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―NHK『中学生日記』の制作過程を例に― 
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1．はじめに 
1．1 研究の背景、目的と視点 

『中学生日記』は、前身にあたる『中学生次郎』に遡ると 50 年の歴史を有する日本放送協会

（以降 NHK と表記する）の名古屋放送局制作の教育番組である1。同番組と名古屋市民との緊

密な関係は、新聞や雑誌記事の中でしばしば語られる。例えば、プロデューサーの市川克美は

「中学生日記が 37 年間続いた訳もこの放送局と視聴者の近さ（原注：東京に比べてという意味

ですが）にある」と述べている2。ただし、こうした関係を考察し、テレビ史において位置づけ

る試みはまだ存在しない。本稿の目的は、NHK『中学生日記』制作班とコミュニティ（地域社

会）との相互作用について検討し、戦後 NHK 研究に新たな視点を提供することにある。 

民放ローカル局やコミュニティ FM といった地域メディアの報道・番組制作実践に着目する

研究は数多く存在する3。地域発、かつ地域向けの放送は、地域の住民に対してどのような立場

を取っており、コミュニティにどのように貢献しているのかに関する検討は、盛んになされて

きた。また、NHK 地域放送局の実践および、地域との関係性に対する考察は、次の加藤裕治等

による研究が見られる4。加藤等は、NHK 地方局に配置された農事番組担当者と地域との相互

関係および、その関係のなかで番組が制作され、彼らの放送人としてのアイデンティティが形

成されることに着目している5。以上のように、放送局と地域との関係を考察する多くの先行研

究では、制作者の意図と能動性のみが強調されている。積極的にテレビ制作に関わろうとする

地域の人の存在と、彼らが制作に影響を及ぼす方式への詳細な考察が欠けているため、まだ検

討の余地がある。 

NHK 名古屋放送局制作の全国中継番組『中学生日記』の制作プロセスと、それをめぐる人脈

の分析は NHK と地域との関係を考察するうえでもう一つの側面を提供できるだろう。その理

由は 2 つある。まず、前述のように、名古屋放送局と名古屋市民とは緊密な関係にあったから

だ。また、『中学生日記』の地域性を議論する際に、放送局と制作側の取り組みだけでなく、放

送局側の行動に影響を及ぼす地域社会の能動性をも視野に入れる必要があると考えるからだ。

NHK 制作局の青少年・教育番組部では、「子どもや青少年の心身の健全な発達に資する」とい

う方針が長く存在する6。その内実はともかく、『中学生日記』の制作班の公式的な狙いも、こ

の方針と大まかに一致して、中学生の実態把握と中学生への応援にある。同番組制作班の人員

構成に関しては、NHK の青少年番組や教育番組制作、ドラマ制作の専門家が中心となり、ジョ
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ブ・ローテーション制度の存在のため、前記の狙いは制作者内部で共有されつづけたと考えら

れる。一方、次章から詳述するが、中学校や中学生への取材を重視するという制作手法を取っ

た『中学生日記』は、実際に名古屋地区の人々に依存していた。また、番組に積極的に関わろ

うとする名古屋市民、とりわけ教育関係者と演劇関係者も多く存在することが確認できる。つ

まり、本研究の問題関心は、中学生の実態把握と中学生への応援という目標を背負った『中学

生日記』の制作班が、『中学生日記』を制作する過程で名古屋市民とどのように関わり合い、ま

たその関係が同番組にどのような影響をもたらしたのかを明らかにすることにある。 

また、『中学生日記』は 2002 年度まで、同時代の主流言説の中でほとんど考慮されなかった

教師の立場を物語の中に包摂したことが、ストーリーの分析を通じてすでに指摘されている7。

だが、こうした特徴がなぜ、どのように NHK の番組制作班によって維持されていたのかとい

う問題への考察はまだ不十分だと言える。学校や教師の立場を取り込むことは、『中学生日記』

の制作者の本来の意図ではなかったはずであるからだ。こうした背景を踏まえれば、制作班と

地域社会との関係性の解明という本稿の作業は、上記の問題への検討にもつながる。 

研究の視点に関しては、本稿では、制度論（institutional theory）という、Selznick のテネシー

川流域開発公社（TVA）の研究をはじめとする組織研究でしばしば使われる視点に倣う8。

Selznick の研究は、組織と環境との相互作用の過程において生じる「意図せざる結果」

（unintended consequence）を主題としたものであり、組織の生き残るための手段として、その

リーダーシップ構造に新しい要素を吸収するプロセスを〔coöptation〕という概念として提起し

た。TVA が地域団体の勢力などを取り込んだ結果、彼らの利害が TVA の政策決定に反映され

ることとなり、政策が次第にニュー・ディール的原則から遠ざかる結果となった過程が描き出

されている。TVA の研究を参照しつつ、本論文では、『中学生日記』の制作プロセスにどのよ

うな地域の人びとがどのように参加していたのか、彼らの教育に対する立場はどこにあるのか、

それらの立場が番組にどのような影響をもたらしたのかに注目していく。なお、放送組織への

外部からの非公式的な影響という着眼点から言えば、Krauss の『NHK vs．日本政治』は、放送

組織と環境との相互影響を考察する点で本稿のアプローチと近い9。ただし、Krauss は国家と

NHK の報道部門・記者との関係にフォーカスしているため、本稿とは研究対象が異なる。 

 

1．2 NHK『中学生日記』の系譜と、名古屋地区における受容の概況 

同番組の前身は、1962 年に放送開始された、教育相談番組の中での再現ドラマから独立した

『中学生次郎』である。この番組に関しては、第一次ベビーブームの子ども達が進学期を迎え

ていたという社会背景があり、「母親を対象に受験生の生活指導のための参考になる」という狙

いが明記されている10。それから番組名は、1963 年に『中学生時代』、1967 年に『高校生時代』、

1968 年に『われら高校生』、1969 年に『中学生群像』、1972 年に『中学生日記』と変わってき

た。 

表 1 は各時期における特徴の違いを示すものである。全体のトレンドとしては、一般家庭生

活に役立つ婦人向け番組から、親子同時視聴の青少年向け番組、そして NHK 教育テレビ少年

少女・若者番組へと変わり、中学生へのアピールが一層意識されていった。 
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表表 1  『『中中学学生生日日記記』』のの系系譜譜11 

 
 

名古屋市での受容状況に関しては、図 1 に示した名古屋地区のビデオリサーチ調べによる視

聴率の変化が参考になる。1980 年代半ばは『中学生日記』が名古屋地区でもっとも高い視聴率

を記録した時期であり、1990 年代の後半になると 5％までだんだんと下がってきたことがわか

る。2003 年に『中学生日記』が教育テレビに移った後には、同番組を見る名古屋市民はさらに

少なくなったと推測される。 

 

 

図図 1  「「中中学学生生日日記記」」視視聴聴率率のの推推移移12 
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以上、『中学生日記』の系譜と、地域での視聴率状況について紹介してきた。以下でこうし

た区分については詳述するが、大まかに分けると、1960 年代と 1970 年代は同番組の制作班と

コミュニティとの関係の成立期、1980 年代と 1990 年代はこの関係の成熟期、2000 年代以降は

この関係の衰退期と考えられる。第 2 章によりこの時期区分にそって論じることにする。 

 

1．3 研究方法と本稿の構成 

『中学生日記』制作の流れの紹介、同番組と前身番組の制作者、脚本家と俳優が書いた記事・

インタビュー記事と、『中学生日記』にレギュラー出演していた藤田康雄の追悼集などの、番組

制作の裏側を語る資料と、東海地方を中心とする地域で発行する日刊新聞『中日新聞』に掲載

された同番組の関連記事をベースに考察を行う。 

オーラルヒストリーの手法も併用する。今回のインタビューは主に 2000 年代に『中学生日記』

のディレクター、制作デスクまたはプロデューサーを担当していた下記の 4 名に話を聞いた13。

A 氏（『中学生日記』担当は 2000 年から 2007 年まで。『中学生日記』について特集番組を制作

した経験があるため、2000 年以前の番組にも比較的に詳しい。インタビュー実施日：2021 年 4

月 14・15 日）、B 氏（『中学生日記』担当は 2007 年から 2010 年まで。インタビュー実施日：2021

年 4 月 15 日）、C 氏（『中学生日記』担当は 2009 年から 2012 年まで。インタビュー実施日：2021

年 4 月 15 日）、D 氏（『中学生日記』担当は 2010 年から 2012 年まで。インタビュー実施日：2021

年 7 月 27 日）。 A～D の各氏の発言からの引用は，本文中に仮称を用いて示した場合以外は注

で発言者を表記した。 

構成に関しては、次章からは以上の資料をもとに、『中学生日記』の制作プロセスにおけるメ

ディア組織とコミュニティの相互作用を、成立期の 1960・1970 年代、成熟期の 1980・1990 年

代と衰退期の 2000 年代以降という 3 つの時期にわけて検討したい（第 2、3、4 章）。5 では本

稿の議論の射程を総括する。 

 

2．定着過程への学校教師と劇団関係者の加入（1960～1970 年代） 
1962 年から 2012 年にかけて、制作班は一貫して中学生（1967・1968 年度は高校生）の実態

を探ることを目標としている。具体的に、『中学生次郎』は、NHK 名古屋放送局という拠点放

送局発の全国中継番組として立ち上げられた。そこで、当時社会問題になっていた中学生の高

校受験という教育の課題が選ばれた14。「共感の場をつくり出し、中学生や母親の目線で現実を

捉え、考え、悩み自分たちおのおのの解決を導」15くことがねらいだった。 

1969 年度に始まった『中学生群像』と 1972 年度に始まった『中学生日記』は、「家庭向け生

活指導番組」ではなく「青少年向け番組」と分類されることになり、特に後者においては、中

学生への応援という方針が打ち出された。『NHK 年鑑 '73』によれば、『中学生日記』は「中学

校生活にもなれ、高校受験にはまだ時間的余裕があって、もっとも中学生らしい生活を送って

いる 2 年生のあるクラスを舞台に、現代中学生がもつ、さまざまな問題をとらえる番組」16で

ある。1972 年から 1973 年 9 月までディレクターを務めた三日市明夫は、「中学生の皆さんが今

日の複雑な社会の中で、自分を取り巻くいろいろな状況をしっかり考え、人間としていつも自

分の心に忠実に、強く生きて行くためのよすがになるようにと願って企画された番組」17と同
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番組の特徴をまとめている。この考えはその後の制作者にも継承された。2001 年に放送された、

番組の歩みを振り返る特集でも、「中学生の心を映す鏡 悩める中学生への応援歌」18と『中学

生日記』が捉えられている。 

制作プロセスに関しては、中学生の実態を把握するため、まず中学生とその母親、学校現場、

さらに教育専門家への頻繫な取材がベースとなっていることが特徴である19。1968 年度の『わ

れら高校生』までは、ドラマと座談会による構成だったため、座談会参加者の教育専門家、学

校現場の先生と主婦の関心と意見はより一層番組に反映されていた。これらの取材対象と座談

会の参加者の多くは、名古屋市民だったと考えられる20。例えば、1966 年 4 月 2 日の座談会に

は、名古屋大学教授の重松鷹泰、千台中学教諭の杉本恒徳と主婦土平初江が参加している21。 

初期の脚本家と生徒役・先生役の出演者にも、地元の放送劇団と放送児童劇団の人的資源が

活用されたため、地元出身者が多いことは注目すべきである。番組の成立期から制作に携わり、

しかも在籍期間が長い重要な人物として、日本放送作家協会会員兼名古屋学院高校教諭の熊谷

昭吾、元 NHK 放送劇団俳優・市立中学校教諭の藤田康雄、劇団女優の森孝子、さらにディレ

クターの大久保晋作を挙げることができる。 

名古屋市に生まれ名古屋大学文学部卒の熊谷昭吾は、1963 年度の『中学生時代』から 1971

年度の『中学生群像』まで、この系譜の番組の脚本を 9 年間書いていた。その前に彼は、NHK

の番組として、「こども名作座」「創作劇場」の脚本を担当した経験がある。やや特殊なのは、

放送作家をしている同時に、熊谷は名古屋学院高校という私立高校の社会科教諭も務めていた

ことである。死去した際には「愛知私立学校教職員組合連合（私教連）の活動に加わり私学の

地位向上に尽力」22と功績が評価されている。熊谷は番組の取材と制作班の討論にも参加して

いる。教師の地位向上、平和主義と民主主義の教育を目指すという、彼の職業と私教連の経歴

に由来する立場は、番組にも映し出されたと考えられる。この立場に関しては、日本放送協会

出版の番組関連書籍では、彼は「教師ほど世評の矢おもてに立たされている職業はあるまい」23

とため息をつき、とりわけ「デモシカ教師」という批判をめぐって以下のよう反論している24。 

……「デモシカ教師」は、だから、教師が自らそうなったのではなく、教育政策でどん

どんそういう教師が生産されてきたし、今後も生産されるにちがいないのである。教師は、

そういう「デモシカ」から、もう一つの「デモシカ」へかえるべきだ。権力や資本家達に

黙って従う人間となるためのレースから脱落し、人間の教師にしかなれなかった栄光を取

りもどし、この世のあらゆる古い権威、道徳、秩序に飽きて、未来のそれを創造する変革

者の教師にでもなろうかという無頼の誇りを奪いかえすべきだ。 

熊谷にとって、教師は「成績偏重主義、テスト主義、差別教育、受験教育のあらしのなかで、

人間教育を衛るための防風林の役割」25を果たすべきであり、『中学生時代』という番組は、彼

の社会へ発信するための一つの手段でもあった。この戦後民主主義的なイデオロギーへの評価

は措くとして、学校関係者、とりわけ平等な社会を目指すための社会変革を支持する教職員団

体の立場を包摂するという『中学生日記』前身番組の特徴は、熊谷という脚本家兼私立高校教

諭を通して成立したと考えてもよい。さらに、10 年も続いたこの系譜の番組の放送と学校への

取材を通じて、名古屋放送局の『中学生日記』班は、愛知県の教職員団体とも良好な関係性を

構築してきたと言える。それゆえ、1972 年度からの『中学生日記』の脚本は作家・大西信行が

 

以上、『中学生日記』の系譜と、地域での視聴率状況について紹介してきた。以下でこうし

た区分については詳述するが、大まかに分けると、1960 年代と 1970 年代は同番組の制作班と

コミュニティとの関係の成立期、1980 年代と 1990 年代はこの関係の成熟期、2000 年代以降は

この関係の衰退期と考えられる。第 2 章によりこの時期区分にそって論じることにする。 

 

1．3 研究方法と本稿の構成 

『中学生日記』制作の流れの紹介、同番組と前身番組の制作者、脚本家と俳優が書いた記事・

インタビュー記事と、『中学生日記』にレギュラー出演していた藤田康雄の追悼集などの、番組

制作の裏側を語る資料と、東海地方を中心とする地域で発行する日刊新聞『中日新聞』に掲載

された同番組の関連記事をベースに考察を行う。 

オーラルヒストリーの手法も併用する。今回のインタビューは主に 2000 年代に『中学生日記』

のディレクター、制作デスクまたはプロデューサーを担当していた下記の 4 名に話を聞いた13。

A 氏（『中学生日記』担当は 2000 年から 2007 年まで。『中学生日記』について特集番組を制作

した経験があるため、2000 年以前の番組にも比較的に詳しい。インタビュー実施日：2021 年 4

月 14・15 日）、B 氏（『中学生日記』担当は 2007 年から 2010 年まで。インタビュー実施日：2021

年 4 月 15 日）、C 氏（『中学生日記』担当は 2009 年から 2012 年まで。インタビュー実施日：2021

年 4 月 15 日）、D 氏（『中学生日記』担当は 2010 年から 2012 年まで。インタビュー実施日：2021

年 7 月 27 日）。 A～D の各氏の発言からの引用は，本文中に仮称を用いて示した場合以外は注

で発言者を表記した。 

構成に関しては、次章からは以上の資料をもとに、『中学生日記』の制作プロセスにおけるメ

ディア組織とコミュニティの相互作用を、成立期の 1960・1970 年代、成熟期の 1980・1990 年

代と衰退期の 2000 年代以降という 3 つの時期にわけて検討したい（第 2、3、4 章）。5 では本

稿の議論の射程を総括する。 

 

2．定着過程への学校教師と劇団関係者の加入（1960～1970 年代） 
1962 年から 2012 年にかけて、制作班は一貫して中学生（1967・1968 年度は高校生）の実態

を探ることを目標としている。具体的に、『中学生次郎』は、NHK 名古屋放送局という拠点放

送局発の全国中継番組として立ち上げられた。そこで、当時社会問題になっていた中学生の高

校受験という教育の課題が選ばれた14。「共感の場をつくり出し、中学生や母親の目線で現実を

捉え、考え、悩み自分たちおのおのの解決を導」15くことがねらいだった。 

1969 年度に始まった『中学生群像』と 1972 年度に始まった『中学生日記』は、「家庭向け生

活指導番組」ではなく「青少年向け番組」と分類されることになり、特に後者においては、中

学生への応援という方針が打ち出された。『NHK 年鑑 '73』によれば、『中学生日記』は「中学

校生活にもなれ、高校受験にはまだ時間的余裕があって、もっとも中学生らしい生活を送って

いる 2 年生のあるクラスを舞台に、現代中学生がもつ、さまざまな問題をとらえる番組」16で

ある。1972 年から 1973 年 9 月までディレクターを務めた三日市明夫は、「中学生の皆さんが今

日の複雑な社会の中で、自分を取り巻くいろいろな状況をしっかり考え、人間としていつも自

分の心に忠実に、強く生きて行くためのよすがになるようにと願って企画された番組」17と同
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担当するようになったが、成績偏重主義などの教育問題と教育行政の変革への期待は、1970 年

代の『中学生日記』においてもよく見られたのは当然である26。 

学校の教諭をしながら番組の制作に携わった関係者には藤田康雄も挙げられる。1962 年の

『中学生次郎』から 2001 年の『中学生日記』まで先生役を演じていた藤田康雄は、リアリティ

重視の方針を取っていた番組の制作班と教育現場を媒介する重要な役割を担っていた。ディレ

クターにとっては、台本の考証係または番組つくりの相談役でもあった27。小滝一志によれば、

「教育現場から番組に送り込んだチェッカーマンのように考えている人々が現場の一部にはい

る」が、「現職教師として学校側の言い分や立場を代弁することは極力控え、教育現場の実情を

知らせることを大切にして」いたという28。つまり、教師の地位などの問題に対して、前述の

熊谷に比べれば、藤田は強い関心を持っていたわけではない。ただし、教育現場の声を番組の

制作班に伝えるという点においては、両者の役割が共通している。 

藤田の教育に関する立場は、教師という職歴だけでなく、演劇の経歴にも由来する。藤田は

もともと役者志望で、愛知学芸大学（1966 年に愛知教育大学に改称）を卒業した 1952 年に、

NHK 名古屋放送劇団に応募し合格した29。1955 年に母の勧めで名古屋市立南光中学校の教諭と

なったが、演劇を捨てることができず、それから「教師」と「役者」の二役をこなす生活をは

じめた。その上で、1974 年から名古屋放送児童劇団で講師を担当しており、1978 年からは愛知

県だけでなく、三重、福井、静岡、岐阜などの各県の公民館や中小学校、PTA 研修会で数多く

の講演を行うようになった30。視聴覚教育が叫ばれたその時代に、藤田はこだわったのは演劇

教育だった。演劇で「生徒の個性を伸ばしてやりたい」31というのが藤田の信念であり、それ

は「自分自身をみつけ、相手を思いやる」32教育につながっていた。演劇指導を通した地域文

化の向上と教育への藤田の貢献が評価され、1990 年に中日教育賞を受賞した。 

こうした「演劇教育論」に共感を持っていた人々の中に、森孝子と大久保晋作もいた。森は、

1960 年の教育相談番組から 2001 年まで一連の番組の制作に参加していた。1950 年代に中部日

本放送の放送劇団に入団し、後に未来座、ぴーぷる、市民座といった名古屋市の劇団の設立と

関わり、演劇と社会教育の領域を中心に活躍していた人物である。主要な社会活動として、大

学、病院、企業、福祉、高齢者施設などで、コミュニケーションによる人間関係について幅広

い講演活動を続けていた33。1978 年に俳優養成所劇団市民座をつくり、演劇を通じて子どもた

ちに社会性、情操教育、マナーを身に付けさせることが市民座の主な狙いだった34。 

名古屋市生まれの大久保晋作は、1962 年 NHK 名古屋放送局に入局し、「中学生日記」の前身

「中学生次郎」の制作に関わり、そして福井局などを経て 1975 年に以降名古屋局制作部に戻っ

た。子どもと付き合うのが好きだったため、出世コースに乗らず、1998 年まで 100 本を越える

「中学生日記」の制作に携わった。大久保は小学校のときから児童劇団に入り大学の頃から名

古屋市の児童劇団の手伝いをし、児童劇団との関わりは彼の退職後も続いた。この経歴から、

子ども、そして大人が自分のことを客観的にみて、それぞれの生き方を考えてみる場として、

番組制作より演劇教育の立場から『中学生日記』を捉えている35。 

以上から明らかなように、『中学生日記』の制作班は、名古屋市の放送作家と俳優に、番組制

作のための人的資源の少なからぬ部分を依存していた。逆に言えば、劇団関係者と学校関係者

が積極的に番組の制作プロセスに参加していた。この過程を経て、同番組の制作班は、必然的
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に 2 つの教育観から強い影響を受けるようになった。一つは、熊谷が代表している平等実現の

ための教育制度の変革と、教師の生活向上を主張する教職員の考えである。同番組は内容上、

教育体制や雇用等の社会構造と関わるものとして「中学生問題」を捉え、学校現場からのリア

ルな声をストーリーの中にある程度包摂するようになった36。もう一つは、藤田、森と大久保

などの児童劇団と演劇の関係者のなかで共有している演劇教育の考えである。1972 年度から制

作班が素人の中学生の募集を正式に始め、出演者の中学生にとっての「もうひとつの学校」37と

して『中学生日記』を捉えるようになったことに、この考えが関係してくる。藤田、森、大久

保の 3 人と『中学生日記』との関わりは、1990 年代まで続いたことも注目に値するだろう。 

 

3．教育問題の有識者＝地域のオピニオンリーダーの番組関係者への期待（1980
～1990 年代） 

1980 年代になると『中学生日記』はその名古屋地区の視聴者が増加し、とりわけ 1980 年代

後半に 10％以上の、教育番組としては例外的に高い視聴率を取っていた。中学生・中学校の「リ

アル」を描く同番組が注目されるようになった背景には、新聞における少年非行・いじめ問題

報道の増加と、TBS『3 年 B 組金八先生』等の学園ドラマの隆盛がある38。 

この時期にも第 2 章で述べた NHK の制作班と名古屋市の劇団関係者39・学校関係者との関係

は維持されている。取材のための情報源の増加とともに、制作班と名古屋市の教育関係者との

ネットワークは引き続き拡張していった。現場の教師に悩みを聞きに行くことは、制作班が番

組のネタを見つける一つの手法として固定化した。制作班と関係を持つ教育関係者には、「日記

班のチーフプロデューサーやデスクが参加する「メディア研究会」の先生方40、ロケ先の校長

や教頭、名古屋市の荒れた学校や英語のことなら野中圭さん（中学校英語教師）、教師や親の本

音なら雑誌『お・は』編集人岡崎勝さん（名古屋市小学校体育教師）、私学なら東海中の久田光

政さん等」41が挙げられる。 

番組に対する注目度の高まりに伴い、この時期に『中学生日記』を地域社会とさらに結びつ

けたのは、番組制作班のディレクター・プロデューサーおよびドラマの中での先生を演じてい

る俳優が行った講演会などの社会教育活動である。これらのイベントの主催者には、名古屋弁

護士会と精神科看護技術協会等の人権団体、教育関係の市民団体、婦人大学・町民大学等の社

会教育機関、PTA 連合会、中等教育機関、市教育委員会がある。「先生」の活躍に関しては、

先述の藤田康雄と森孝子をはじめとする「レギュラーの先生」は言うまでもなく、『中学生日記』

内の学級担任を演じた湯浅実や東野英心、岡本富士太も、ほとんど名古屋市に住み込み、空い

た時間には子どもたちの相談に乗ってあげたりしていた42。『中学生日記』はリアリティを重視

して教育現場を描いているため、彼らの「先生」も中学生問題に詳しい現実の先生の代表とし

て、または教育問題の有識者＝オピニオンリーダーとして地域社会の信頼を得ていた。また、

名古屋市民と番組制作班とのパイプ役にもなっていた。A 氏によれば、「名古屋全体が学校みた

いなもので、その中にいろいろな生徒がいて、（筆者注：先生を演じている役者は）その意見を

吸い上げてくれる。で逆に（筆者注：制作側の考えを）伝えてくれる」43。 

ただし、この地域との結びつきは 1990 年代後半になるとだんだん薄れていき、2000 年代半

ば以降は消えてしまった。東海地方を中心とする地域で発行する日刊新聞『中日新聞』（1987
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年～）の記事データベースを使って『中学生日記』の関連記事を調べると、『中学生日記』内の

教師を演じた俳優と、大久保晋作等のディレクターによる講演活動や青少年育成活動への参加

をめぐる報道は、2003 年以降ほとんどなくなったことがわかる44。 

1980 年代から 1990 年代にかけて『中学生日記』は、青少年教育に関心を持つコミュニティ

の人々に認められ、さらに言えば信頼かつ尊重されていたといえる。番組のディレクターと番

組内の学級担任を演じている俳優は、地域のオピニオンリーダーとして、親、教師と中学生の

悩みにも具体的に対応していた。この変化は、1984 年度から始まった、問題を提起するメディ

アから解決案を提示するメディアへという番組自体の変化45の背景と捉えてもよい。この意味

で『中学生日記』は学校関係者と役割を分担し、地域社会に貢献していたのは確かである。 

しかし一方で、地域社会の『中学生日記』に与えている関心および、制作班と番組内の「先

生」に対する信頼は、番組への制約にもなっていた。ドラマで放送された内容を本当に起きて

いる出来事と見なす視聴者がいるので、「先生」の中学生問題への対応は、見本になったり批判

の対象になったりする46。より重要なのは、『中学生日記』に映し出された学校像や教師像は、

名古屋市の教育界を代表していると、地域にいる多くの視聴者が認識していたことである。そ

れゆえ、制作班が非行、万引き、いじめなどの中学生問題を扱う際に、ロケ先の学校などから

「おたくの学校では万引きをやっているそうだなとか言われると困るから、事前に脚本を持っ

てきてくれ」と苦情を寄せられることもあった47。一つの極端な例を挙げてみよう。2000 年 12

月に放送された「シリーズ恐喝」に関しては、1987～1988 年度と 1995～2002 年度にディレク

ターを務めた小滝一志によれば、次のような裏話がある48。 

「暴力の恐怖」が制作終盤にさしかかった段階で、台本を見た地元教育関係者から「こ

れは事件の再現、事実そのもので、取り上げることは許せん」と放送中止を求める強い抗

議が来ました。「事実と違っている」という抗議は、これまでにも受けた経験がありますが、

今回のような抗議は初めてで正直とまどいました。…… 

先方の抗議の要旨は、 

抗議の要旨は、①この時期に放送すると沈静化している地元に悪夢を思い出させ、対立

や混乱を再現する。②出演者の中に当該中学の被害者・加害者と同級生だった生徒がおり、

放送が出ればその生徒に不利益の及ぶ恐れがある。 

というものです。（下線は筆者） 

結局のところ、抗議によって放送延期になったが、番組の内容は大幅に変化することなく放

送された。『中学生日記』の制作班は名古屋市の学校現場から、「事実と違っている」という角

度から、多くの指摘ないし抗議を受けていたことは、以上の例により明らかだ。とすれば、学

校側の批判に配慮した番組作りがなされた可能性がある。一方で名古屋周辺の中学校も問題を

起して番組に取り上げられないよう自主規制をしていたと想像される。 

第 2 章では『中学生日記』の定着過程における学校教師と劇団関係者の加入からその本来の

性格を討論した。それをベースに、本章では、地域社会から多くの注目を浴びるようになった

以降の番組制作班とコミュニティの相互作用について考察した。本章の議論をまとめると次の

ようになる。親、教師と中学生の具体的な悩みへの対応と、青少年教育関係の社会教育活動へ

の参加が、番組制作班と先生役を演じている俳優に期待されるようになった。これらの期待に
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応えることで地域社会と関わろうとする制作班の姿が浮上した。学校現場と制作班との関係に

ついて、中学生の実態を探り、広く伝えることを目標に、両者が協力する場合もあれば、学校

側への理解の深化と社会問題の様相の伝達という立場の違いによって、軋轢が生じる場合もあ

る。いずれにせよ、学校現場と制作班は互いに関心を持ち合う緊密な関係にあったと言えよう。 

 

4．「青少年向け」へのリニューアルと関係性の希薄化（2000 年代以降） 
『中学生日記』が 40 周年の節目を迎えようとした 2000 年に、当時名古屋市長の松原武久、

愛知県小中学校長会長の内田久幸、愛知県教員組合執行委員長の山田哲郎、鳥羽水族館館長の

中村幸昭、プロスケーターの伊藤みどりと、先生役で出演した岡本富士太、東野英心、湯浅実

を中心に、番組のファンクラブ「中学生日記サポーターズ」が結成された。発起人の中で教育

者出身の松原市長は「中学生が同級生や親・教師との人間関係、心の葛藤などを通して成長し

ていく姿を温かい視点で描く」同番組に大きな関心を寄せてきたと述べている49。2001 年に森

孝子はその事務局長を務めるようになったが50、2000 年代後半に人手不足のため、このファン

クラブはだんだん機能しなくなってしまった51。 

2000 年代初頭、『中学生日記』の制作現場に大きな変動が起きたのは確かである。その時点

で番組の終了が繰り返し検討された。まずは、第 2 章で紹介した藤田康雄と森孝子、大久保晋

作の 3 人が番組を離れたという人員構成の変化である。よって、名古屋市の児童劇団と番組と

の関係性も薄れてしまった52。また、「青少年向け」という特性を強調するためには、放送時間

が中学生の起床在宅率の低い日曜午後 1 時から、2000 年度に午前の 8 時半に、さらに 2003 年

度に教育テレビの平日午後 6 時以降の「少年・少女ゾーン」に移された。こうして、『中学生日

記』は全国のあらゆる層に見られる名古屋市の学校現場から、単に中学生に向けたドラマへ変

化し、つまり影響力が下がった。その上で、2003 年度以降、制作班は学校への取材と先生との

相談よりも、オーディションで選ばれた素人の中学生へのアンケートと実際の聞き取りを重視

するようになった53。放送時間と制作手法の変化を背景に、名古屋市の教育界との関係性も弱

まったと考えられる。 

とはいえ、『中学生日記』は名古屋市民によく知られ、支えられている点は変わっていなか

った。制作班にとっては、学校だけでなく、商店街、ゲームセンターと、出演している中学生

の親54の番組制作への協力が印象に残っていた。NHK 青少年・教育番組部の内部には、『中学

生日記』をなくそうという議論があった一方、それをより長く続けさせたいと考える人も多か

った55。こうした中で、制作班はアニメオタク、中二病、メル友と性暴力などの新しいテーマ

をめぐる検討や、討論番組「ぶっちゃけトークスペシャル」の特別企画の制作など、新しい試

みに挑戦した。 

ただ、こうした変革は視聴率の持続的な上昇につながらなかった。当時の教育テレビの編成

の方針としては、1990 年代の幼児番組の成功から学んだ、ウィークリーの番組から構成される

ゾーンという形式を廃し、資源を集中的に投資して帯番組、つまりデイリーの番組で若者の興

味を引くという考えが優位に立っていた56。ドラマが主体の『中学生日記』は、編成側からみ

れば、単価の高い、しかも手がかかる番組だった。つまり、教育テレビの編成方針と経営戦略

からすると、『中学生日記』は必要ではなくなっていた。 
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1980 年代から 1990 年代にかけて『中学生日記』は、青少年教育に関心を持つコミュニティ

の人々に認められ、さらに言えば信頼かつ尊重されていたといえる。番組のディレクターと番

組内の学級担任を演じている俳優は、地域のオピニオンリーダーとして、親、教師と中学生の

悩みにも具体的に対応していた。この変化は、1984 年度から始まった、問題を提起するメディ

アから解決案を提示するメディアへという番組自体の変化45の背景と捉えてもよい。この意味

で『中学生日記』は学校関係者と役割を分担し、地域社会に貢献していたのは確かである。 

しかし一方で、地域社会の『中学生日記』に与えている関心および、制作班と番組内の「先

生」に対する信頼は、番組への制約にもなっていた。ドラマで放送された内容を本当に起きて

いる出来事と見なす視聴者がいるので、「先生」の中学生問題への対応は、見本になったり批判

の対象になったりする46。より重要なのは、『中学生日記』に映し出された学校像や教師像は、

名古屋市の教育界を代表していると、地域にいる多くの視聴者が認識していたことである。そ

れゆえ、制作班が非行、万引き、いじめなどの中学生問題を扱う際に、ロケ先の学校などから

「おたくの学校では万引きをやっているそうだなとか言われると困るから、事前に脚本を持っ

てきてくれ」と苦情を寄せられることもあった47。一つの極端な例を挙げてみよう。2000 年 12

月に放送された「シリーズ恐喝」に関しては、1987～1988 年度と 1995～2002 年度にディレク

ターを務めた小滝一志によれば、次のような裏話がある48。 

「暴力の恐怖」が制作終盤にさしかかった段階で、台本を見た地元教育関係者から「こ

れは事件の再現、事実そのもので、取り上げることは許せん」と放送中止を求める強い抗

議が来ました。「事実と違っている」という抗議は、これまでにも受けた経験がありますが、

今回のような抗議は初めてで正直とまどいました。…… 

先方の抗議の要旨は、 

抗議の要旨は、①この時期に放送すると沈静化している地元に悪夢を思い出させ、対立

や混乱を再現する。②出演者の中に当該中学の被害者・加害者と同級生だった生徒がおり、

放送が出ればその生徒に不利益の及ぶ恐れがある。 

というものです。（下線は筆者） 

結局のところ、抗議によって放送延期になったが、番組の内容は大幅に変化することなく放

送された。『中学生日記』の制作班は名古屋市の学校現場から、「事実と違っている」という角

度から、多くの指摘ないし抗議を受けていたことは、以上の例により明らかだ。とすれば、学

校側の批判に配慮した番組作りがなされた可能性がある。一方で名古屋周辺の中学校も問題を

起して番組に取り上げられないよう自主規制をしていたと想像される。 

第 2 章では『中学生日記』の定着過程における学校教師と劇団関係者の加入からその本来の

性格を討論した。それをベースに、本章では、地域社会から多くの注目を浴びるようになった

以降の番組制作班とコミュニティの相互作用について考察した。本章の議論をまとめると次の

ようになる。親、教師と中学生の具体的な悩みへの対応と、青少年教育関係の社会教育活動へ

の参加が、番組制作班と先生役を演じている俳優に期待されるようになった。これらの期待に
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 番組終了の決定に対しては、当時『中学生日記』に出演していた中学生の保護者から、そし

て一部の制作に関わるメンバーから反対の声が寄せられていたが、学校現場からの反発はなか

ったとされた57。同番組と名古屋市の演劇界・教育界との関係が以前ほど緊密でなくなったこ

とは、編成側の決定に対する、地域社会での比較的にスムーズな受け入れに関係していた。 

 

5．おわりに 
本稿では、NHK 名古屋放送局の『中学生日記』制作班と地域社会、とりわけ市の教育界・演

劇界との相互作用を考察してきた。中学生の実態把握と中学生への応援が、『中学生日記』制作

班の公式のねらいだったが、地域社会との相互作用の中では次のような「意図せざる結果」も

生み出された。 

『中学生日記』が定着した 1960～1970 年代においては、劇団関係者と学校関係者が協力者と

して積極的に番組の制作プロセスに参加していた。彼らの協力を得ることで、『中学生日記』の

制作班は、児童生徒の送り手としての能動的な活動を求める演劇教育の考えおよび、平等実現

のための教育制度の変革と、教師の地位向上を主張する教職員団体の戦後民主主義的な立場か

ら強い影響を受けるようになった。つまり、Selznick が提示した、外部の要素を組織の内部に

取り込むプロセスの存在が確認できた。1980～1990 年代では、地域社会から多くの注目を浴び

るようになり、『中学生日記』制作班は、親、教師と中学生の具体的な悩みへの対応および、青

少年教育関係の社会教育活動への参加といった、地域社会からの期待に応えようとしていた。

同時に、学校現場とは互いに関心を持ち合う緊密な関係にあり、学校側からの指摘と批判に配

慮した番組作りを行った可能性が考えられる。言い換えれば、信頼と制約の共存というダイナ

ミックスが見られる。 

テレビが普及した 1960 年代以降の NHK と地域との関係をめぐる議論に対しては、次の 3 つ

が示唆された。まず、NHK 地域放送局での番組制作への地元の劇団関係者と学校関係者の貢献

と、制作過程の中で形成された制作班の人脈の重要性である58。この視点は、他の NHK 地域放

送局または民放ローカル局が制作した教育番組およびドラマの分析に対しても有効であろう。

第 2 に、取材対象として取り上げられた地域の人々と制作班との表象の構築をめぐるせめぎ合

いの存在である59。第 3 に、地元の劇団関係者と学校関係者を媒介とした NHK と地域との関係

の変遷プロセスも浮かび上がった。その関係は、1980 年代にピークを迎え、それから放送劇団

の解散や放送教育が下火になったことを背景に薄れてきて、2000 年代に新たな地域放送のあり

方が検討されるようになった60と推測される。 

本稿の議論は、日本のみならず公共放送の地域局での番組制作の実践に関する議論にもつな

がるはずである。さらに、今後は海外の放送史をも視野に入れて『中学生日記』および NHK

名古屋放送局の位置づけを検討したい。 

 

注 
 
1 「地方制作の全国放送番組がこんなに長く続いている例はほかにありません」と書いてある

ように、名古屋市民と名古屋放送局の誇りでもあった。（NHK 名古屋放送局地域活動委員会編
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『愛知の児童文化』KTC 中央出版 123-146．NHK 放送文化研究所編（1963-2012）『NHK 年鑑』

NHK 出版。 
12 今井美都子 前掲論文をベースに、筆者が加筆するものである。 
13 学術研究における反証可能性の点から匿名は望ましくないと分かりつつ、匿名にする理由は

以下の通りである。対象者の多くは、インタビューを実施する当時 NHK の職員であり、論文

で実名にすると、予測できない迷惑が本人にかかるおそれがあり、その上で、語り手のガード

がかたくなって自由な語りが聞き出しにくいと考えるからである。 
14 山田允夫（1984）「「中学生次郎」の想い出」NHK 名古屋放送局編『JOCK-TV30 年 放送開

始 30 周年の記録』NHK 名古屋放送局 8 では、提案が出された背景として以下の記述がある。 
「ええか！一人 5 本。全中提案一人 5 本だぞ。わかったな！」鬼の原田 CP（元 NHK 豊

橋文化センター長）の形相は、夢にまでみる程でした。そして恐怖の提案班会。これとい

う妙案もなく、後の方からおずおずと出したのが、「ドラマ中学生次郎」の提案でした。実

はこれ、自分の企画・担当した半年前の管中シリーズ「次郎の受験」の、焼き直しだった

からです。昭和 36 年夏、待望のテレビスタジオが完成し、CK からも週一、定時の全中を

出そうと、局内は盛り上がっていました。 
15 NHK 名古屋放送局編（2006）『NHK 名古屋放送局 80 年のあゆみ』NHK 名古屋放送局 109。 
16 日本放送協会・総合放送文化研究所放送史編修室編（1973）『NHK 年鑑 '73』日本放送出版
 

 

 番組終了の決定に対しては、当時『中学生日記』に出演していた中学生の保護者から、そし

て一部の制作に関わるメンバーから反対の声が寄せられていたが、学校現場からの反発はなか

ったとされた57。同番組と名古屋市の演劇界・教育界との関係が以前ほど緊密でなくなったこ

とは、編成側の決定に対する、地域社会での比較的にスムーズな受け入れに関係していた。 

 

5．おわりに 
本稿では、NHK 名古屋放送局の『中学生日記』制作班と地域社会、とりわけ市の教育界・演

劇界との相互作用を考察してきた。中学生の実態把握と中学生への応援が、『中学生日記』制作

班の公式のねらいだったが、地域社会との相互作用の中では次のような「意図せざる結果」も

生み出された。 

『中学生日記』が定着した 1960～1970 年代においては、劇団関係者と学校関係者が協力者と

して積極的に番組の制作プロセスに参加していた。彼らの協力を得ることで、『中学生日記』の

制作班は、児童生徒の送り手としての能動的な活動を求める演劇教育の考えおよび、平等実現

のための教育制度の変革と、教師の地位向上を主張する教職員団体の戦後民主主義的な立場か

ら強い影響を受けるようになった。つまり、Selznick が提示した、外部の要素を組織の内部に

取り込むプロセスの存在が確認できた。1980～1990 年代では、地域社会から多くの注目を浴び

るようになり、『中学生日記』制作班は、親、教師と中学生の具体的な悩みへの対応および、青

少年教育関係の社会教育活動への参加といった、地域社会からの期待に応えようとしていた。

同時に、学校現場とは互いに関心を持ち合う緊密な関係にあり、学校側からの指摘と批判に配

慮した番組作りを行った可能性が考えられる。言い換えれば、信頼と制約の共存というダイナ

ミックスが見られる。 

テレビが普及した 1960 年代以降の NHK と地域との関係をめぐる議論に対しては、次の 3 つ

が示唆された。まず、NHK 地域放送局での番組制作への地元の劇団関係者と学校関係者の貢献

と、制作過程の中で形成された制作班の人脈の重要性である58。この視点は、他の NHK 地域放

送局または民放ローカル局が制作した教育番組およびドラマの分析に対しても有効であろう。

第 2 に、取材対象として取り上げられた地域の人々と制作班との表象の構築をめぐるせめぎ合

いの存在である59。第 3 に、地元の劇団関係者と学校関係者を媒介とした NHK と地域との関係

の変遷プロセスも浮かび上がった。その関係は、1980 年代にピークを迎え、それから放送劇団

の解散や放送教育が下火になったことを背景に薄れてきて、2000 年代に新たな地域放送のあり

方が検討されるようになった60と推測される。 

本稿の議論は、日本のみならず公共放送の地域局での番組制作の実践に関する議論にもつな

がるはずである。さらに、今後は海外の放送史をも視野に入れて『中学生日記』および NHK

名古屋放送局の位置づけを検討したい。 

 

注 
 
1 「地方制作の全国放送番組がこんなに長く続いている例はほかにありません」と書いてある

ように、名古屋市民と名古屋放送局の誇りでもあった。（NHK 名古屋放送局地域活動委員会編
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協会。 
17 三日市明夫（1973）「「中学生日記」について」大西信行『中学生日記 1 ある出会い』日本

放送出版協会 188。 
18 「プレイバック中学生日記」2001 年 10 月 14 日放送。 
19 熊谷昭吾（1965）『中学生時代』日本放送出版協会 6 ではこう記している。 

この番組をつくるにあたって、NHK 名古屋中央放送局の石井敏裕プロデューサーをはじ

め、教育教養班の人たちと私は、できる限り頻繁に、中学生たち、現場の先生たち、母親

たち、教育専門家の人たちと話しあい、現代の中学生の実態をさぐってみたつもりである。 
20 勿論、取材活動の範囲は、名古屋地区を越えていたこともある。例えば、『中学生日記』が

スタートした当時、制作者と脚本家は、岐阜県瑞浪中学校のクラス日記・班日記・グループ日

記を入手し、「出来得る限り広く全国的に取材活動の手を広げて行きました」（三日市明夫（1973）
「「中学生日記」について」大西信行『中学生日記 1 ある出会い』日本放送出版協会 188-189）。 
21 NHK クロニクル 中学生時代 「君たちへの願い」

https://www.nhk.or.jp/archives/chronicle/index.html（2021 年 8 月 3 日閲覧）。 
22 『中日新聞』1993 年 9 月 2 日日付夕刊 11。熊谷は「核兵器廃絶 平和を守る名古屋舞台人

の集い」世話人代表をも務めていた。 
23 熊谷昭吾 前掲書 17。 
24 前掲書 246。 
25 前掲書 244。 
26 王令薇（2021a）前掲論文。 
27 小滝一志（2004）「私の番組つくりの相談役」思い出・綴り編集委員会『思い出・綴り』藤

田映子 68-70。八重樫克羅（2004）「想い出のなかの藤田先生」前掲書。 
28 小滝一志（2004）前掲記事。 
29 『毎日新聞』1981 年 11 月 5 日日付地方版 16。 
30 「年譜」思い出・綴り編集委員会編 前掲書。 
31 『中日新聞』1990 年 10 月 11 日日付朝刊 19。 
32 『中日新聞』1990 年 10 月 20 日日付朝刊 17。 
33 佐野桂次（2004）『名古屋人物風土記（第 4 巻）』中日出版社 97。 
34 佐野桂次 前掲書 103。 
35 大久保晋作・今井美都子（2002）「大久保晋作氏インタビュー（資料 「愛知の児童文化」 資
料集・聞き書 2）」『文化科学研究 資料編』14 巻 1 号 21-25。 
36 王令薇（2021a） 前掲論文。 
37 中学生日記 制作者座談会, https://www2.nhk.or.jp/archives/search/special/detail/?d=youth019
（2020 年 4 月 10 日閲覧）。 
38 王令薇（2021b）「教育議論における NHK『中学生日記』の役割」『京都大学大学院教育学研

究科紀要』67 号 43-56。 
39 A 氏からの聞き取り（2021 年 4 月 15 日）によると、名古屋放送児童劇団（2003 年に「NHK
名古屋児童劇団」と名称変更）の子どもは、オーディションに合格しなくても『中学生日記』

のエクストラとして出演の機会をもらったことがある。また、劇団経験のある子が日記生とし

て受かったら、出演者の仲間を引っ張ったりして、また高校生になったら、児童劇団に戻って、

劇団のリーダーとして夏の公演を出るケースが多かった。即ち、児童劇団にとっては『中学生

日記』がステップアップ・見立てる場にもなって、制作班もそれをできるだけ使っていた。 
40 この「メディア研究会」は、C 氏（2021 年 4 月 15 日）によると、学校放送番組をメインに

検討する研究会であり、また 2010 年から 2012 年まで、この研究会で『中学生日記』の内容に

ついて議論したことはほとんどない。 
41 A 氏からの聞き取りによる（2021 年 4 月 14 日）。 
42 A 氏からの聞き取りによる（2021 年 4 月 14 日）。 
43 A 氏からの聞き取りによる（2021 年 4 月 14 日）。 
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44 『中日新聞』（1987 年～）における番組関係者の青少年育成活動などへの参加に関する記事

数の変化は図 2 に示した通りである。同番組が 40 周年を迎えようとした 2000 年～2002 年に関

連記事が増えた。 

 
図図 2  番番組組関関係係者者のの講講演演活活動動やや青青少少年年育育成成活活動動へへのの参参加加にに関関すするる記記事事数数 

45 王令薇（2021a） 前掲論文。 
46 A 氏からの聞き取りによる（2021 年 4 月 14 日）。 
47 中学生日記 制作者座談会 前掲サイト。 
48 小滝一志（2001）「「『中学生日記』（「暴力の恐怖」前後編）制作体験から」あいち県民教育

研究所『少年「5000 万円」恐喝事件を読みひらく』フォーラム・A 209-215。 
49 『中日新聞』2000 年 3 月 15 日日付朝刊 35．『中日新聞』2000 年 4 月 5 日日付夕刊 8。 
50 佐野桂次 前掲書 106。 
51 D 氏からの聞き取りによる（2021 年 7 月 27 日）。 
52 B 氏からの聞き取りによる（2021 年 4 月 15 日）。 
53 B 氏と C 氏からの聞き取りによる（2021 年 4 月 15 日）。この点について、Ⅽ氏は「撮影でお

世話になる学校の先生方に聞いたり、あと、親しくなった先生がいって、その先生に聞いたり

することもありますけど。どっちかっていうと、子供たちのアンケート。それが、ほぼ全て。

それを基に作るっていうのが、『中学生日記』の特徴かなと思いますけどね」と述べている。 
54 「子どもはまだ自分で判断が付かないから。こっちがお母さんに聞いちゃって、それがこう、

悪いふうになってしまうことがあるじゃないですか。だけど、そういうものに対して、そうい

うふうにはならないよねっていう、暗黙の了解が親御さんともあって」と B 氏が述べている。 
55 B 氏からの聞き取りによる（2021 年 4 月 15 日）。B 氏は「（東京の部長から）続けてこいと

いう命令を受けて行ったので。どうやって、続けていくかっていうことを考えましたね、最初

にね」と言っている。なくそうという議論の存在について、「やっぱり、視聴率が低くて、見ら

れてない割に予算がたくさんかかってるっていうので。だから、僕が行く前から、もういいん

じゃないのっていう議論はずっとあったんでしょう」と話している。 
56 D 氏からの聞き取りによる（2021 年 7 月 27 日）。 
57 D 氏からの聞き取りによる（2021 年 7 月 27 日）。 
58 日高勝之（2021）は『「反原発」のメディア・言説史』岩波書店 86-87．で NHK の科学番組

や解説を担った小出五郎の言葉を引用しつつ、記者クラブを中心に取材を行うという報道局の

ルーティーンと違い、番組制作のディレクターは、自分なりに人脈を持っており、取材源が相

当多岐に渡っていることを説明している。 
59 武田俊輔等 前掲論文でも、「農村」表象の構築をめぐるポリティクスが展開されたアリーナ

の存在が指摘されている。 
60 例えば、放送倫理・番組向上機構編（2003）「地域放送のあり方を考える：<松山地区>NHK
松山放送局、南海放送、テレビ愛媛、あいテレビ、愛媛朝日テレビ、エフエム愛媛」放送倫理・

番組向上機構。 
 
本研究は、JSPS 科研費 21J14541 の助成を受けたものである。 
 

（日本学術振興会特別研究員 教育文化学コース 博士後期課程 2 回生） 
（受稿 2021 年 8 月 28 日、改稿 2021 年 11 月 8 日、受理 2021 年 12 月 3 日） 
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名名古古屋屋市市ににおおけけるる地地域域放放送送局局ととココミミュュニニテティィととのの関関係係性性 
―NHK『中学生日記』の制作過程を例に― 

王 令薇 

本論文の目的は、NHK 名古屋放送局にある教育番組『中学生日記』の制作班と地域社会との相

互作用について実証的に検討し、戦後日本放送協会の研究ないしテレビ史研究に新たな視点の

提供を試みることにある。同番組の制作班の本来の、公式のねらいは、中学生の実態把握と中

学生への応援にあった。しかし、地域社会との相互作用の中で、中学生の出演者の「成長」へ

の重視や、学校関係者の立場の包摂などの「意図せざる結果」が生み出されたことが明らかに

された。さらに本研究は、テレビが普及した 1960 年代以降の NHK と地域との関係をめぐる議

論に対して、地域放送局での番組制作への地元の劇団関係者と学校関係者の参加、取材対象と

して取り上げられた地域の人々と制作班との表象の構築をめぐるせめぎ合いの存在と、地域の

劇団関係者と学校関係者を媒介とした放送局と地域との関係の変遷プロセスという 3 つの角度

から貢献することができる。 

 

 

The interactions between a broadcasting organization and the local 
community in Nagoya: a case study of NHK Chuugakusei Nikki 

WANG Lingwei 

This study was performed to examine the interactions between the local community and the production 

team of an educational TV program, Chuugakusei Nikki, of NHK Nagoya Broadcasting Station, and to 

provide a new perspective for the study of NHK television history in postwar Japan. The official aims of 

the production team were to understand the actual situation of junior high school students nationwide 

and to provide support for them. However, the interaction with the local community led to some 

“unintended consequences,” such as focusing on the “growth” of child performers and including 

schoolteachers' positions. Moreover, this study discussed about the relationship between NHK and the 

local community since the 1960s from three perspectives. First, it is necessary to see local theatre group 

members and schoolteachers’ contributions to the programs produced by NHK regional broadcasting 

stations. Second, conflicts exist between the production team and the local people covered in the TV 

programs over representation. Third, the study showed a transition of the relationship between NHK 

regional broadcasting station and the local community, mediated by local theatre and education circles. 
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