
 
 
 

「政治とジャーナリズム」聴講＜感想とご意見＞NO1 

NO 性別/年代 感 想 ご意見 

 １ 
女性/60 代 市民一人ひとりのメディア・リテラシ

ーの重要性について、あらためて実

感することが出来た。先生の丁寧な

ご講義に聴く側も背筋をのばして聴

きました。 

政治とジャーナリズムと云うテーマで

興味深くお話しをうかがいました。日本

では企業の姿勢も深く報道に関わって

いると思うので、そのあたりもお話しを

聴いてみたい。 

 ２ 
女性/60 代 後半の時局の話が具体的で分かり易

くおもしろかった。 

勉強になりました、有難うございまし

た。 

メディアとの付き合い方は、我々が色々

な角度から世の中の事象を見つめ自分

なりに考えていく必要性を感じた。 

 ３ 
女性/70 代 なかなか聞く事のできない現実を話

してもらい、自分の考えと同じと意を

強くした。 

 

今後も、この内容で、あちこちで講演し

て頑張って下さい。 

有難う御座いました。 

 ４ 
女性/60 代 今気になっている話だったので興味

深く聞くことができました。 

理解し易かったです。また聴きたいと

思いました。 

ニュースの内容がテレビと SNS では違

うことがあり、どちらを信じていいの

か？と思います。私は新聞は読みませ

ん。両方見た方が良いのですネ 

 ５ 
女性/70 代 現実と重なり、よくわかりました。  

 ６ 
女性/60 代 メディアに対する見方を教えられま

した。 

 

 ７ 
女性/60 代 とても丁寧にお話しされ、理解できま

した。 

もう少し、今の政治状況の話が欲しかっ

た。 

 ８ 
女性/70 代 分かり易い講演でした。 

参考にして新聞・TVを見てみます。 

 

 ９ 
女性/70 代 有難うございました。普段から思って

いた事を理路整然と整理して頂きま

した。 

われわれ世代も黙っていてはいけませ

んネ。 
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NO2 

１０ 
女性/60 代 興味深い内容で勉強になりました。 

スピーチのスピードが聴き手に分かり

易いもので好感が持てました。 

 

１１ 
女性/60 代 メディア対策の請負人がいる。 

他人の名を名のってフェイスブック

に投稿しているという安倍首相の姿

勢に驚きました。 

安倍・トランプはヒトラーの政治と似てい

る→怖いです。 

人間の生の具現化、事実に基づいた真

実の発見にむけて一人ひとりが自覚す

べきと思いました。 

１２ 
女性/70 代 タイトルから読み解くと一般主婦に

は縁遠い話しと思いました。ジャー

ナリズムに関して少し理解できたか

なー！優しい語り口は心よく聞こえ

てきました。 

久しぶりにパワーポイントの無い講演会

でした。。レジュメがしっかりしていたの

で助かり、良く分かりました。 

先生のお人柄でしょうか、難しい問題も

とてもやさしく感じられました。 

１３ 
女性/60 代 時局にピッタリの内容で、門奈先生

のお話しはとても分かり易かったで

す。新聞の歴史など自分の知らない

内容も分かりました。メディアの報道

をうのみにせず。 

メディアは権力に左右されることなく先

生のおっしゃる「メディアよ賢くなれ！」

メディアも権力に立ち向かってほしいと

願うばかりです。 

勉強になりました。有難うございました。 

 

１４ 
女性/70 代 ゆっくりとした口調で分かり易いご

説明でした。 

これからの子供たちには教育として、デ

ジタル IQ の向上は大切だと思います。

確かな教育の上で自分の意見を持ち適

切な判断力を持たせることに力をおい

てほしいと願っています。 

１５ 

 

 

 

 

女性/70 代 私は狭山市民ですが、とても良い講

演会にできた‼と感動しています。

“目からうろこ”本当によい勉強をし

ました。 

政府のレベルはメディアのレベル、メディ

アのレベルは国民のレベル。国民が賢く

ならなければ・・といつも思っています、

どうしたらよいのか？ 

戦争だけはしてはならない、被害者は国

民われわれですから。政治がどこを向い

てやっているか、一般国民は見抜かなけ

ればならない。今の政権は多くの国民を

大事にしていないのに、へ 

 

 

それが国民にわかっていない。 

多くの国民がバカだから、こんな

無能な政権が続いていると思う

と悔しいです。 
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「政治とジャーナリズム」聴講＜感想とご意見＞NO3 

NO 性別/年代 感 想 ご意見 

１６ 
男性/70 代 非常に細かく出来事を pickup されて

いる。内容的に大変素晴らしかった 

 

現政権は、極右体質であり、平気で憲

法違反を繰り返している。法制局長官

も慣例を破り、政権に有利な解釈をす

る人間を当てている。大戦前に近い状

態にあり不安である。 

１７ 
男性/70 代 大変興味ある、共鳴できる講演会でし

た。感謝します。 

またの「講義」を望みます。 

語尾がハッキリしないのが残念 

１８ 
男性/70 代 現在の政治とジャーナリズムの問題

点と、その背景を論理的にお話しいた

だき勉強になりました。 

忖度とデジタル・メディアの問題を正

すために DQ が必要というのは、よく

わかりました。しかし、現実は悪い方向

に進んでいるように思います。教育の

問題であり、政治の問題と思います。 

１９ 
男性/70 代 非常に内容の濃い講演でした。 

聴講できて良かったと思います。 

 

２０ 
男性/70 代 最近のメディア報道の裏に隠された

側面を多数提示して頂き、よくわかり

ました。 

我々として、注意すべきメディアの情

報を判断する力を養う事の重要性が

わかりました。 

（年代的に）、SNS を使用していないた

めピンとこない面もある。 

多様なメディアを活用して判断力を養

うようには日頃から考えていて、同感

できる。 

メディアが社是として掲げていると思

われる「不偏不党」「公平無私」が敗

北の用語であったことにはショックを

感じています。 

２１ 
男性/60 代 メディアの重要性を再認識しました。

ありがとうございました。 

メディア・デジタルリテラシーの言葉の

知識を今後つけていきたい。 

 

4/6 時局講演会 
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                       NO4 

２２ 
男性/70 代 「ジャーナリズム」の本来の意味をあら

ためて学習できた。 

メディア（新聞/テレビ）を見る目が変

わると思う。 

時宣に適した演題でよかった。 

「DQ」は初耳でした。 

２３ 
男性/80 代 現状（政権の方策）についてよくわかり

ました。 

しからば、それにどう対応して行くか、

特に若い世代が流されないようにし

て行くことが大きな課題と考えます。 

２４ 
男性/70 代 興味深い内容をわかりやすく解説さ

れ、とてもためになりました。 

 

２５ 
男性/60 代 適切・明確なレクチャーで疑問点が明

らかになり、大変良かった。 

 

２６ 
男性/70 代 先生の思想はかなり政府批判に終始

している、もう少し多面的な視点が望

まれる。 

ネット市民が増えー情報を自分で選択

しー選挙を行う、従ってネット市民を引

き込む手法は避けて通れないこの時

代にジャーナリズムは、こうあるべき

という、又、こうなるはずだという写

真を示してもらいたい。 

（この時代の教育を含めて） 

２７ 
男性/70 代 メディアのあり方が良く判った。 

DQを高めメディアワイズを心がける必

要性を感じた。 

 

２８ 
男性/70 代 非常にていねい、かんでお話しする内

容は好感を持って聴くことができた。

できれば、先生の持論を先生の言葉で

語って欲しかった。 

現政権批判姿勢が根底にある感じが

強いと思われた。悪い点だけでなく良

い点も併せて話してもらえれば、もう

少し理解できたと思う。 

憲法改正は、どんな形にせよ必要との

立場から、護憲姿勢は日本のためにな

らないと信ずる者。 

２９ 
男性/60 代 時局の政治問題を題材にメディアの論

調を改めてお聴きし、読売新聞は止め

る！安倍政権の批判を小気味よく聴

きました。 

 

 



                                                NO5 

３０ 
男性/70 代 淡々とした話し方（時にユーモア有）で

したが、内容のある話と思う。 

シニアは、ますます DQ 獲得が難しく

なる。戦略的選択の具体例を示して欲

しい。 

３１ 
男性/70 代 タイムリーな話題を数多く提供いただ

いた。素晴らしい講演でした。 

 

３２ 
男性/50 代 メディアに同調せず、発信元を確かめ

ることが大事だとわかった。 

 

３３ 
男性/70 代 時宣を得たテーマで良かったと思う。 SNSを含めた情報過多の昨今、自分の

意見をしっかりと持つ必要性を改めて

感じました。 

３４ 
男性/70 代 戦前から現在に至る日本のジャーナリ

ズムの歴史がよくわかった。 

日本の政治を良くするため、私達は何

をすべきかについて、もう少し説明が

欲しかった。 

３５ 
男性/70 代 政治とジャーナリズムは一定の緊張関

係にあり、批判的であることは当然の

帰結なのだと感じた。 

それは、どんな政党になろうと同じ課

程をたどるものなのだろうか。 

 

３６ 
男性/70 代 情報リテラシーという言葉が世に出て

きたのは 20年も前であり、その後一歩

も進んでいない事がよく判り、悲しい

現実であった。 

 

３７ 
男性/70 代 機を得た話でもっともと思います。国

際政治情勢が不安定、不穏な状況下

で日本の政治家のふがいなさ、国内

問題で気を取られているひまはない

と思います。何かあったら、首相の身か

ら出たサビが多すぎます。 

もっと見識高く、人々の尊敬に値する

人格者で総理に値する人がいないの

でしょうか？ 

３８ 
男性/70 代 大変よかった。 「スピンドクター」の話を聴き、現在の

政治不信の源がよく分った。 
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NO６ 

３９ 
男性/70 代 マスメディアを研究する学者としての

主流的立場の方と思うが、外交史など

を研究する立場の方など、国境のある

国家間の攻防などは全く国益をめぐ

るもので、勝者の論理に終わる。 

今日、日本の立ち位置を主張する国の

品格が求められる。 

憲法の件も 9 条は柵さいも、より適確

な日本語に改正は、既に遅すぎると思

う。メディアを研究する人の目にはど

うなのか。 

公務員は憲法を遵守する立場とか、当

たり前の事を、一歩踏み立つ事を、 

より語るべきと思う。 

朝日新聞の報道にも、日本国民とし

て、恥ずべきものは強く反論すべきで

ある。 

 

残念であるが、最近の NSN 等のネット

コミュニティの実態は機会無いので

知れない。 

次回この辺の具体的は無しを聞かせ

て頂きたい。 

４０ 
男性/70代  そうかな？という疑問もあった。 

もう一方の“忖度”もあるのでは？ 

前川さんは公平か？ 

信用できる人か？ 

４１ 
男性/70代 ネットウヨの発生する背景がよく分っ

た。 

最近のニューメディアに危うさ＝ 

新しいファシズムを感じる。 

多角的な視点から現在の政治情勢の

背景を解説して頂いた。 

ジャーナリズムの本質はどんなメディ

アが現れようと・権力への監視 

・事実に基づく真実の追求 

を逸脱してはならないことを堅持す

る必要がある。我々市民は複数のメデ

ィアを通じて、何が真実なのか常に考

え、批判的に判断していかねばならな

いように思う。 

４２ 
男性/70代 メディアが、時の政権（権力）と距離を

置くことで、健全な緊張関係を醸成

し、政権運営についても、よりましな 

“公明正大”さが担保されるのではな

いか。それが、安倍政権下では、崩壊 

し、国会の審議の中でも、あまねく国

民に対しても、正しい情報が開示され

ない隠蔽、うそとゴマカシが常態化し

とても民主国家の体をなしているとは

思えない。大変良い講演でした。 

何がおかしいか？と云えば、国民主権

の国家にあって、その公僕たる国会議

員をはじめ、県市町村議会に至るま

で、或は官僚（公務員）までも 

不正に手を染め、そのことを、議会で

大変な税金と時間の浪費を恥じるこ

となく堂々たる態度を崩さない、この

非常識。正しく政治を行い、正しく公務

を全うしてくれれば、そのムダは生じ

ない‼ “民の声を大に” 

 各イラストはイメージです 
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