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アーとの対談と、現場の実践から探っていきます。

ンタビューで身につく力は何か──プロのインタビュ

インタビューをどのように指導すればよいのか、イ

「一問一答になってしまう」などの課題も多いようです。

います。しかし、実際に行ってみると、
「話が続かない」

時 間 な ど で、 生 徒 が イ ン タ ビ ュ ー を す る 機 会 が 増 え て

国 語 の 時 間 だ け で な く、 職 場 訪 問 や 総 合 的 な 学 習 の
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永江 朗

「インタ ビュー」で 世界 を 広 げる
フリーライター

これまで千人以上にインタビューを
し、『 イ ン タ ビ ュ ー 術！』 な ど の 著 書
もある永江さんと、現場でさまざまな
実践をされている宗我部先生に、イン
タビューのおもしろさや、中学生にど
のような指導が考えられるか、語り合
っていただきました。

相手の言葉を引き出す
宗我部 永江さんは、インタビューのお仕
事をたくさんされていますが、肩書きは、
インタビュアーでなく「フリーライター」
なんですね。
永江 ときどき「フリーター」に間違えら
れて、
「いい歳なんだから、そろそろきち
んとした仕事につきなさい」と言われたり
するんですけれども（笑）
。私は、インタ
ビュー、評論、エッセイ、取材……なんで
もするので、
「フリーライター」と名乗っ
ています。
宗我部 今回、永江さんに、まず「インタ
ビュー」と「取材」の違いについて、お聞
きしたいのですが。
永江 ジャーナリズムの現場では、大きな
違いはないと思っています。一つあるとし
たら、インタビューはあくまでインタビュ
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いたいことはこの本の中に書いてあるか

を出した作家にインタビューしたとき、「言

重要だということでしょうか。以前、新刊

イー（話し手）の言葉をどう引き出すかが

て、
「何のために聞きたいのか」という目

と、質問を出すことに夢中になってしまっ

問項目をたくさん考えよう」と投げかける

らない。子どもは素直ですから、
先生が
「質

だけの一問一答になってしまって話が深ま

す」と、用意した質問を順番に聞いていく

なさい」と、よく言います。でも、質問は
たくさん考えた方がいいので、まず百個考
えさせる。そして、それを三十個に絞って、
最終的には十個にする。その中で優先順位
をつけて、上位のものから聞いていく、と

す。話した内容ももちろん大事ですが、話

のか、彫刻のように見せたいと思っていま

永江 私は、インタビュイーがどんな人な

めには、質問の形を工夫していく必要があ

ということでしょうか。言葉を引き出すた

自身を浮かび上がらせるのがインタビュー

宗我部 話し手の言葉を引き出し、その人

永江 インタビューの時間は限られていま

なっていきそうですね。

くことで、自分が聞きたいことが明確に

宗我部 そうやって、質問を絞り込んでい

いうように指導をしています。

し方や表情をとらえて文章化できないだろ

が失敗したというわけではありません。逆

もあります。だからといってインタビュー

すから、十個のうち一つしか聞けないこと

りそうですね。

す」という言葉一つをとっても、それがボ
ソッとつぶやくように言ったのか、にこや

に世の中で知られているようなことは除き、

むんですけれども、下調べの段階で、すで

みっちり下調べしてからインタビューに臨

ビューとは言えないと思いますね。私は

なってしまっていたら、それはいいインタ

永江 知っていることを再確認するだけに

その人自身が表れたりしますので。

にするようにしています。そういう部分に、

イーの口癖や語尾など、細かいところも気

意味合いが異なります。
だから、
インタビュ

を聞きに行くよりも、自分の考えをぶつけ

宗我部 中学生の場合は、わからないこと

永江 それはいいですね。

まえた上で質問を立てさせるんです。

がわかったが……」など、自分の考えをふ

てどうなのか」
「調べる中でこういうこと

ます。
「私はこう思うが、専門の方から見

いてどう思いますか」
「では、次の質問で

ちだと感じています。それだと「○○につ

問したいことを考えることばかりになりが

宗我部 インタビューの準備というと、質

としたものになるんです。

りします。そういうときの記事は生き生き

感情をあらわにして、真剣に対峙してきた

論をとうとうと述べるインタビュイーが、

こちらが仮説を立てて尋ねると、普段は持

と、おもしろい記事になるんですよ。また、

ですね。その場合、むしろ仮説が崩される

永江 すばらしい。仮説を立てていくわけ

いうことですか。

ンタビューでないというのは、例えばどう

宗我部 質問が聞けたのに必ずしもいいイ

インタビューとは限らない。

に、十個すべて聞けたからといって、いい

まだ誰も聞いていない質問、インタビュ

るつもりでインタビューさせた方が、相手

かに大きな声で言ったのかでは、ずいぶん

イーも予想していなかったような質問を考

とのやりとりができると思ったんですね。

語教科書編集委員を務め
る。

ませんね。逆に教師が指導しすぎると、そ

は、中学生だからこそできることかもしれ

宗我部 なりふり構わず突っ込んでいくの

こそ、そういうインタビューをしてほしい。

こともストレートに聞くんです。中学生に

とか、いい歳してこれは聞けないよねって

長に「人間、
お金をもったら変わりますか」

き手だなと思います。彼は、ある会社の社

そういう意味で糸井重里さんは天才的な聞

よね。その特権は存分に生かしてほしい。

は聞けない質問でも、中学生なら聞けます

永江 私のような五十歳を過ぎたおじさん

宗我部 子どもの特権？

ほしいなと思います。

どもの特権」を生かしてインタビューして

永江 それから、
私は、
中学生にはぜひ「子

失敗した方がいい

えるようにしています。

著書に『群読の発表指導
・細案』
（明治図書出版）
など。光村図書中学校国

自分の考えがあれば、インタビュー先でも

説国語編作成協力者。編

宗我部 職場訪問や総合的な学習の時間で

校国語）
」作成および分
析委員。平成 20 年告示
中学 校学習指導要領 解

相手の答えに「なぜ〜？」
「でも〜では？」

育政策研究所「教育課程
実施状況調査問題（中学

外部の人にインタビューする場合、中学生

学校教諭。お茶の水女子
大学非常勤講師。国立教

と重ねていくことができます。

ですので、そこからプロのような深い質問
を考えることはなかなか難しいんです。で
すから、私は、子どもに質問を立てさせる
とき、自分の考えを交えるように指導して
います。
永江 自分の考えを？
宗我部 例えば、総合的な学習の時間を
使って、
「街のバリアフリーのあり方を考
える」というテーマで、役所の福祉課の方
にインタビューをするとします。そうした
ら、まず、そのテーマについて知っている
ことを子どもの生活体験の中から思い出さ
せ、それについて自分はどういう考えを
もっているのかをまとめさせます。
その後に、下調べをし、質問を考えさせ

1962 年埼玉県生まれ。
お茶の水女子大学附属中

にも下調べさせるのですが、やはり子ども

質問項目のつくり方

うかと、よく考えますね。例えば「そうで

とても重要だと思っているかもしれません。

がちです。ですから、質問に対する答えが

たいことについて聞く」ことをイメージし

情報を集める一つの方法というか、
「知り

宗我部 私たちは、インタビューというと、

と成立しません。

ら」と言われたことがありました。確かに、

社新書）
、
『不良のための
読書術』
（ちくま文庫）な
ど多数。

本から抜き出して記事はできるかもしれま

主な著書に『インタビュー
術！』
（講談社現代新書）
、
『書いて稼ぐ技術』
（平凡

的を見失いがちです。

タビュー術に定評がある。

せん。でも、それでは意味がないんですね。

活動に入る。現在、
コラム
・
書評・エッセイなど幅広く
活躍中。その的確なイン

永江 私は、大学でも教えているのですが、
輸入販売会社に勤務後、
雑誌編集者を経て、文筆

インタビューは、たとえ本に書いてあるこ
より早稲田大学文化構想
学部教授（任期付）
。洋書

学生には、
「質問項目は徹底的に絞りこみ
1958 年北海道生まれ。
フリーライター。2008 年

とであっても、生の声で語ってもらわない
あきら
え
なが
よし のり

べ

が

そ
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中学生には、

自分の考えをぶつけるつもりで

なるべきかもしれません。

つい固く考えがちですが、もう少し柔軟に

宗我部 子どもたちが失敗しないようにと、

けです。子どもたちにインタビューをさせ

言葉から書き言葉へコード変換しているわ

を文章化するということは、頭の中で話し

とを痛感します。人から話を聞いて、それ

宗我部

永江 失敗できるのは若いうちだけですか
る際、それを自覚させることも大事かなと

インタビューさせたい

ういう部分をつぶしてしまうかもしれない。
らね。
て、インタビューの音声を録音することは

思いますね。学校でＩＣレコーダーを使っ

子どもが外部の人にインタビューすると
なった場合、相手に失礼のないように、教
師はとても気をつかいます。それはもちろ

くなるには、
「インタビューを失敗するこ

います。というのも、インタビューがうま

いことを聞いておいで」と言うようにして

かあれば、おれが尻拭いするから、聞きた

永江 私は大学生に課題を出すとき、
「何

てしまうかもしれません。

ンタビューとしてはつまらないものになっ

に気をとられていると、失礼はないけどイ

は自分でテープを聞き、質問の仕方、間の

こしを外注するライターも多いですが、私

る」ということがよくあります。テープ起

とか「聞き間違えたまま次の質問をしてい

いると
「なんてバカな質問をしたんだろう」

すが、インタビューの録音テープを聞いて

私はテープ起こし （※）を自分でするので

永江 小さな失敗ならたくさんありますよ。

で失敗したことがありますか。

宗我部 永江さんは、インタビューの現場

です。対話しているときは整然とした話に

宗我部 それ、すごくいい勉強になりそう

と思います。

どう変えていくかという授業をしてみたい

りに文字にし、そこから読みやすい言葉に

をさせたいですね。その音声を聞こえた通

レコーダーを一人一台渡してインタビュー

せてみてほしい。もし私が教師だったら、

らいで買えるので、ぜひ子どもたちに使わ

永江 レコーダーは安いものだと三千円ぐ

すから、どうしてもメモが中心になります。

宗我部 レコーダーの台数が限られていま

あるんですか。

と」が大事だと思うからです。だから、萎
とり方、言葉づかいなどを反省して、次に

話し言葉と書き言葉は違う

縮せず相手にぶつかってきてほしい。
「イ
生かすようにしています。

ん大事なことなのですが、そのことばかり

ンタビューしたおじさんに怒られてベソを

を、私がすべて文字に起こして、子どもた

宗我部 以前、
テレビ番組の『徹子の部屋』

思います。

言葉の世界を拡張していくことにもなると

は不思議ですよね。それに気づくことは、

ミュニケーションが成立しているというの

に、インタビューの場面では話が通じてコ

永江 書き言葉にするとメチャクチャなの

たりすることに、子どもは驚くでしょうね。

「あーー」とか「へーー」とかが入ってい

とにも初めて聞いたように驚くし、声に出

永江 また、事前に調べてわかっているこ

宗我部 話の運び方がとても上手ですよね。

スト自身の言葉で語らせようとします。

は〜したっていうじゃないですか」と、ゲ

が話し終わると、重ねて「そのときあなた

ですって」と話のきっかけを出し、ゲスト

く調べていて、
「なんでもあなたは〜なん

永江 黒柳さんは事前にゲストのことをよ

ないか」という意見が出されました。

ない」「別の言葉を聞き出したかったんじゃ

えがわかっていて質問しているのかもしれ

と。でも、しっかり読みこんでいくと、
「答

この人は話を聞いていないんじゃないか」

宗 我 部 「 同 じ こ と を 何 度 も 聞 い て い る。

永江 あはは。

もたちにインタビューをさせて、自分なり

してあげたいなと思いました。まず、子ど

のインタビュアーの技を、子どもたちに示

宗我部 今、お話をうかがって、それぞれ

迫っていくタイプです。

るように質問を投げかけ、どんどん核心に

あなたはこう言ったでしょう」と畳みかけ

込んでいきます。
「なぜですか」
「あのとき

んは、黒柳さんとは対照的に、相手に斬り

なので、とても勉強になりました。田原さ

永江 それぞれが独自のノウハウをおもち

も興味深く拝読しました。

どの「聞く技術」が紹介されていて、とて

ロの聞き手の、話の引き出し方や聞き方な

ジャーナリストの田原総一朗さんなど、プ

ていますね。この本では、糸井重里さんや、

（新潮社）で黒柳さんにインタビューされ

聞こえていたのに、実際に文字に起こし

ちに見せたことがあります。そして、
「黒

して笑います。全身で「あなたの話を聞い

の「インタビューのコツ」を出させた後に、

また、テープ起こしをしていると、話し

かいちゃった」という方が、子どもたちに
とっては、良い経験になるんじゃないで

柳徹子さんはインタビューの名人なんだよ。

ていますよ」と表現する。だから、ゲスト

「黒柳さんはこうやっているよ」
「永江さん

てみると話が行ったり来たりしていたり、

プロからその技を盗んでみよう」と投げか

は安心して気持ちよく話すことができるん

はこんなふうに聞いているよ」と紹介する。

言葉と書き言葉は、根本的に違うというこ

けました。すると、文字原稿を読んだ子ど

でしょうね。
『徹子の部屋』
はインタビュー

インタビュアーによって、聞き方や話の引

しょうか。

もたちの第一声は、
「先生、この人は本当

のお手本です。

き出し方がずいぶん違うということに気づ

名インタビュアーに学ぶ

にインタビューがうまいんですか」でした。

宗 我 部 永 江 さ ん は、
『 話 を 聞 く 技 術！』

インタビューは、
    

08
※テープ起こし
ICレコーダーなどに収録された音声データを、
そのまま文字原稿に起こすこと。
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かせたいです。それから、
「自分はどの人
に近いだろう」と考えさせてみたいですね。

他人の言葉を引き出すことによって、

違う世界に出会えるんです

問をつくるのが難しいことがあります。そ

る場合、事前の下調べがしにくいため、質

です。例えば、親や友達にインタビューす

それを「聞き書き文集」にするというもの

があります。身近な人にインタビューして、

は、
「小さな『物語』を探る」という教材

宗我部 ところで、中学校二年の教科書に

すごくいいアイデアですね。ぜひ授業で

業する中でいろいろと思い出しそうです。

その作業自体が楽しくなりそうですし、作

宗 我 部 あ あ、な る ほ ど。親 し い 人 だ と、

ながらだと、わりと話しやすいんです。

「年表」という「小道具」を使って作業し

向かって話をするのが恥ずかしい人でも、

に「年表」を作りながら聞いていく。面と

ときに子どもを産んで……」と、いっしょ

例えば、
「○歳のときに結婚して、○歳の

どうだったかを教えて」と聞くのではなく、

永江 いきなり「おばあちゃんの若い頃が

宗我部 「小道具」
、ですか？

道具」があると、話しやすいんです。

遠慮してしまったり。そういうときは、「小

れてしまったり、
「これは聞けないな」と

ンタビューしにくい場合があるんです。照

ら、自分との距離が近い人は、かえってイ

大事だと思っています。インタビュー指導

たものをどう生かすかということがとても

すが、私はインタビューのまとめ方、聞い

では、最後に「聞き書き文集」を作るんで

宗我部 二年の「小さな『物語』を探る」

らせるというのもいいかもしれませんね。

分を表している物」を持ってきて、物に語

もいいし、鉛筆でもボールでも、
「今の自

永江 「思い出の写真」を持ってこさせて

うです。

道具」があれば、ぐっと話しやすくなりそ

感じる子もいるかもしれません。でも、「小

の中には、自分について話すことに抵抗を

というものです。入学したての子どもたち

材が入りました。友達を取材して紹介する

に「友達をみんなに紹介しよう」という教

ンタビュー指導でも使えそうです。

物を仲立ちにするというのは、確かに、イ

ことへの抵抗感がぐっと下がるんですね。

    

ういうとき、プロならどうするのかお聞き

やってみたい。スピーチ指導で、
「ショウ・

永江

したいのですが。

アンド・テル」と言って、子どもに物を持

は、ともすればインタビューすること自体

身近な人の話を
引き出すには

永江 下調べができないので、その場で調

たせてスピーチをさせるというのがあるん

が目的になってしまう場合があるので。

それから、新版教科書には、一年一学期

べるという感じになるでしょうね。それか

ですが、そうすると、子どもは人前で話す

かったな、楽しかったなと思いますね。

インタビューをすることで、まったく違う

ですよね。他人に会うのは緊張するけれど、

くと、自分とまったく違う大人と会うわけ

もたちが、インタビューで外に出かけてい

永江 ふだん同年代の子と接している子ど

考えをお聞きしたいのですが。

ビューを学ぶ意義について、永江さんのお

宗我部

人がいるということを、身をもって実感で

分と同じものを見ても、違うことを考える

永江 身近な人へのインタビューでは、自

つけさせたいです。

ビューをさせ、コミュニケーションの力を

ました。失敗を恐れず子どもたちにインタ

コミュニケーションがとても大事だと感じ

がって、その場のやりとりの中で生まれる

する力も大事ですが、今日のお話をうか

宗我部 インタビューでは、聞く力や質問

世界にぶつかっていく勇気がもてるように

きると思います。他人の言葉を引き出すこ

自分の世界が広がる

永江 文集にして読んでもらうことまで考

なるんじゃないでしょうか。

ば、
子どもたちも
「インタビューしてよかっ

難しいところですが、楽しい文集ができれ

えません。中学生にどこまで求めるのかは

気がしないものはリーダブルであるとは言

です。正しいことが書いてあっても、読む

一つは読みやすさ、もう一つはおもしろさ

ますね。リーダブルには二つ意味があって、

思いもよらないことを知ることができたり、

めると、いつのまにか夢中になっています。

張します。でも、実際に会って話を聞き始

永江 初対面の人と会うときは、やはり緊

宗我部 えっ、永江さんでも？

るんです。

に出かけるとき、心配になって気が重くな

実を言うと、私はいまだにインタビュー

ました。

きました。今日は本当にありがとうござい

しいインタビューの単元を作りたくなって

んからたくさんアイデアをいただいて、新

分の世界がぐっと広がるんですね。永江さ

あい、言葉でつながっていく。それで、自

宗我部 インタビューによって、人とふれ

るんです。

最 後 に、 子 ど も た ち が イ ン タ

えると、リーダブルであることが求められ

たな」と思うはずです。こんなふうにまと

こんなふうにものを見る人がいるんだと驚

とによって、違う世界に出会うことができ

めてごらん、とモデルを示してあげてもい

いたり。そのたびに、インタビューしてよ

インタビューで、

宗我部

いですね。昨年はこんな文集を作ったよと、
先輩が作ったものを見せると刺激になるか
もしれない。
宗我部 そういう子どもの手の届きそうな

コミュニケーションの力を
身につけさせたいですね
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「インタビュー」で
育てる力
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モデルというのは、いいですね。子どもた
ちが活動しやすくなります。

特集

