ではない」という裁判長の判決理由に

も納得出来ない。過去の最高裁判決で殺害された被害者の数を

考慮するとした基準などから決めた様だが、一人の命は大切な

ものであるし人数は関係ないと思う。日本の死刑制度には賛否

両論あるが、もっと積極的に死刑をとり入れるべきであると思

う。（A・K）

㊃　大学生活での怒りの事例

１． ガス会社の料金二重引落し事件

２． 強引な新聞勧誘

３． 帝京大学の駐車場の値上げ

４． 学食で自分のゴミを片付けない学生

５． 帝京大学構内での自転車盗難事件への学校及び警察の対応

６． 学内でのホストクラブのスカウト勧誘行為
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７． 代返依頼

８． ガムやつばを道の真中に吐く人

９． アルバイト先での仲間の身勝手さ

10． 人にぶつかっても謝らない人

11． タバコやゴミのポイ捨て

12． 車がこないからといって赤信号を渡る人

㊄　怒りの矛先を自分自身というのは悩める大学生活の一つの象徴である。

1．間違った事をした人に対してきちんと注意の出来る人間でありたい

2．人を許せる心の広い人間でありたい

3．訳もなく怒っている自分

4．姉の自殺未遂を阻止出来なかった自責の念

㊅　マスメディアへの怒りは予想はされていたが数が少なかった。しかし

的を得た内容のある、手厳しい秀作があった。

１． マスメディアの今

 　新しいニュース番組のキャスターに芸能人を起用する番組が増え

た。苦しそうな面持ちで痛ましい事件を説明し、楽しむべき情報を

声高に説明する。とうとう司会の芸能人が「こいつは悪い奴ですね」

といいはじめる。昔のニュース番組は唯、淡々とニュースを伝える

だけで決して価値観を押しつけてこなかった。さもメディアが価値

観を決定しているような錯覚におちいる。価値観は我々自身が培っ

ていかなければならない。その為に情報発信のマスコミが存在して

いるのだから。（A・K）

２． 最近のマスメディアのあり方

 　大衆に受けやすく善悪の分別もつかず、弱きを辱め強きを貶す。

一昔前の週刊誌以下の下劣な報道とも呼べるワイドショーになりさ

がった報道番組。相次ぐ不祥事、繰り返される捏造と誠意のない謝

罪、他人に厳しく自分に甘い。利権や権益のためなら、事実も真実

も良心のかけらも無く、捻じまげ消し去る。公正中立なはずのテレ

ビ番組に登場するのは片方の側面しかもたない評論家達。奇異をて
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らった発言で世論の関心を買おうと他人を貶めることをなんとも

思っていない司会者、評論家、タレント、芸能人。

 　新聞は悪戯に不安を煽り、危険や孤立を宜伝し、その影に隠れる

ように「思想」や「宗教」が顔を出す。芸能人が「政治」が流行と知れば、

芸もなにもかなぐり捨てて、面白半分に政治を茶化す。専門家など

名ばかりの専門家達。

　 　犯罪被害者や加害者の家族に押しよせる報道陣、被災地に押し寄

せた報道陣たちがどれだけ被災者たちの心を逆撫でしたか、どれだ

け傷つけたか、人の庭に、家に土足で押入り被災者にカメラを向けて

「どうですか？」とマイクを突きつけるのです。そして誰もがその事

実を報道していない事実こそが、なにより私を憤りに駆りたてます。

 　週刊誌等の電車の中吊り広告は人の興味を引こう引こうと、ある

ことないことかまわず書きたてる。まるで自分が正義の味方だとも、

国民、被害者の代表だとでも言わん限りの横柄な態度で記者会見に

のぞむ記者。

 　テレビはどこの局も「自分達こそが世論」であると喧伝する。「テ

レビ」が伝える事こそ「国民の声」なのだと。「正しい」と思える事

を「正しい」と判断するかどうかなんて、事実を知った我々国民一

人一人が考え、我々国民一人一人が答えを得るものではないでしょ

うか。（I・Y）

㊆　家族に関する怒り

１． 子供の名前の付け方の出鱈目さ

２． 身勝手な姉の上京とつきあわされた３日間

　喜怒哀楽の“喜”についで22％あった“哀”は、内容は圧倒的に別れで

あった。各種各様色々な形での別れの中で、最も悲しい永遠の別れ“死”

について、家族であろうと、友人であろうとそして家族同様の犬や猫であ

ろうと一番つらい感情であったと拝察する。生を受けた以上必ず直面する

テーマだが、人間の尊厳の部分にふれ、考えさせられる重たい現実だ。偶
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然だが筆者も９月に母を亡くし、95才とはいえ、延命を含めて医師と相

当話し合った記憶がある。あらためて死について色々考えさせられた３ヶ

月だった。

一、死（家族・友人・愛犬他） 44％

二、ワールドカップ関連 13％

三、別れ 12％

四、高校時代の部活 7％

五、大学生活 7％

六、社会問題（政治・社会・教育） 7％

七、自分自身 5％

八、スポーツ・芸能 5％

㊀　年令的なめぐり合わせなのだろうか、祖父母の死が17％その他親族・

友人・身近な人合せて38％の学生が死と直面している。

１． 友人のお母さんの死

　 　母の死にあった気丈な友人は“自立するチャンス”をくれたのだ

と毅然としていましたが、両親が健在な自分にとって、家族や友人

とすごしている当り前のような今の生活を大切にしていきたいと改

めて思った。（I・A）

２． 祖父の死

　 　日々の生活の中で人を思いやったり、気遣ったりすることは簡単

なことではないでしょうか。人々が支えあうことによって生れる感

謝の念で、お互いに幸せを感じ、その一つ一つの幸せが後悔を半減

させて行くのだと思います。後悔しているから悲しんだと。もっと

前を向いて歩きましょう。これからは家族・友人・今後出会う様々

な人々との出会いを大切にしてゆこうと決心しました。祖父の死は

悲しくショックな出来事でしたが、いつ迄も気持ちがひきずられな

いようにあえて自分にいいきかせています。（S・M）

３． 親類の死

 　哀しみは受け入れなくてはならない。きっとなくなった故人も
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ずっと悲しんでいること望まない。自分をずっと見守ってくれてい

ると信じているからこれ以上くよくよするのはやめよう。

４． 親友の死

 　余りのショックだったが、“人の価値は死んだ時に泣いた人の数

でわかる”といっている。若くして亡くなった友への惜別の辞なの

だろう。号泣の声が絶えなかった。（M・D）

５． 橋本元首相の現役時代の業績を面々とつづりほめたたえ評価し、そ

の死を悔む学生がいた。橋本元首相も草葉の蔭からさぞかし喜こん

でいらっしゃる事でしょう。

㊁　ドイツでのワールドカップ、日本代表敗退は“怒”を通りこしての哀し

みに代っている。共通の要望は、“敗退を糧として、精神面を強化し運に

左右されない実力を身につけてほしい”

１． 日本の敗退

２． ジダンの退場

３． 中田英寿の引退

４． マスコミの情報操作

㊂　会えば必ず別れがあるのだとわりきるのも大事、純粋無垢な帝京大学

学生の一面をみた。

１． 高校時代の親友との疎遠からくる別れ

２． 大学生活でのサークル仲間・留学時代・アルバイト先

３． 恋人

㊃　高校時代の部活での哀しみは、スポーツを通しての不出場・敗退の悔

しさ（ボクシング・陸上競技・ラクビー・野球）だが、一方で全力を出しきっ

た結果なのだから、その達成感を“喜”にかえている学生もいる。

　　スポーツは喜怒哀楽全ての感情を体験する。特に積み重ねた練習の成

果としての“喜”は当然だが、そこには“怒”“哀”“楽”が自然の形で演

出されている。一人の高校生の壮絶な戦いには心うたれるものがあった。

 

　　“2001年秋、私はマットにうずくまった。起きると大量の鼻血がタン
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クトップにつき、頭がボーとして沢山の歓声が聞える。何が起きたのか

理解出来ない。その瞬間レフリーが手を交差し「ああ負けたのだ」と思っ

た。県新人戦ライト級2位、新聞にも載り表彰もされた。唯私にとって

は優勝以外意味をもたなかった。とても悔しくて初めて試合に負けて涙

が出た。決してなめていたわけではない。試合に対する考えとか、ゲー

ム運びが甘かった。どこかきれいに決めてしまおうという思いがあった。

どんなに泥臭くてもかっこう悪くてもいいから勝たなければ意味がな

い。それが勝負の世界だ。今迄以上に練習をした。徹底的に肉体をいじ

めまくった。練習試合でも手を抜かず、格下相手でも本気でぶつかった。

　　高校三年最後の大会の１週間前、突然の激痛、翌日病院で“椎間板ヘ

ルニア”の宣告、目の前が真暗になった。我ボクシング人生は終った。

何てあっけない終りだったのだろう。印象的な監督の温かい言葉で勇気

づけられ、ボクシングをやめた今、やっとその意味の大きさ、深さが理

解出来た。

 　「ボクシングをやって来たことは、決して無駄ではない。こんなにも

つらい練習を３年間続けられたのだから、これ以上ののりこえられない

辛い事なんてない」”（W・A）

㊄　大学生活の“哀”について、ある授業のレベルの低さを指摘された。そ

れは実は私の授業なので特に明記して後学の為のメッセージとして書き

とどめたい。ヤンキー先生こと義家先生を講師としてお招きした時のあ

る出来事についてである。

 　このテレビとエンターテイメントの授業は毎回のことながら遅刻者は

堂々と出席カードをもらいに来る始末だし私語が多い。それに対し阿部先

生は余り大きなアクションを起さず放置して来たと感じる。実際真面目に

授業を聞いている学生や招いた講師の方が集中できない。そして何より講

師の先生に失礼なので厳しく注意或いは退出させてほしいと感じていた。

これは当然の事ながら阿部先生の役目である。それなのに講師として招い

た方に怒鳴られるとは非常に残念で情なく悲しかった。そして一般マナー
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について怒鳴られそれ自体が授業として成立っていることが悔しかった。

阿部先生が以前から厳しく注意等をしていればああいう事態は免れたと

思うし、もっと有意義な授業になった事だろう（O・Y）

 と私への辛辣な御意見を頂戴し、猛省した。前期は御指摘の様に出席に

ついても授業態度もあえて注意しなかった。出席については出席カード

を出して講義を聞かない学生は自らの権利を放棄しているのであり、判

断は学生に委ねるという基本方針で臨んでいた。唯授業中の私語、帽子

着用については真面目な学生の迷惑になると思い、チェックはしていた

つもりだったが、指摘の甘さがあったことは反省している。

㊅　北朝鮮のミサイル問題は“怒”のコーナーで激しく弾糾したが、それ

に関連した行為が一方で憂い悲しむ現実となっている。

１． 先日北朝鮮がミサイルを発射したというニュースが日本中を駆け

巡った。一部韓国政府のような日本の対応を批判する意見もあった

が一方日本人による朝鮮学校への嫌がらせが以前の10倍起きるよ

うになり、深刻な問題となっている。脅迫電話、無言電話、中傷メー

ルなどの他、生徒が歩道で殴られる暴行事件等113件にもあがり、

この事実に愕然とし哀しい心境になった。

　 今回のミサイル問題は国際社会において厳しく追求されなければ

ならない問題だが在日朝鮮人や北朝鮮の一般市民がミサイルを撃っ

たり核開発したり、又は拉致をしただろうか、全ては金正日を頂点

とする北朝鮮のトップが企ていることだ。北朝鮮という同じ国籍を

もっている者を一つの枠に括って偏見に縛られて非人道的行為を行

なう。人権を侵害する。そんなことが許されていいはずがない。加え

て学生という社会的に弱い立場にある者を狙うというのも非常に冷

酷で哀しい行為である。日本人の立場からいえばこの行為は世界か

ら日本の信頼を奪い何より国辱している行為に他ならない。（M・J）

２． 私が哀しく思うのは人間そのものです。いまだに世界中で戦争がた

えず、ミサイル発射などの人間同士の戦いの現状があります。一つ

間違えば生命全てをも滅ぼすものを作り、軍事力で力を見せつける
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行為に大きな疑問をもちます。人は決して一人では生きていけず、

まして一人では何も出来ません。直接的でなくても間接的にどこか

で誰かに支えられて生きています。様々な国の協力があってこそ今

の日本が成り立っているのです。世界中の国が核やミサイルなどを

捨て話し合いによって物事を解決するべきだと思います。しかしそ

う簡単にはいかないのが現状です。人間はこの先も子孫を残してゆ

きます。私達は未来に生きる人々に生命の大切さや奇跡的な出会い

に感謝する気持ち、人を思いあう気持ちそして何よりも人に支えら

れて自分は生かされているという事を伝えていかなければなりませ

ん。いつの日か同じ人間同士で殺し合うことがないよう祈るばかり

です。（T・S）

３． 小学生の頃の話です。私は一人ッ子で、男の子の遊びが好きでした。

いつしか男の輪の中におり、女の子からは仲間はずれにされていま

した。ある夏の日、女の子が集まってプールに行く計画をたててい

ました。私はその場にいたので当然誘われると思っていましたが、

リーダー的存在の女の子が他の子の誘い「Tちゃんも行く？」に対

し「Tちゃんはダメ」とはずされてしまいました。一番“哀”を感じ

た瞬間でしたが、その辛いことも乗りこえて私を強くしてくれた瞬

間でもあります。（M・T）

㊆　自分自身への怒りであり哀しみは、自己嫌悪である。

１． 障害児の弟の存在を隠そうとしていた自分

２． 友人への暴言

３． 激怒した友人の罵声

㊇　芸能・スポーツに関連しての哀しみ

１． かつて一世を風靡した芸能人たちの凋落

２． 憧れのプロ野球、かつての不滅のチャンピオンの“栄光の読売ジャ

イアンツ”の目をおおいたくなる凋落。

３． 映画の深さ、メッセージは時に人生をも変えてしまう程のインパ

クトがあるといわれていますが、最後の哀は鑑賞した映画の内容が
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“哀”で、帝京大学の一人の若者の人生を大きく変えてしまった物語

として紹介したいと思います。

 “映画のタイトルは「死ぬまでにしたい10のこと」（洋題 MY LIFE 

WHITOJT ME）その内容はある若い女性が医者から死を告げられ

て悩み葛藤した上で、残り限られた人生をどうすごそうかと決めて

生きてゆく物語です。大学に入ってテレビ業界を目指して勉強して

いましたが、この映画を観て生と死に直接関わって少しでも困って

いる人の役に立ちたいと思い看護師を目指すことにしました。三年

の後期迄に単位をとり終えて四年から専門学校に通おうと思い、今

バイトで授業費をためています。”（W・H）

　最後の“楽”はいかに帝京大学の学生諸君が、学生生活を謳歌している

か、数字に反映している。“楽”の70％強が部活・サークル活動はじめ多

種多様なキャンパス・ライフをエンジョイしている。

一、大学生活 70％

 部活・サークル活動・旅行・アルバイト・映画音楽鑑賞・イベント。

スポーツ観戦・留学・バイク・検定試験・ディズニーランド

二、小学校・中学校・高校時代の仲間との再会・思い出 12％

三、ワールドカップ 8％

四、就職活動 2％

五、その他 8％

㊀１． 今迄で一番楽しいと感じているのは、大学に入ってからの４年間で

す。入学した一年の春に出会った一人の友人の影響で今日の自分が

あると思う。数々教えてもらった中で、今もラグナロクオンライン

というオンラインゲームは自分の世界を大きくしてくれている。こ

れはロールプレイングゲームなのだが、通常のロールプレイング

ゲームの様な悪と称される何かを倒して終了というものではなく、

イベントや戦いを実在の人間と行なうゲームで、特に終りはない。

（N・D）
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２． 大学に入って“夢”を忘れていた。あっという間の四年生、違和感

を感じながらスーツを着て電車に揺られ興味のない会社に自分をア

ピールする。こんな状態で一生の仕事を決めることは私には出来な

い。そんな事で社会に出てしまったら、きっと毎日に追われ夢なん

て忘れてしまいそうだ。「いずれは…」なんて生き方をごまかして生

きるのはむずかしい。しかし私は途中で気づいた。企業だけが仕事

ではない。私の求めているのは別にあったのだと確信する。それは

音楽と写真であった。両親、友人様々な人に心配をかけるが、自分

の信じた道を行く。一番最初に描いた夢を忘れない為に本当の人生

を楽しむために。（K・Y）

３． 東京ディズニーランドを４年ぶりに訪れ心から楽しめた思い出

 　そこはディズニーランドという一つの国が存在しているように

思えた。建物一つ一つが来場者を日常から非日常へ、従業員の徹底

した接客はディズニーランドという世界を作り出し、来場した私達

を一日楽しませることだけを考えている世界だ。園内を歩くと、ご

み一つ落ちていない。ATMも街にとけこむような建物に入ってい

て探すのに困難だった。そしてこのディズニーランドという世界を

作っているのは“スタッフ”という存在がいるからこそ成りたって

いるのだ。スタッフが世界の住人になり、お客様を楽しませたいと

いう心がないと出来ないのではないだろうか。奥の深いエンターテ

イメントである。（K・M）

㊁　小学校六年のクラスでの卒業を祝う会で、笑いとダンスをとり入れた

“ツンデレラ”という劇をするために、V6の踊りをビデオに録画し観な

がら覚え、自分達で考えたストーリーや台詞を覚えみんなの前で披露で

きた時、今迄で一番楽しかった時です。（F・S）

㊂　就職活動という短かい期間に多くの社会人、就活仲間と出会う機会に

恵まれ、人との出会いを通してたくさんの事を学べた。又自己分析する

ことで新たな自分を知る事ができたからである。新卒という枠での就職

活動は一度きり、私にとっては刺激的な悔いのない楽しい就活となりま
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した。（T・T）

　以上300名の経済学部・法学部・文学部の八王子キャンパスに在籍する

学生のレポートの抜粋なので、凝縮された帝京大学の健全な生活感情とそ

の実態が表現されているといっても過言ではないと確信している。あらた

めてこの学生達との出会い、そしてこの機会を作っていただいた冲永学主

に感謝する次第です。


