埼玉平成高等学校 講演

「テレビも悩む日本語」
－テレビに携わるすべての人には、正しい日本語を視聴者に届ける義務がある－
講師

株式会社ジェイアソシエイツ

プロデューサー

河本和美氏

埼玉平成高等学校は、“ 人と人とをつなぐ言葉を適切に使い、人前で自分の考
えをきちんと伝えることのできる、優れたプレゼンテーション能力をもつ人間
を育てたい ” ということで、日々の指導の中に「言葉の時間」を設けて日本語
と英語の二か国語を磨き、日本語検定・英語検定に取り組む学習を行っている。
目指すは、言葉に強い生徒の育成。年に一度開講される「言葉の教育」講演会
には、今年も中学生を含む千百名が受講。講師は、バイタリティー溢れる行動
力で人生を切り開き、日本語検定１級保持者でもある、株式会社ジェイアソシ
エイツ プロデューサーの河本和美氏。

日本語に関心を持つことが、

なりたい自分を追い求めていま

テレビ番組は、ネタ探しに始

皆さんの “ これから ” にどれほ

した。ところが、東京に出ても

まり、関連する情報を集め、集

ど良いことをもたらすのか。そ

ダンサーだけで食べていけるは

めた情報を元に企画を立てて具

して、私が携わっているテレビ

ずもなく、アルバイトをする中

現化する。私は、ネタを探し出

の仕事、今の仕事に就くまでの

で辿り着いたのがテレビのバラ

すリサーチャーという仕事から

プロセスをお伝えすることで、

エティー番組を作る制作会社

制作の仕事を経て、現職のプロ

皆さんの今後の人生にちょっと

だったのです。

デューサーになりました。番組

でもプラスになれば、という思

のエンドロールの一番最後に名

いを込めて話します。

それまで、テレビの仕事をし

前が出るのが、プロデューサー。

たいなんてまったく思ってな

つまり、番組の全責任を背負う

かった。ただ、ダンスの仕事や

仕事です。ですから、番組に関

アルバイトをしていても、
「今

するトラブルが起これば、当然、

まず、自己紹介から。広島県

の私は本当の私じゃない」と満

私が謝りに行く。だからこそ、

呉市の出身で、地元の中学、高

たされない虚無感を抱えていま

番組の内容はもちろん、流す日

校を卒業し、広島大学の教育学

した。ところが、テレビの仕事

本語にも厳重なチェックが欠か

部に入学。卒業後、
「体育の先

に就いてみると、徹夜続きで大

せないのです。

生になりたい」という中学生か

変な仕事にも関わらず、
「これ

らの夢を叶えるべく、高校の体

が私の天職だ！」と思えたので

日本語のレベルを測る

育教師になりました。夢は叶え

す。自分がやりたかった、これ

唯一の検定試験が日本語検定

たものの、「ダンサーになりた

こそ自分らしく居られる場所。

バラエティー番組は、番組に

い」という新たな夢に突き動か

そういう仕事に出会えた私は、

もよりますが、大抵の場合、構

され、先生を辞めて上京。その

とても幸運だったと思っていま

成作家やディレクターが台本、

頃の私は、自分の欲望のままに、

す。

ＡＤ（アシスタント ディレク

「天職」は自らの好奇心が
導いてくれる
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ター）がカンペ（進行台本の内

本語力を明確に示す基準はない

容を、出演者が現場で確認しな

かと、インターネットで必死に

がら喋るための紙）
、スーパー

探したのですが見つからない。

テロップ（画面下等に表示され

外国人用の日本語の試験はある

る文字）を作ります。カンペに

のに、日本人が受けられる日本

間違った日本語が書かれている

語検定はありませんでした。諦

と、司会者や出演者はそのまま

めかけていたところ、たまたま

発言してしまうことがあるし、

友人から、知人が日本語検定を

スーパーテロップなども間違い

立ち上げたので受けてみないか

私が言うのもおかしな話です

がないようディレクターやプロ

と声がかかったのです。もちろ

が、テレビを見ながら間違い探

デューサーがチェックするので

ん、すぐに申し込みましたよ。

しをすることをお勧めします。

す。ところが、チェックしてい

3 級、2 級まではすんなりいき

頭の体操にもなりますよ（笑）
。

る人が日本語のスペシャリスト

ましたが、１級は難関。多忙な

たとえば、
「みぞれ混じりの雨」

かというと、そうではない。日

仕事の合間を縫っての勉強で何

と言う人がいますが、
「みぞれ」

本語をきちんと勉強している人

年もかかりました。毎回、四字

はすでに雨と混ざった状態です

はほぼいません。日本では、テ

熟語で落とされていたので、試

から、
「みぞれ混じりの雨」は

レビの仕事に就くのに何の資格

験前は四字熟語ばっかり覚えて

間違い。「みぞれ」は「みぞれ」
。

もいらないから誰でもなれま

いた記憶があります（笑）。

残念ながら、放送する前にすべ
てを正しい日本語にできるかと

す。一方で、そういう人たちが
テレビを作るわけですから間違

影響力のあるテレビに関わる

いうと、厳しいのが現状です。

いも多い。そうした危惧もあり、

制作者は日本語を磨くべき

ですから、テレビを見ている皆

私は正しい日本語を身につけた

タレントさんやナレーターさ

さんが、
「今の日本語はおかし

いと、日本語検定 1 級を取得し

んの日本語を訂正すると、嫌な

いな」と思ったら辞書で引いて

ました。

顔をされる方もいらっしゃいま

みる、鵜呑みにしない。そんな

す。そこで、「日本語検定 1 級

視点を持って、言葉の勉強に役

なんですよ」と自慢にならない

立ててほしいのです。

一時期、某テレビ局で仕事を
していたのですが、制作会社の

よう、やんわりと言うのですが、

作品をチェックする際に、制作

説得力はありますね。言葉に強

会社の人から「なんで、河本さ

いっていうのは、もの凄い強み。

間力は格段に上がります。将棋

んに日本語をチェックされなく

言葉に対しての文句は言われな

の藤井聡太七段（2018 年現在）

ちゃいけないんですか」と言わ

いし、日本語はあの人に任せて

が良い例。20 連勝した際、「僥

れたことがありました。もちろ

おけば大丈夫っていう太鼓判を

倖としか言いようがない」とコ

ん、「国語が得意だから」なん

押される。周りの人が持たない

メントしました。思いがけず幸

て言えるはずもなく、自分の日

スキルだからこそ、より力を発

福に合うという意味ですが、実

揮します。個人的には、テレビ

は、私も日本語検定のテキスト

の演出に関わる人はすべて、日

では見たことはありましたが覚

本語のスペシャリストになるべ

えていませんでした。また、
「実

きだと思っているんです。なぜ

力からすると望外の結果」と

なら、テレビの影響力は大きい。

も。望外（望んだ以上に凄いこ

正しい日本語を視聴者へ届ける

と）なんて言葉、とっさに出ま

使命があります。

すか？
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彼の話し方だけで、
「この人

皆さんも、周りから「無理だ」、

事できるのに。あんなに即戦力

は頭がいいな」
、
「賢いな」と思

「辞めた方がいいよ」と言われ

になる子いないのに。パッと見

われる。ここにいるみなさんも、

ても、本当にやりたかったら自

は派手じゃないし、堅実でおと

言葉を覚えて正しく話すだけで

分を貫いてください。前例がな

なしい感じだからなのか、初対

賢く見えるんです。誰にでもで

ければ、自分が前例になればい

面の面接では認めてもらえな

きることだと思いませんか。

い。私が受験で身につけた教訓

い。全部落とされた彼女は、
「私

は、後の人生にも生きています。

はほんとにダメな人間だ」って

どんな状況でも諦めるな！

仕事で、
「今までそんな企画やっ

泣いてました。私は「絶対そん

諦めなければ道は開ける

たことない」って言われても、

なことはない。面接であなたの

問題を１つずつクリアして形に

良さが伝わらなかっただけ」と

する。諦めなければできる！

声をかけましたが、それは単に

今日皆さんに一番伝えたかっ
たこと。それは、
「何があって
も諦めない！」ということです。
2 つの実例を紹介します。まず

だから、皆さんも諦めないで
ほしいんです。

慰めたのではなく、彼女の実力
を認めていたからです。案の定、

は、私自身の話から。最初の自

彼女は今や引く手あまたで、紹

己紹介で、広島大学卒と言いま

さて、大学でテレビ作りの講

したが、最初の受験は失敗しま

義をすると、何人もの学生がア

した。それまでの人生では、全

ルバイトの相談に来ます。その

くミスしたことなかったので、

中でも一番熱心だった大学 4 年

皆さんも、将来、就職活動で

人生初の挫折を経験しました。

生の話。私のアシスタントとし

落ち込んでしまうような状況に

浪人を許さない親でしたから、

てロケにも連れて行きました

なることがあるかもしれませ

体育科のある岡山の短大へ行き

が、 大 学 4 年 生 な の に 仕 事 が

ん。その時は、「たまたま面接

ましたが、広島大学を諦められ

で き る。 こ れ ま で 100 人 以 上

官が私の魅力を解ってくれな

なかった。過去にもその短大か

の AD を採用しましたが、彼女

かったんだ」
、
「僕の長所に気づ

ら挑戦した人はいましたが、受

はその中でも抜群に仕事ができ

いてくれなかったんだ」と思っ

かった人はゼロ。先生からも無

た。タレントさんやヘアメイク

て、胸を張って前に進んでくだ

理だと言われました。でも、私

さんも、
「学生なの ?」って驚く

さい。決して、「自分なんてダ

はこう思いました。
「受かった

くらい。彼女はマネージャー志

メなんだ」なんて思わないで。

人がゼロなら、私が初めての人

望でしたから、大手のマネージ

諦めずに頑張ってくださいね！

になろう！」と。無我夢中で勉

メント会社を何社も受けたので

強して受けた結果、合格！

すが、全部落ちたんですよ。仕
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介する先々で、
「ぜひ、うちに、
うちに」と声がかかります。
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