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ことをやるためには嫌いなこともやる。そ

れると、やっぱり嬉しいですよね。好きな

たかという資料を山のようにテーブルに積
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としての不安を漏らしたとき、
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たとする。理由は既にいろんな雑誌に載っ
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る。そこで仕事を辞めたら収入がなくなる
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のメソッドなのかもしれません。

きけることもあります。これが、自分なり

てみると、
「実はね…」という新たな話が
スポーツ選手が事故に遭って、
「もうこの

ります」って言わないことですね。例えば、

でも気をつけているのは、安易に「分か

スポーツは続けられないと思いました」と

事。そうすると、この人はどうやったら気

だけど、与えられた仕事は、きくという仕

私は本来、おしゃべりな人間なんです。

ていくと、今まで出たことのない言葉が出

に寄り添いつつ、
そこを丁寧に、
丁寧に探っ

たのかギリギリまで想像して相手の気持ち

手がどれほど、そのとき苦しい気持ちだっ

相手の意外な一面を発見するかもしれない。

や新しいものが見えてくるかもしれないし、

ちもきっと同じだと思う。おもしろいもの

倍の喜びになると思うんですよ。子どもた

たりまえ。そこで何か嬉しいことがあると、

言ったときに、
「分かります」なんて軽々

持ちよく話せるだろうかと、話し手の気持
てくるかもしれない。分かるはずはないけ

しく言ってはいけないでしょう。でも、相

ちで考えるようになる。この話題はどうも
れど、
「私もなるべく近くにいくよ」とい
── 小学生の場合、きき手としてどんなこ

── インタビューをするときは、どのよう

苦手そうだなとか、今、おなかが空いてい
う気持ちになるのが、きくということだと
とを心がけるといいのでしょうか。

なことに気をつけていますか。

るのかなとか。それから相手の素振りやう
思います。

は、
「なぜ好きなのか」
「いつから始めたの

います。例えば「野球が好き」という人に

とにかく具体的にきいていくといいと思

つむき加減を見て、恥ずかしがっているの
かな、緊張しているのかなとか。どういう
距離感やテンポが好きなのかも含めて、い
ろんなことを考えています。

ちょっと笑える事件のことを話したのに、

伝わるかを考えながら話しているわけで、
いてみよう」
）があります。

学習する教材（五年「きいて、きいて、き

── 小学校の教科書に、きくことについて

ら、
「お父さんのプレーでどんなところが

たから野球を始めた」という答えをきいた

ふうにきいていく。
「お父さんがやってい

「最近どんなことで褒められたか」という

か」
「どの瞬間がいちばんうれしかったか」

全然笑ってくれないなとか、相手の反応を
（紙面を見ながら）今の小学生はこんな

すごいと思いますか」とか、なるべく具体

興味をもつ姿勢があれば
次の質問は見つかる

見ながら話している。だから、きき手はそ
ことをしているのね。プロみたいじゃな

的に、箱を広げていくような形できいてい

話す側も、どういう言葉だったら相手に

れにはきちんと応える努力をしなければい
くと、何かが出てくると思います。

よくある心理ゲームで、好きな色を一つ

い！ 自分がこれをやるのは想像できない
な役をやってみたいな。最初から苦手だと

挙げなさいという質問があって、例えば、

けど、もしやるんだったら、いちばん苦手
── 細かく反応するように心がけているの
思っているんだから、うまくできなくてあ

今の子どもたちは、自己表現のしかたが

けないと思っています。

ですね。

思うように話せない子もいると思います。

「赤」と答える。なぜ赤が好きなのか、で

などの影響で、小学生でも踊ることが日常

多様でうらやましいなと思います。テレビ
的になっていて、とても上手でしょう。日

そんな子へのアドバイスはありますか。
日本人は、大概みんな恥ずかしがり屋な

きるかぎり具体的に、三つ理由を挙げよと。
んですよ。理由は人によると思いますが、

るものだと決めないでもいいのかもしれま

そうすると、きかれた側はいろいろ考えま

昨年、テレビドラマ「陸王」に出演した

せん。踊りながらインタビューしてみると

す。赤を着ると元気になるからとか、そう

際、とにかく大きな声を出せっていうのが、

か（笑）
。

本は、昔は、微動だにせず歌うのが凛々し

演出家の私に対する要望でした。連続ドラ

恥をかきたくないという思いがあるんで

それから、おもしろがってきくことも大

マに出演するのは初めてだったので、上手
── あまり身構えないことが大事なんです

いえば、うちの玄関は生まれたときから赤

切だと思います。おもしろいときにはおも

な演技なんて意識せず、とりあえず大きな

ね。

いことだったけれど、だんだん変わってき

しろいと反応し、驚いたときや疑問に思っ

声を出すことだけを頑張ろうと思ってやっ

しょうね。それから、大きな声を出した経

たときも素直に反応する。話し手の一言、

ていたんです。そうしたら自分でもびっく

ビューに限らず、人と話をするときには、

だったとか。そういう具体的な話が出てく

一言をよくきいて、なるべくその人の動き

りするくらい大きな声が出ることを発見し

常に逆のことを意識してみてはどうでしょ

ましたね。インタビューも絶対に座ってや

や、口元や目を見る。ついつい用意した質

ましたし、なんだか解放されたような気持

うか。つまり、きき手のときは話し手のこ

験があまりないのかもしれません。

問にとらわれそうになるけれど、興味をも

ちになりました。だから、インタビューを

とを、よく話す人は無口な人のことを。そ

るまできく。

つ姿勢があれば、その一言、一言の中から、

する前に大きな声を出してみると、緊張が

うするとみんなが楽になるし、新しいもの

そうですね。それからもう一つ。インタ

次の質問が見つかると思います。

解けて、ちょっと気が楽になるかもしれな

が必ず見えてきますよ。
きり笑ってみるとかね。

いですよ。あとは、にらめっことか、思い

大きな声を出して
緊張を解く
── なかには、とても恥ずかしがり屋で、

常に逆のこと を 意 識 す れば、
新 しいものが 必 ず 見 えて く る 。
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