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にこうした抵抗感や″誤解″が生

いうＯＢ︑ＯＧ︵中退者を含む︶

その活動を積極的に支援しようと

特別会員は会の趣旨に賛同し︑

る︒

し︑実際に支障があるということ

じるとは予想もしなかった︒しか

が分かれば︑″障害″をカ″トす

を対象としたものだ︒

など多くの改革案が提案される︒

果となる恐れがあるからだ︒

ない間に会員への門戸を閉ざす結

会の趣旨と異なるばかりか︑知ら

と連帯を掲げて発足した︑本来の

重要であり︑年会費を六千円とす

施するためには財政基盤の確立が

ている︒しかし︑活発な活動を実

行し︑会員の交流を促進するとし

このほか︑会報を年四同程度発

る必要がある︒

これらの新提案は︑役員会で一年 更︒現在の会の名称﹁談合ジャー

ジャーナリスト集団のような誤解

５月99一日に第10回総会
さらなる発展を目指し

半以上にわたって検討を重ねてき ナリスト・クラブ﹂︵略称ＳＪＳ︶

を避けるため︑会の

それは︑談合マスコミ人の友情

て﹂−︒駿河台で学ん

だもので︑組織の活性化と︑より を︑﹁談合マスコミ・クラブ﹂︵同

名称をマスコミ・ク

改革案の最大の焦点は名称変

だ全ての明大マスコミ

実践的な会へ向けての飛躍を目的 ＳＭＣ︶に改めるという占Ｊであ

ラブと改め︑組織の

約︵現︑申し合わせ事項︶の設定 る︒

関係者の集いである談

としたものだ︒そうしたことから る︒

一層の充実を目指す

現在のＳＪＣについては︑新

懇談会︵午後七時十分〜八時半︶

いて︶

○今後の活動計画︵改革案につ

○九一年度経過報告︑会計報告

総会 ︵午後六時〜七時︶

会費 七︑〇〇〇円

室

年記念大学会館ハ陰火会議

場所 明大駿河台校舎・創立100周

日時 五月二十二目︵金︶午後六時

ることも同時に提案している︒

合ジャーナリストクラ
今回の総会は︑﹁これまで以上に

ことにし︑今回︑名

役員会では検討を重ねた結果︑

ブ︵ＳＪＣ︶の第10回

重要な総会﹂として︑役員会では 聞︑テレビ︑ラジオだけでなく︑
より多くの会員の参加を呼び掛け 出版︑広告など広くマスコミ各分

称変更を提案したも

ら母校の大学会館で開

野に従事する明大ＯＢ︑ＯＧ︵中

で開かれ︑午後六時から同七時ま として決定されたものだった︒

が機能的に活動を展

改革案では︑役員

での一時間が総会︑その後約十分

開するため︑責任分

のだ︒

の名称変更や︑特別会

の休息をはさんで同七時十分から リスト・クラブという名前にはど

総会は大学会館ハ階の大会議室 退者も含む︶の横断的祖織の名称

員の新設︑役員に対す

同八時半までが懇親会となってい うも抵抗があるようだ﹂ ﹁広告代

ところか︑その後︑﹁ジャーナ

る責任分担制の導入︑

に組織活性化の一環

るとしている︒さら
第一部の総会では会計報告など 道セクショソから営業分野に変わ

理店関係者は参加しづらい﹂﹁報
に続いて︑会の名称変更などの新 ると足が遠のいてしまう﹂などの

や︑特別会員制の導

入を盛り込んでい

とし・て月例会の開催
スタート当初は︑ＳＪＣの名称

提案があり︑渡辺会長ら役員から 声が相次いだ︒

る︒

およびそれに伴なう規
旧交を温めあう会員︵第９回︶

担制の導入を実施す

では渡辺宏会長から会

ている︒
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催される︒今回の総会

︵金曜日︶午後六時か

総会は五月二十二日

﹁組織の活性化と︑

懇談会ご案内

総会・

岡野新学長は︑明大マスコミ研

意を明らかにした︒

長に選任された︒昨年︑不

留教授が母校の第十一代学

ＳＪＣ副会長の岡野加穂

伝統を持つ明大にとって噺愧に耐

長は﹁昨年は︑百十一年の歴史と

就任後初の記者会見で岡野新学

持を集めたものといわれている︒

したのもそうした真しな姿勢が支

当時から︑﹁明治を名実ともにト

コミＯＢ懇談会﹂がスタートした

ＳＪＣの前身である﹁明大マス

ＳＪＣ誕生に際しても尽力︒

す学生の指導責任に当たる一方︑

そうした努力があってか︑この

とが不可欠だ︒

Ｂがこぞって岡野火を支援するこ

新″に向け船出したばかりだ︒Ｏ

い︒ただ︑新生岡野火は明治″維

野新学長に期待する声は少なくな

しく傷つけられた︒それだけに岡

最高学府としての明治の威信は著

た︒そればかりか︑事件によって

年比で一万人を超える減少となっ

今年は︑不正事件が影を落とし昨

難門校に数えられている︒それが

万人を突破するなど︑入試では超

上昇︒受験生もこのところ毎年十
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提案理由について説明が行われ

図９回Ｅロ回固白回

正入試事件が発覚すると同

ップレペルの大学に育てなければ

究室々長としてマスコミ界を目指

時に︑岡野新学長は一部学

えない一年だった﹂と述べた後︒
題が明らかになった﹂と力説︒新

十年間に明大の人気は年ごとに急

ならない﹂と母校の充実と発展に
体制で大学改革など明治″維新″

﹁しかし︑今回の事件で構造的問
改革に真っ向から積極的に

のため︑全力を挙げて取り組む決

情熱を煩けてきた︒
ーダー格︒今回︑学長に当選

取り組んできた良識派のリ

け︑事件の真相究明と学内

内の必死の抵抗をはねの
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心
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事会が発足した︒三月三十日の評

︒注目されていた明治大学の新理
理事長には弁護士出身の岡村了一

議員会で正式に決まったもので︑
長︑学長の平均年齢が六十四こ二

受け止められている︒理事長︑総

歳と大幅に若返ったこともさるこ
とながら︑各分野にそれぞれのエ

氏︵六五︶が︑総長には法学部
．教授の宮崎繁樹氏︵六六︶が︑
キスパートを配した″実力派内

岡野加穂留氏︵六二︶がそれぞ

スを提供して

話をしているからだ︒

ており︑夫人がこの女子大生の世

コ人娘は名古屋に嫁いでお

くれた︒そん

り︑留学生か滞在している九月ま

谷川さんの単身生活はあとしばら

では仕方がないですよ﹂という長

紹リＥ長谷川直樹ご

なこともあっ

に五輪へ向けてのムードか高まっ

に冬季五輪を迎える長野は日増し

てか︑六年後

昨年十一月︑テレビ朝日︵報道

岡村氏は日本弁護士連合会の綱

一周年を迎えてこのところ︑連日

かりとあって︑長谷川さんは開局

送に転勤︒昨年四月に開局したば

長谷川さんは﹁空気がきれいなう

着任から約半年の長野について

バーとして国交回復二十周年を記

長谷川さんは現在︑単身生活を

からやってきた留学

生がホームスティし

ダイヤモンドビック社
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総務担当に筒井正和氏︑教務担当

いる︒財務担当には遠井昭夫氏︑

先のアルベールビル冬季五輪

ところで︑わがニ″ポソは

サーチなど各種調査︑就職ガイド

学生の採用や就職意識︑企業リ

とに変わりはない﹂と話してい

作のヽ依然として求人難であるこ

は﹁若干のトーソダウンはあるも

卒シ

なく清新な印

で史上最多のメダル数を獲得し︑

ブ″クの制作などに忙しい毎日を

る︒

さ

してきたメン︑︑ハーである︒

て︑これまで組織の活性化に貢献

長谷川さんはＳＪＣ副会長とし

いて協議する予定だという︒

局との間で業務提携問題などにつ

五月には松本日中友好団のメン

紀委員会副委員長で︑これまでに

く続きそうだ︒

東京音楽大学理事長などを歴任し

る︒今回の訪中では長春のテレビ

念し中国を訪れることになってい

送っている︒というのも東京の自

新役員は︑いわゆる明大入

え︑東京に比べて水のうまさは段

一番頭を痛めているのは制作費な

試替え玉事件の責任を追及さ

多忙な毎日を送っている︒

どの経済的な問題だ︒それという

たベテラン︒宮崎氏は︑わが国屈

ムネスティ活動の中心的役割を果

のもバブルの崩壊に伴なった

れ︑総辞職に追い込まれた前

していることでも知られている︒

全般的な経済状況の悪化が電

を挙げている︒

なったもので︑新体制が二十
岡野氏は︑自他ともに認める明

波業界にもジヮジヮと浸透し

報道局長といえばニュース部門

一世紀へ向けて﹁ニュー・メ

大ナショナリストで︑母校を愛す

ているからだ︒﹁カネの問題

の総括責任者だが︑ぼ下のところ︑

イジ﹂の青写真をどう描き実

る気持は人一倍強い︒専門は比較

指の国際法の権威で︑現在も国際

践していくのか︑全国三十五

政治学で︑歯に衣を着せない明快

人権法学会理事長などを務め︑ア

万人の卒業生はもとより︑他

なかった﹂と長谷川さん︒

でこんなに苦労するとは思わ

宅にはロサンゼルス

大学の関係者らも強い関心を

な人柄は老若男女を問わず︑お茶

象を与え︑学

に原正彦氏︑学務担当に鈴木俊光

久しぶりに茶の間に明るいニュー

送クている︒バブルの崩壊に伴う

日日
新宮矛生ん

内外に期待と

氏らが決定した︒

を心から期待するとともに︑会員

経済の失速で︑各企業の来春の採

総合企面室長

好感を待って

を送りながら︑互いに明大同窓で

諸兄のますますのご活躍をお祈り

会費の納入をお忘れの方が多く

れまでの三倍以下から三倍弱に微

中小企業の中には︑﹁久々にれる

も学生の採用に頭を悩ませてきた

減する程度だというのだ︒それで
△銀行振込∇

代︑発送代︑返信用はがき代など

を発行するにしても用紙代︑印刷

は次の名義にお願いします︒

銀行振込︑現金書留とも送り先

Λ現金書留▽

普通預金口座 １４０５６９

ず︑好きなゴルフも﹁年に数回で

い通りの連休というわけにはいか

同社は﹁基本的﹂には土︑日曜

さそうだ︑という︒

るものの︑人材確保は容易ではな

獲れるかも﹂と期待する向きがあ

○富士銀行神田支店

普通預金口座 ９７２５９５

○三和銀行神田支店

普通預金口座 ３６０６２８

また︑ヴスコミ界で磨かれた鋭

と経費を要します︒財政基盤がし

〒101 東京都千代田区神田駿河台

は休日だが︑仕事がらなかなか思
い目で︑われわれ理事会をはじめ

っかりしていないと活発な活動を

○住友銀行神田支店

大学に対しても︑種々建設的なご

行えません︒誠に恐縮ですが九一

えになった貴クラブの今後の発展

一〇年という大きな節目をお迎

入下さいますようお願いします︒

年までの会費︵年三千円︶を至急納

ＳＪＣ 渡辺 宏

一︱一 明大広報部内

メンバーの一人だ︒

員名簿の作成に努めるなど熱心な

新宮さんはこれまでもＳＪＣ会

きればいい方だ﹂と新宮さん︒
びはございません︒

当惑しています︒ＳＪＣニュース

大学生に対する求人倍率は︑こ
あることを知らないということは

用動向が注目されるが︑新宮さん
マスコミの仕事が︑ますます社
になる現今︑校友としての連帯感

会の発展に重要な役割を果すこと
をもとに互いに友情を培い︑協力
しあいつつ︑情報の収集と提供が
できるならば︑そこには大きな力

い
助言を賜われば︑これに越した喜

か生まれることと確信します︒

お 願

いたします︒

今回の役員は︑これまでに

持って見守っている︒

のカジ取りを担当することに

違い﹂と恵まれた自然環境の良さ

ているという︒

局次長︶から系列局の長野朝日放

('57卒)

の間に多くの岡野ファンを生んで

執行部に代わってオール明治

れ選出された︒

報長

大変残念なことであります︒

界におられ︑何かと関連した生活

日頃︑マスコミという共通の世

あります︒

ますことは︑誠に喜ばしい限りで

実に組織の強化と発展をみており

発展を祈ります
談合ジャーナリストクラブが︑
全国の校友マスコミ人の親睦と連
帯をはかる絆として発足してから
今年でＩ〇年目と聞き及んでおり

閣″を形成しているからだ︒

また学長には政経学部教授の

強力スクラムで再出発

駿台ジャーナリストクラブの

韻韻頭韻韻
ます︒所期の目的達成に向け︑着

明治大学理事長

岡村了一

(2)

ＳＪＣニュース

081

ＳＪＣニュース

広報・宣伝もメンバーに

お知らせ

ることを求めている︒現在︑登録

会費については年間六千円とす

れは紙面を通じて会員相互の交流

年四回程度発行する予定です︒こ

た機関紙﹁ＳＪＣニュース﹂を︑

ＳＪＣでは︑これまで滞ってい

年十回程度の開催を予定してい

会員は五百四十六入だが︑昨年会

は①担当理事実務の連絡調整②大

財務は①予算︑決算案の作成な

費を納入したのはわずか五十九

− １１

ど財務管理②年会費︑特別会員会

を深めようというものです︒

ー

費の徴集管理などを担当し︑組織

人︒この点について役員会では

る︒毎回ゲスト講師を招き︑情報

また﹁通信﹂については通信社

は①会員名簿の管理︑点検②新会

学との連絡調整③総会の開催およ

だけでなく︑例えばＮＴＴや日本

員︑特別会員の勧誘③部会の組織

の交換と親睦を図る考えだ︒

今回︑総会に提 更については一面で述べた通りだ
電気︑ニューメディアや衛生放送

化④地方会員ネ″トの組織化など

び役員会の招集実務を主に受け持

案される改革案は が︑会員の範囲は従来の﹁新聞︑
部門などに乗り出した一部商社な

を行うとしている︒

取れる︒

織に発展させようとの構想が読み

報産業部門のＯＢ︑ＯＧ横断的組

供が進む中で︑本クラブを総合情

は︑きめ細かな情報サービスの提

こうした大胆な考え方の背景に

特別会員は規約４条に明記した

などを主に担当するとしている︒

機関紙ＳＭＣニュースの発行実務

ととし広報は①広報関係の窓口②

行事の企画立案などを担当するこ

実務③ゴルフコソペなど会員親睦

務②学生就職研修セミナーの開催

また︑企画は①月例会の開催実

をお願レしたい﹂と強調している︒

実施するためにも会費の引き上げ

役員会では﹁活発なクラブ活動を

印刷代などは値上がりしている︒

たものだが︑その間︑郵便料金率

現在の会費は八年前に決められ

年会費ではとても不可能な話だ︒

となれば︑これまで通り三千円の

行︑各種親睦会の開催などを行う

機関紙︵年四回程度を計画︶の発

しかし︑今後︑月例会の開催や

にお住まいの方は大歓迎です︒モ

況情報を寄せて下さい︒特に地方

しどしお寄せ下さい︒

ます︒簡単な内容説明を付けてど

写真付きで掲載したいと考えてい

と思っています︒会員の新刊書も

移りました﹂コーナーを設けたい

そんな会員のために﹁こちらに

れなかったという話も聞きます︒

ろ︑既にそこには不在で連絡が取

た会員に連絡を取ろうとしたとこ

いところで︑以前︑名刺を交換し

役員については︑副会長を大幅

旨に賛同する者となっている︒さ

以外のＯＢ︑ＯＧで︑同２条の趣

ただ︑経過措置として今年度の

ことが最大の原因﹂と猛省︒

に削減し︑事務局長を廃止︑代わ

らに特別会員の所属する企業およ

から新会費とすることを提案して

会費は三千円に据え置き︑未年度

つとしている︒

ＳＭＣ規約として 放送︑通信︑出版︑広告など﹂に
どの担当者も︑その範囲に加える

役員に責任分担制導入

この中に盛り込ま 新たに﹁広報・宣伝﹂を加え︑こ
としている︒

マスコミ業界は転都や転勤が多

れている︒これま れらマスコミに﹁関係するＪＯＢ

﹁クラブの活動が十分でなかった

での﹁ＳＪＣ申し となっている︒
較して改められた 日ごろからマスコミとの関係が深

って理事制度の導入を図るとして

び団体は法人として加入すること

なところだ︒
クラブの名称変 ものだ︒

これは情報化社会が進む中で︑

主な点は次のよう い一般企業や団体の広報・宣伝担

いる︒これは役員の責任分担を明

ができるとしている︒
月例会はクラブの活性化の一環

を失う﹂ことを明記している︒

の未納が二年を越えると会員資格

いる︒また︑規約15条では﹁会費

営 03Ｉ3296１４０８２〜４
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の他情報交換︑何でもＯＫです︒

として提案されたもので︑夏休み

目的としたものだ︒

期間の八月と新年月の１月を除き

ロ
ハ

し︑議長を務める︒
︹規約改正︺
㈲役員会には会長︑副会 13条 本規約の改正は︑総会の承
長︑理事︑会計監査が
認を必要とする︒議決は︑
出席する︒顧問は役員
総会出席者の過半数の賛成
会に出席することがで
で成立する︒
に提案し承
きる︒
求める事項 10条
本クラブの伝達事項を会員 ︹会計︺
に周知させるために各社ご 14条 本クラブの経費は︑年会費︑
とに幹事︵若干名︶を置く
事業収入および寄付金でま
ことができる︒
かなう︒
１１一条 ママ
ス
スコ
コミ
ミ各分
分野
野ごご
とと
のの
親親
睦 睦15
15条 本クラブの会員は︑年会費
・交流を図るために部会を
を負担する︒年会費は六千
設けることができる︒
円とし︑年会費の未納が二
１９Ｉ条 本クラブは︑２条の目的達
年を越えると会員資格を失
成のため︑月例会の開催お
う︒特別会員の会費は別に
定める︒
16条 本クラブの会計年度は︑毎
年四月一日から翌年三月末
までとする︒

ＦＡＸ03−3296１４０８７

新設の理事は総務︑財務︑組

決定
イ

織︑企画︑広報の五部門で︑総務

︹特別会員一
８条 明治大学卒業生︵中退者を
含む︶で︑規約２条の趣旨
に賛同する人は特別会員に

■こ
■と
ｊが
ｌでき
ｌる︒ − ＩＩ ｄ
なる
前項の特別会員の所属する
企業および団体は︑法人と

｢︒
■ｊ−
ｊ■ＩＩ ９条Ｉ本
Ｉク
Ｉラブの
Ｉ会
Ｉ合は︑
Ｉ総会お
Ｉ
当する
会Ｅ
当
す
る
︒
９
条
本
ク
ラ
ブ
の
会
合
は
︑
総
会
お
本クラブに顧問および名誉
よび役員会とする︒
すｙ
会員を置くことができる︒
出総会は︑定例総会︵五
閣役員会は︑

会長は本クラブを統括し︑
しても加入することができ
副会長は会長を補佐する︒
る︒
理事は総務︑財務︑組織︑
企画︑広報などの実務を担 ︹会合︺

１７肌回硲匈函弓む図ロＥ

SJC 総会で講演する渡辺美智夫氏

合わせ事項﹂と比

当店もメンバーとすることにした

確にすることにより︑これまで以

年中役
とか員(4回)(2)(1)
しらは

回の１

また﹁メンバーＮＯＷ﹂にも近

上に実務と機能性を高めることを

︹名称・目的︺
１条 本クラブは︑﹁駿台マスコ
ミミ
クク
ララ
ブブ
﹂﹂
︵︵
略略
称称
ＳＳ
ＭＭ
ＣＣ
︶︶
と称する︒
２条
本クラブは︑広く会員の親 ６条
睦ならびに会員相互の交流
・協力を図ることを目的と
する︒
３条 本クラブの連絡窓口を明治
大学広報部内に置く︒
︹会貰︺
４条 本クラブは︑新聞︑放送︑
通信︑出版︑広告︑広報・
宣伝などマスコミに関係す
る明治大学卒業生︵中退者
を含む︶を会員とする︒
︹役員︺
５条 本クラブに次の役員を置 ７条

次招臨必
の集時要
事す総に
項る会応
を゜とじ

扁謳扁臆詣瀧腕白jj

一

になる︒早稲田の強さは底辺の厚

延べ人数にするととんでもない数

ジするという学生もいるという︒

社の第一線で活躍︑合い間をみて

たちが︑テレビ局や新聞社︑出版

はかつて教えてもらう側にいた者

援しようと結成したもので︑今で

後輩たちの指導に当たっているほ

さともいえよう︒
それに比べ︑明治の場合︑どう

がっている︒参考までに七年前の

着実に駿台マスコミ人の輪は広

どだ︒

明治の学生は銀行や保険などの金

みてもＩケタ少ない受験者数だ︒
融関係に就職する者が多いといわ

ランクを維持したのは善戦といえ

ます︒特に読売では早大の三十五

人に次ぐ十三人で︑東大︵ハ人︶

しているのが注目されます︒産経

虚器菅

と時事の場合も︑それぞれ三人と

慶応︵七人︶を抑えて二位に躍進

⑩⁝組織は作ることはできて

六人で明治は二位に食い込んでい

ます︒﹁おお明治﹂にようやくエ

も︑それを維持していくことは

︵ＳＪＣニュース︶を書きなか

容易なことではないと︑原稿

俳Ｅ会員の年会費は六千円案を

ンジンがかかり始めたようです︒

学院十人︒東北大と北大がともに

ら改めて感じました︒大学時代

総会に提出することで決着しまし

九人︒九大︑大阪外大︑ＩＣＵが

のゼミや体育会系のサークルな

たが︑これについては役員会でか

今ド
年の全国紙五社と通信二社の

みてみると︑明治は七社の採用者

どの場合は︑それこそ﹁同じ釜

なり時間をかけて真剣な会費論議

新規採用者数で明治は︑早稲田︑

数は十四人で第八位の座にとどま

の飯を食った仲間﹂として卒業

が展開されました︒組織にとって

﹁新聞之新聞﹂の同じ調査結果を

う﹂と嘆くＯＢもいる始末だ︒

っていた︒

後も結び付きか固いといわれて

れている︒﹁ちょっと出来のいい

明治の三十六人の各社別内訳は
そこで﹁マスコミを目指す学生

今年は三位の東大三十七人にあ

財政基盤を確立することは︑最も

ハ人ずつで︑神戸大と東女大が各

聞之新聞﹂から明らかになった︒

朝日七人︑毎日三人︑読売十三人︑
は集まれ﹂と十数年前にスタート

るビジネス絡みの団体の場合

います︒また︑利害か深く係わ

慶応︑東大に次いで全国大学別で

これまで母校から新聞︑放送︑出

日経四人︑産経三人︑それに時事

と一歩のところまで追い上げてき

学生はみな金融に取られてしま

版︑広告などマスコミ界へ進む卒

た︒来年の調査結果か今から楽し

縁の︑開かれた明大マスコミ人

の場合は︑そうした利害とは無

円案なども出ました︒これらは各

費一万二千円案が出たほか︑一万

その額です︒月千円の計算で年会

では一致しているものの︑問題は

ために会費アｙフが必要との考え

したのが明大マスコミ研究室︒こ

みだ︒
手放送一人▽宮崎放送Ｔ人▽熊本

の集まりです︒他の業種に比べ︑

重要な柱のひとつです︒活性化の

れはマスコミ現場で働く若手Ｏ

今回の調査で明らかになったの

Ｂ︑ＯＧが志望学生を側面から支

ー人▽サガテレビー人▽テレビマ

放送一人▽仙台放送▽共同テレビ

マスコミ界は﹁わが道をゆく﹂

も︑組織の維持は比較的容易な

六人︒
は早稲田が断トツの強さを誇って

近年は﹁一人でも多くの後輩たち
をマスコミヘ送り出そう﹂と若手

ソュニオソー人▽大阪有線放送二

電通は２人

人▽東京ビデオセソター一人▽東

に︑将来︑都内に独自のクラブ事

大学就織部がまとめた新聞・通

エム富十二人▽エフエム中九州一

阪企画四人▽東北新社一人▽エフ

種行事や機関紙発行などとは別

信七社を除く主なマスコミ各社に
だ︒特にＮＨＫにはハ人か合格︑

対する今春の就職状況は次の通り

しておく必要があるという観点か

務所を設けるため︑資金をプール
武書店五人▽秋田書店二人▽祥伝

呼び掛ける側もひと苦労です︒
だという︒一方︑採用数そのもの

社一人▽学習研究社二人▽リクル

渡辺会長はじめ各役員は魅力あ
が多くない講談社に三人︑抜群の

ものでしたが︑この件については

人▽講談社三人▽光文社二人▽福

給与水準を誇り女子学生に人気の

ート十四人▽ベースボールマガジ
ソ社Ｔ人▽旺文社Ｔ人▽実業之日

の今年四月の新規採用は︑朝日

改めて協議することになり︑六千

▽人▽福島中央テレビー人▽四国

人▽九州朝日放送▽人▽福島放送

▽札幌テレビニ人▽テレビ新潟一

人▽ＣＢＣ一人▽三重テレビー人

ー人▽朝日放送一人▽毎日放送一

人▽大広一人▽マ″キャリンエリ

エージェンシー 一人▽第一企画一

博報堂一人▽旭通信社二人▽東急

人▽福井新聞社Ｔ人▽電通二人▽

南日本新聞社一人▽奈良新聞社一

手日報社一人▽東夷日報社一人▽

スポーッニズボン新聞社二人▽岩

Ｔ人▽日刊スポーッ新聞社二人▽

一人▽衛星チャンネルＴ人▽中央

上一人▽ＮＨＫサービスセンター

ションズ五人▽名鉄エージェソシ

共同ＰＲ一人▽毎日コミュニケー

ットー人▽テレビ朝日映像一人▽

ＪＲ東口本企画二人▽テレコムサ

▽コミこＩティアド博雅堂一人▽

クソソ博報堂▽人▽オリコミニ人

エ上一人▽シンエイアームズニ人

ス通信社一人▽リクルートフロム

ビデオセソター一人▽東京ニュー

▽東宝東和一人▽日放▽人▽東京

メディアオフィス一人▽松竹一人

人▽文化放送ブレーソー人▽角川

通ＰＲセンター一人▽イーストー

霊異一人▽朝日ソノラマニ人▽電

れ︑歓談や情報交換を行うという

放送一人▽西日本放送一人▽福島

⑩・：ところで︑マスコミ七社

ら提案されたものです︒事務所に

高い福武書店に五人か入っている

本社一人▽北海道新聞社一人▽河

を除いて各社とも前年に比べ大

るクラブ作りを目指して︑繰り

ほか︑西日本新聞社に三人︑中日

北新報社三人▽信濃毎日新聞社二

円案に落ち付きました︒ぜひご検

はウイスキーや軽いおつまみなど

新聞社に二人が採用されるなど︑

人▽山梨日日新聞社▽人▽中日新

幅に人員を削減︒そんな中で明

討下さい︒︵事務局長 荻須勲︶

返し検討を重ねてきました︒今

就職分野も一段と全国的な広がり

聞社二人▽徳島新聞社二人▽新潟

治が昨年同様に︑全国第四位の

を用意しておき︑会員が自由に訪

をみせている︒

山形新聞社一人▽日刊工業新聞社

日報社四人▽西日本新聞社三人▽

後のクラブにご期待下さい︒

▽ＮＨＫ八入▽日本テレビー人

テレビー人▽テレビ山梨一人▽岩

読売テレビー人▽静岡第二アレビ

▽ＴＢＳ一人▽フジテレビ二人▽

﹁ここ数年にない快挙﹂︵就職部︶

ています︒それだけに︑参加を

といった人たちが多いといわれ

講談社３人

いる点だが︑この強さ

稲田は新聞のみならず

ＯＢたちのボランティア活動︑明

今回︑﹁新聞之新聞﹂が調査した

マスコミ各分野にチャ

の秘密はどうやら受験

のは朝日︑毎日︑読売︑日経︑産経の

レンジする人数が毎

大マスコミ研究室の努力もあって

各新聞社と︑共同︑時事の二通信

回︑七︑八千人といわ

着実に採用者数を伸ばしている︒

躍進ＮＨＫへぼ８Å

者数にあるようだ︒早

ップは早稲田で七社合わせて百六

社︒モれによると出身校別ではト

れるほど他大学に比べ

十七人︒次いで二位が慶応の五十

い限り全てにチャレソ

採用試験日が重ならな

け持ち受験はざらで︑

しかも七︑八社のか

圧倒的に多い︒

八入で︑三位が東大の三十七人︒
そして四泣か明治で三十六人︒
五位が上智の三十五人︒六位は中
央の二十五人で七位が京大の二十

一人︑ハ位が同志
社二十人︑九位が
立命館の十六人︑
十位が東京外大の
十五人となってい
る︒
十一位からは関
西大︑法政︑阪大
が同数の十四人︒
立教︑日天がそれ
ぞれ十二人︑一橋︑
れも十一人︒青山

筑波︑関学がいず

ようです︒しかし︑わがＳＪＣ

業生は必らずしも多くなかったが

七人などとなっている︒

就職データに見入る学生たち

第四位−︒こんな調査結果が﹁新

マスコミ７″社の採用ランク
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