『 ハンセン病 』 記事データ
( 2012/12/01 - 2012/12/31 )
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媒体名

発売日

人名

内
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療養所

20121201-001 しんぶん赤旗（東京）

2012/12/01

大沢正明、酒井宏明、
知事「国の制裁不合理」 医療費無料制度 党群馬県議に答弁
片野清明

20121201-002 神戸新聞（神戸）

2012/12/01

鵜久森典妙、陳舜臣、 ロドニー賞に鵜久森氏 神戸拠点ドキュメンタリー映画製作 社会問題に鋭く切り込
イチロー選手
む

20121201-003 山陰中央新報（松江）

2012/12/01 福島美紀

人権学習成果 ポスターに 松江南高生が発表・解説

20121201-004 熊本日日新聞（熊本）

2012/12/01

11月のファイル【7日】県内ハンセン病元患者の再審請求要請

20121201-005 南日本新聞（鹿児島）

2012/12/01 上野正子、早稲田夢

ハンセン病学び児童が劇 鹿屋祓川小

20121201-006 沖縄タイムス（那覇）

2012/12/01

比嘉正央、知念晴香、
「HIV身近に」 劇のDVD提供 人権ネット沖縄
平良優佳

20121201-007 琉球新報（那覇）

2012/12/01

比嘉正央、知念晴香、
HIV感染、患者計20人 11月末県内、全員が男性 演劇で現状描く 人権ネット
平良優佳

20121201-008 琉球新報（那覇）

2012/12/01 中山義隆、知念正勝

偏見・差別解消を 宮古南静園退所者の会 石垣市長に要請

2012/12/02 石口涼太

ルーム ◎まるで収容所

20121202-002 上毛新聞（前橋）

2012/12/02 ハンセン

ハンセン病ってどんな病気? ピュルルン教えて!!（上） らい菌原因 薬で治療 ハン
栗生楽泉園
セン病の歴史

20121202-003 沖縄タイムス（那覇）

松井やより、謝花直
2012/12/02 美、池田恵理子、アル やよりジャーナリスト賞 謝花記者に授与
マ・G・ブラウン

20121202-004 毎日新聞（県版）岡山版

2012/12/02

20121203-001 四国新聞（高松）

2012/12/03 松原茜、大西笑子

20121203-002 読売新聞（県版）神奈川版

2012/12/03

20121203-003 読売新聞（県版）長野版

2012/12/03 曽我野一美

20121202-001

しんぶん赤旗/日曜版（東
京）

栗生楽泉園

宮古南静園

中沢勇夫、難波確夫、
「実践で成果と教訓」倉敷などで全人協大会開幕
早瀬尚子、金泰九
全国中学生人権作文コンテスト 県大会最優秀4編紹介 あすから人権週間 県内
大島青松園
各地で啓発活動 県教育長賞■松原 茜＜庵治3年＞ ハンセン病と差別

後藤新平、新渡戸稲
横浜共立・内藤さん優秀賞 高校・留学生作文コンクール
造、内藤遥、平沢保治
信州雑記 故郷を追われる悲劇

多磨全生園
大島青松園

20121203-004 週刊ポスト

福元満治、高山文彦、
石牟礼道子、松浦豊
敏、久本三多、中村
ポスト・ブック・レビュー 特別企画 著者に訊け! スペシャル対談 福元満治×高山
2012/12/03
哲、火野葦平、玉井金 文彦 九州を貫く"ぶっとい底流" 善意の国際支援は性に合わない
五郎、北条民雄、大宅
壮一

20121204-001 公明新聞（東京）

2012/12/04

20121204-002 佐賀新聞（佐賀）

入江信、志村康、中村
ハンセン病問題映す「菊池事件」－死刑執行から50年 佐賀県出身の2人 再審請 菊池恵楓園、星
久子、徳田靖之、井上
求めざし苦闘 「偏見に満ちた冤罪」 入江さん道半ば他界 なお後押し 入江さん 塚敬愛園、栗生
2012/12/04
強、国宗直子、中溝末
「真相解明なく差別消えぬ」 志村さん「やり遂げるまで死ねない」
楽泉園
大、五十嵐雄道

20121204-003 佐賀新聞（佐賀）

2012/12/04

きょうから人権週間「『菊地事件』死刑執行50年」 18面に特集

20121204-004 毎日新聞（県版）熊本版

2012/12/04 志村康

生きる ハンセン病回復者・志村康の記憶 35 題字は本人 菊地事件（1） ある男
菊池恵楓園
性の死

20121204-005 毎日新聞（大阪）夕刊

2012/12/04

憂楽帳 穴あき投票箱 2012.12.4

20121205-001 毎日新聞（東京）

2012/12/05 坂口力

引退や不出馬 40議員超す 難病治療の活動続ける 阪口力元厚生労働相（78）＝
公明

20121205-002 日本海新聞（鳥取）

杉本彩貴、長谷川美
2012/12/05 玖、西田勝彦、笹岡郁 最優秀賞に杉本さん（湯梨浜中3年） 人権作文コンテスト 倉吉で週間フォーラム
子

20121206-001 毎日新聞（北九州）

2012/12/06 沢知恵、羽深

遊楽ワイド 北九州 ぶらり出かけよう コンサート ★福岡市民クリスマス「沢知恵
クリスマスコンサート」

20121206-002 朝日新聞（県版）京都版

2012/12/06 及川忠孝

差別の涙 手品で笑顔 京都市の及川さん 岡山・長島愛生園へ

20121207-001 夕刊フジ（東京）

2012/12/07

北条民雄、高山文彦、
「花火 北条民雄の生涯」 高山文彦著
川端康成

20121207-002 高知新聞（高知）

2012/12/07

曽我野一美、曽我野チ 金曜フリースペース 闘い、人となって逝く 本県出身・曽我野一美さん（ハンセン病
大島青松園
サ子
訴訟原告団協会長） 追及し続けた隔離、差別

20121207-003 朝日新聞（県版）香川版

2012/12/07

市原新一郎、塔和子、
催し ◆ハンセン病問題の早期解決をめざす講演と映画のつどい
酒井

大島青松園

20121207-004 朝日新聞（県版）愛媛版

2012/12/07

市原新一郎、塔和子、
◆ハンセン病問題の早期解決をめざす講演と映画のつどい
酒井

大島青松園

20121207-005 東京新聞（東京）夕刊

2012/12/07

北条民雄、川端康成、 ハンセン病23歳死去 作家北条民雄 随筆織り交ぜ旧全生病院 企画展 誇りある
多磨全生園
稲葉上道
生 知って

暮らしの実績図鑑 大衆とともに勝ち取った50年 （94）ハンセン病問題の全面解決

長島愛生園

長島愛生園

玉城シゲ、倉園尚、下
ハンセン病差別学ぶ 鹿屋・上小原中
野龍功

星塚敬愛園

20121208-001 南日本新聞（鹿児島）

2012/12/08

20121208-002 琉球新報（那覇）

2012/12/08 松川萌夏

20121208-003 世界

朴守蓮、渡辺清次郎、
渡辺たつ子、中村保、
2012/12/08 金田、森元美代治、藤 ハルモニの唄 在日女性の戦中・戦後 第7回 ハンセン病療養所で 川田文子
野豊、光田健輔、宮崎
松記

駿河療養所、多
摩全生園、邑久
光明園

20121209-001 上毛新聞（前橋）

2012/12/09

栗生楽泉園

20121209-002 信濃毎日新聞（長野）

2012/12/09

20121209-003 四国新聞（高松）

2012/12/09 勝間和代

20121209-004 熊本日日新聞（熊本）

生駒秀夫、坂本フジ
2012/12/09 エ、日吉フミコ、金本悠 水俣病実態を知ろう 中学生 患者の講話で学習
成

菊地恵楓園

20121209-005 熊本日日新聞（熊本）

2012/12/09 宮崎松記

きょうの歴史 ＝9日＝【県内】

菊地恵楓園

20121210-001 週刊東洋経済

2012/12/10

Readers & Editors 編集部から

20121211-001 中日新聞（名古屋）

2012/12/11

横井泰周、高木里衣
奈、杉原大輝

差別の歴史 人権学ぶ 名古屋でフェス 作文優秀者ら朗読

20121211-002 津山朝日新聞（津山）

2012/12/11

中尾伸治、押目美恵
子

中尾さん（長島愛生園）招き講演会 ハンセン病正しく理解 美作高全校生徒 歴史
長島愛生園
的経緯、現状聞く

20121211-003 南日本新聞（鹿児島）

2012/12/11 松下徳二、上野正子

ハンセン病を知り人権学ぶ 大崎

星塚敬愛園

20121212-001 上毛新聞（前橋）

2012/12/12 丸橋学、半田靖史

放火の起訴内容認める 前橋地裁で元東吾妻消防団員初公判

栗生楽泉園

20121212-002 毎日新聞（県版）群馬版

2012/12/12 丸橋学、半田靖史

連続放火の被告 起訴内容認める

栗生楽泉園

20121212-003 読売新聞（県版）群馬版

2012/12/12 丸橋学、半田靖史

初公判 起訴事実を認める

栗生楽泉園

20121213-001 朝日新聞（県版）三重版

榎本初子、寺田一彦、
2012/12/13 香山末子、寺田一郎、 ハンセン病考えよう 22日、津で講演と討論
訓覇浩

20121214-001 SANKEI EXPRESS（東京）

2012/12/14

ボランティア被災地通信 「骨が折れる」定置網の掃除 Vol.29 女子ボートレー
サー、生活支える支援 ＜ボートレーサーの社会貢献＞

20121214-002 岐阜新聞（岐阜）

2012/12/14 石田雅男、水谷賢

ハンセン病元患者 川中島で人権講話

作文優秀賞で ハイタイ 松川萌夏さん（15）テーマは「人権と愛」

ピュルルン教えて!!（中） 療養所ってどんな所? 国の命令で閉じ込めた
森元美代治、森元美
恵子

ハンセン病 差別の痛み知って 東御で回復者夫妻の講演会
児童の発表など通して人権学ぶ 高松でフェスタ

大島青松園

邑久光明園

長島愛生園

20121214-003 南日本新聞（鹿児島）

2012/12/14 岩川洋一郎

消しゴム

星塚敬愛園、奄
美和光園、菊地
恵楓園

20121214-004 読売新聞（県版）多摩版

2012/12/14 佐川修、渡部尚

「人権の森」実現へ寄付金 全生園自治会、東村山市に

多磨全生園

20121214-005 読売新聞（県版）岐阜版

2012/12/14

20121214-006 東京新聞（県版）多摩版

2012/12/14 笹川修、渡部尚

東村山のハンセン病療養所「人権の森」 実現目指し 多磨全生園 入所者自治会
多磨全生園
が市に寄付金

20121214-007 東京新聞（県版）武蔵野版

2012/12/14 佐川修、渡部尚

東村山のハンセン病療養所「人権の森」実現目指し 多磨全生園 入所者自治会が
多磨全生園
市に寄付金

20121215-001 秋田魁新報（秋田）

2012/12/15 坂口力、森、小泉

引退議員に聞く 坂口力 元厚労相 国会は政局で時間浪費

20121215-002 茨城新聞（水戸）

2012/12/15

第32回全国中学生人権作文コンテスト 茨城県大会 最優秀賞作品を紹介 上位
廣瀬裕貴、井田萌香、
入賞者 【優秀賞】 追い続ける未来と自分とハンセン病 日立市立駒王中学校3年
大澤吾侑
大澤吾侑

20121215-003 琉球新報（那覇）

2012/12/15

孫和代、花崎皋平、松
産着の展示検討 愛楽園の交流会館 強制堕胎 語り継ぐ 名護
浦順子

20121216-001 上毛新聞（前橋）

2012/12/16 藤田三四郎

ピュルルン教えて!!（下） 間違い無くすために 療養所で話を聞こう

栗生楽泉園

20121216-002 四国新聞（高松）

2012/12/16

記者ノート ふるさと思う歌声

大島青松園

20121217-001 週刊医学界新聞（東京）

2012/12/17

20121218-001 SANKEI EXPRESS（東京）

2012/12/18 藤原良相、蓮如、斎王

EX Nature 文字・災害の歴史に脚光 12年考古学ニュース 最古級の平仮名・戸籍
木簡

20121218-002 朝日小学生新聞（東京）

2012/12/18 山内きみ江、

朝小記者の取材手帳から 2012 ◆3◆ 元ハンセン病患者の笑顔 「心はいつも青
多磨全生園
春、なんでも挑戦」 差別の中、娘育て被災地にも

20121219-001 静岡新聞（静岡）

2012/12/19 蓮如、斎王

考古学2012年 文字史料と災害史脚光 飛鳥時代以降 7世紀末の戸籍木簡

20121220-001 福井新聞（福井）

2012/12/20 清水直哉、一瀬郁也

温か映像でよき新年を 若狭東高 お年寄りらへ恒例「年賀状」作り 新学科も紹介

20121220-002 朝日新聞（県版）岐阜版

2012/12/20 石田雅男、野田真鈴

修学旅行でハンセン病療養所訪問きっかけ 各務原・川島中 元患者が講師に

長島愛生園

20121220-003 読売新聞（県版）三重版

2012/12/20 榎本初子、神美知宏

ハンセン病問題考える 22日、津でシンポジウム

邑久光明園

20121220-004 月刊新医療

2012/12/20

医師会会報から 東西南北 ポリオを高齢化社会のヒントに

林優花、北村実来、吉 いっしょに読もう!新聞コンクール 大垣・北中の3人受賞 林さん優秀賞、北村さん、
川利奈、加藤久美子 吉川さん奨励賞 真実知る努力を 林優花さん

沖縄愛楽園

久常節子、木村哲也、 対談 地域に生きた駐在保健婦の歴史 『保健師ジャーナル』（第69巻第1号）より
宮本常一、大江満雄 保健師へのエールとして

20121221-001 埼玉新聞（さいたま）

曽我野一美、山本隆
追想メモリアル 尊厳を守る闘い続け 11月23日、85歳で死去 ハンセン病訴訟で
2012/12/21 久、小島誠志、曽我野
全国原告団協議会会長を務めた 曽我野一美さん
チサコ、小泉

20121221-002 熊本日日新聞（熊本）

2012/12/21

20121221-003 南日本新聞（鹿児島）

曽我野一美、山本隆
追想 メモリアル 尊厳回復へ戦い抜く ハンセン病訴訟全国原告団協議会会長
2012/12/21 久、小島誠志、曽我野
曽我野一美さん
チサコ、小泉

20121221-004 週刊読書人（東京）

2012/12/21

20121222-001 東奥日報（青森）

内海英華、桜井哲夫、
2012/12/22 金正美、高橋竹山、宝 12年度芸術祭・ラジオ部門 青森放送が優秀賞
田明

20121222-002 デーリー東北（八戸）

曽我野一美、山本隆
追想 メモリアル 不当な扱いと闘い続けた ハンセン病訴訟の全国原告団協議会
大島青松園
2012/12/22 久、小島誠志、曽我野
会長を務めた 曽我野一美さん（11月23日・85歳）
チサコ、小泉

20121222-003 読売新聞（東京）夕刊

2012/12/22 曽我野一美

20121222-004 北陸中日新聞（金沢）夕刊

曽我野一美、山本隆
偲ぶ ハンセン病訴訟で全国原告団協議会会長を務めた 曽我野一美さん 尊厳
2012/12/22 久、小島誠志、曽我野
取り戻す闘い
チサコ、小泉

大島青松園

20121222-005 中日新聞（名古屋）夕刊

曽我野一美、山本隆
偲ぶ ハンセン病訴訟で全国原告団協議会会長を務めた 曽我野一美さん 尊厳
2012/12/22 久、小島誠志、曽我野
取り戻す闘い
チサコ、小泉

大島青松園

20121223-001 朝日新聞（東京）

2012/12/23

20121223-002 東奥日報（青森）

2012/12/23 曽我野一美

20121223-003 陸奥新報（弘前）

2012/12/23

20121223-004 デーリー東北（八戸）

2012/12/23 曽我野一美

2012墓碑銘 惜しまれる別れ多く 国内 【社会】

20121223-005 上毛新聞（前橋）

2012/12/23 藤田三四郎

記者め～る2012 負の記憶 風化させず

20121223-006 北日本新聞（富山）

2012/12/23 曽我野一美

墓碑銘 2012 巨匠・名優 時代築く 国内 社会

大島青松園

石牟礼道子、後藤幸 石牟礼さん絵本 琵琶語りに 水俣病題材「みなまた 海のこえ」 薩摩琵琶・後藤さ
浩、水島結子、姜信子 ん（熊本市出身）ら 来年、ハンセン病市民学会で上演

宇野俊一、宮崎かづ
ゑ、荒井裕樹

近代以後 現在の価値や観点とは何か 阿部安成

大島青松園
大島青松園

追悼抄 なくなられた方々（11月10日～28日） ハンセン病原告団元会長 曽我野一
美さん（11月23日、急性肺炎で死去、85歳）

読書 この1年に出会った本 書評委員お薦め「今年の3点」 上丸洋一 （2）明石海
明石海人、村井紀、宮
人歌集（村井紀編、岩波文庫・693円） 松永美穂 （3）長い道（宮崎かづゑ著、みす
崎かづゑ
ず書房・2520円）
2012墓碑銘 大きな遺産 次代へ 国内 社会

金正美、桜井哲夫、高
青森放送が優秀賞獲得 文化庁芸術祭ラジオ部門
橋竹山

栗生楽泉園

20121223-007 日本海新聞（鳥取）

2012/12/23

杉本彩貴、長谷川美
玖

全国中学生人権作文コンテスト鳥取県大会 56校から1万209編応募 入賞作品
【最優秀賞】 ◆鳥取地方法務局長賞 杉本彩貴（学校法人湯梨浜学園 湯梨浜中 長島愛生園
学校3年）最優秀賞2編紹介 私の『変革』

20121223-008 熊本日日新聞（熊本）

2012/12/23

立花誠一郎、佐田尾
信作、柳原一徳

「われ、決起せず」 立花 誠一郎語り、佐田尾 信作編、柳原 一徳写真 一人の
肉声から知る歴史の裏側

20121223-009 沖縄タイムス（那覇）

2012/12/23 曽我野一美

墓碑銘2012 国内 【社会】

20121223-010 毎日新聞（県版）三重版

2012/12/23 榎本初子

母娘離ればなれに 榎本さん体験講演 津でハンセン病考えるシンポ

20121223-011 読売新聞（県版）三重版

2012/12/23 榎本初子、神美知宏

津でハンセン病考えるシンポ 伊賀出身榎本さん 療養で50年離ればなれ 亡母へ
邑久光明園
の思い語る

20121223-012 中日新聞（県版）三重版

2012/12/23

20121224-001 読売新聞（札幌）

2012/12/24 曽我野一美

20121224-002 東奥日報（青森）

曽我野一美、山本隆
追想 メモリアル 仲間を率いて戦い抜く 曽我野一美さん ハンセン病原告団全国
大島青松園
2012/12/24 久、小島誠志、曽我野
協議会元会長 11月23日死去85歳
チサコ、小泉

20121224-003 岩手日報（盛岡）

曽我野一美、山本隆
追想 メモリアル ハンセン病訴訟で全国原告団協議会会長を務めた曽我野一美さ
大島青松園
2012/12/24 久、小島誠志、曽我野
ん （11月23日死去、85歳） 尊厳取り戻すために
チサコ、小泉

20121224-004 河北新報（仙台）

2012/12/24 曽我野一美

墓碑銘2012年 時代築いた 足跡永遠に 国内 社会

20121224-005 熊本日日新聞（熊本）

2012/12/24 天久友子、西浦七彩

職員らコンサート 菊池恵楓園

20121224-006 南日本新聞（鹿児島）

2012/12/24 曽我野一美

墓碑銘2012 国内 社会

20121224-007 週刊医学界新聞（東京）

木下正中、ジョン・ガー
ドン、山中伸弥、北里
柴三郎、志賀潔、野口 寄稿 近代医学の145年 『日本近代医学人名事典【1868－2011】』の人々から 早
2012/12/24
英世、長与専斎、早石 石実蔵（1882－1977年）
実蔵、花房秀三郎、早
石光子、早石修

20121225-001 読売新聞（名古屋）

2012/12/25 曽我野一美

20121225-002 読売新聞（福岡）

2012/12/25

邑久光明園

邑久光明園

榎本初子、寺田一彦、
ハンセン病つらさ知って 母と生き別れ50年ぶり再会 榎本さんが思い出 津で講演 邑久光明園
神美知宏
追悼抄 なくなられた方々（11月10日～28日） ハンセン病原告団元会長 曽我野一
美さん（11月23日、急性肺炎で死去、85歳）

菊池恵楓園

追悼抄 なくなられた方々（11月10日～28日） ハンセン病原告団元会長 曽我野一
美さん（11月23日、急性肺炎で死去、85歳）

内田博、中野重治、草
内田博さんの詩碑建立計画 大牟田 年明け募金活動開始
野心平、内田麟太郎

星塚敬愛園

20121225-003 しんぶん赤旗（東京）

20121225-004 秋田魁新報（秋田）

藤田三四郎、谺雄二、
岸従一、鈴木由萌果、
福島の子どもたち招き 冬のキャンプ始まる 栗生楽泉園 群馬
栗生楽泉園
2012/12/25
安藤由佳、羽部光男、
山口敦史
曽我野一美、山本隆
追想 メモリアル ハンセン病訴訟で全国原告団協議会会長を務めた曽我野一美さ
大島青松園
2012/12/25 久、小島誠志、曽我野
ん 11月23日、85歳で死去 仲間を率い戦い抜く
チサコ、小泉

20121225-005 上毛新聞（前橋）

曽我野一美、山本隆
追想 メモリアル ハンセン病訴訟に尽力 全国原告団協議会会長 曽我野一美さ
大島青松園
2012/12/25 久、小島誠志、曽我野
ん
チサコ、小泉

20121225-006 千葉日報（千葉）

2012/12/25 曽我野一美

20121225-007 山梨日日新聞（甲府）

曽我野一美、山本隆
追想 メ・モ・リ・ア・ル 曽我野一美さん（ハンセン病訴訟原告団長） 尊厳求め激し
大島青松園
2012/12/25 久、小島誠志、曽我野
く闘争
チサコ、小泉

20121225-008 中日新聞（名古屋）

2012/12/25

20121225-009 大阪日日新聞（大阪）

曽我野一美、山本隆
追想メモリアル ハンセン病訴訟で全国原告団協議会会長 曽我野一美さん 11月
大島青松園
2012/12/25 久、小島誠志、曽我野
23日死去（85歳） 「尊厳取り戻す」闘い続ける
チサコ、小泉

20121225-010 愛媛新聞（松山）

2012/12/25 山本隆久、阿部安成

会誌 青松（666号）

20121225-011 長崎新聞（長崎）

2012/12/25 曽我野一美

墓碑銘2012 名優 巨匠舞台を去る 国内 【社会】

20121225-012 琉球新報（那覇）

2012/12/25 曽我野一美

ひと・暮らし 情報 墓碑銘2012 国内 社会

20121225-013 毎日新聞（県版）福岡版

小竹町御徳、高石伸
命、平和、人権訴え100号 「ちくほう共学舎 虫の家」会報 「障害者らの問題知っ
2012/12/25 人、牧口一二、上野正
て」
子

星塚敬愛園

20121225-014 毎日新聞（県版）熊本版

2012/12/25 志村康

生きる ハンセン病回復者・志村康の記憶 36 題字は本人 菊地事件（2） 「生き
る」ための闘い続く

菊池恵楓園

20121225-015 読売新聞（東京）夕刊

2012/12/25 伊波敏男

テレ朝系制作番組の2賞決定 来年1月2、3日に最優秀作を放送

20121225-016 東京新聞（東京）夕刊

曽我野一美、山本隆
偲ぶ ハンセン病訴訟で全国原告団協議会会長を務めた 曽我野一美さん 尊厳
2012/12/25 久、小島誠志、曽我野
取り戻す闘い 11月23日、85歳で死去
チサコ、小泉純一郎

20121226-001 毎日新聞（東京）

2012/12/26

20121226-002 しんぶん赤旗（東京）

2012/12/26 高橋一郎、中山秋夫

墓碑銘2012 惜しまれる別れ、数多く 国内 【社会】

川北為利、山名優里、 虹 故郷で語る差別の苦しみ ハンセン病の経験 子どもたちへ 松阪の小学校教
長島愛生園
草分京子
師 10年越しの橋渡し ハンセン病

大島青松園

大島青松園

東條高、東條康江、野 苦難共に夫婦の日常描く 渋谷で30日まで 記録映画「61ha絆」 ハンセン病療養所
大島青松園
澤和之、堀田泰寛
で7年かけ完成
朝の風 「もういいかい」が伝える強制隔離

20121226-003 岩手日報（盛岡）

2012/12/26 曽我野一美

国内 社会

20121226-004 河北新報（仙台）

曽我野一美、山本隆
追想 ～メモリアル～ ハンセン病訴訟で全国原告団協議会会長を務めた 曽我野
2012/12/26 久、小島誠志、曽我野
一美さん 尊厳回復 戦い続ける
チサコ、小泉

20121226-005 長崎新聞（長崎）

2012/12/26

考古学この1年 文字史料に脚光 遺跡の爪痕 相次ぎ報告 地震、噴火…災害の
歴史に関心 土器に最古級の平仮名

20121226-006 熊本日日新聞（熊本）

2012/12/26 徳田靖之

ハンセン病元患者に死刑事件 再審求め4500人分署名 熊本地検へ

菊池恵楓園

20121226-007 南日本新聞（鹿児島）

2012/12/26

ハンセン病問題 資料30点を展示 市役所ギャラリー

星塚敬愛園、奄
美和光園

20121227-001 朝日新聞（東京）

2012/12/27 沢知恵、塔和子

ハートネットTV ★Eテレ 夜8・00

20121227-002 新潟日報（新潟）

曽我野一美、山本隆
追想 メ・モ・リ・ア・ル ハンセン病訴訟で全国原告団協議会会長を務めた曽我野
2012/12/27 久、小島誠志、曽我野
一美さん 11月23日 85歳で死去 法改正求め戦い抜く
チサコ、小泉

大島青松園

20121227-003 大阪日日新聞（大阪）

2012/12/27

東條康江、東條高、野 柗田昭男のダウンタウン文化情報 ＊50＊ ドキュメンタリー映画『61ha（ヘクター
澤和之
ル）絆』 すべて受け入れたその先に

大島青松園

20121227-004 神戸新聞（神戸）

曽我野一美、山本隆
追想 メモリアル ハンセン病訴訟原告団長 曽我野 一美さん 11月23日 85歳
2012/12/27 久、小島誠志、曽我野
「尊厳を回復」と闘った気骨の男
チサコ、小泉

大島青松園

20121227-005 四国新聞（高松）

2012/12/27 沢知恵、塔和子

テレビ番組 みもの 情報 ハートネットTV NHKEテレ 後8・00

20121227-006 熊本日日新聞（熊本）

2012/12/27

きょうの歴史（27日） 【県内】

20121227-007 朝日新聞（県版）岡山版

2012/12/27

20121227-008 月刊山形ゼロ・ニイ・サン

2012/12/27 辰巳芳子

20121228-001 日刊ゲンダイ（東京）

成毛眞、ジュディ・ダッ
2012/12/28 トン、本橋信宏、榎本 新刊あらかると ノンフィクションはこれを読め! 成毛 眞編著
博明

20121228-002 SANKEI EXPRESS（東京）

2012/12/28

20121228-003 しんぶん赤旗（東京）

2012/12/28

藤田三四郎、谺雄二、
栗生楽泉園 福島の子どもたちまた来てください
藤本玄太、有山澄伶

20121228-004 東奥日報（青森）

2012/12/28

三浦明子、金正美、桜 キラリ輝く 文化庁芸術祭ラジオ部門で優秀賞 三浦明子さん（青森市） 哲ちゃんと
井哲夫
の出会い財産

デアシ・イルニワティ・
回顧2012 上 3月 ●26日 県内初のEPA看護師誕生
シナガ

長島愛生園

浅倉かおりのオトナのオシゴト日記+いいもの 『天のしずく』がいよいよ山形公開で
す。

ボランティア被災地通信 経験を言葉で伝えよう Vol.30 最終回 震災を風化させ
ないために Gakuvo にしお・たけし
栗生楽泉園

20121228-005 静岡新聞（静岡）

2012/12/28 曽我野一美

墓碑銘2012 国内 【社会】

20121228-006 中国新聞（広島）

2012/12/28 曽我野一美

墓碑銘2012 国内 社会

20121228-007 高知新聞（高知）

曽我野一美、山本隆
追想 メ・モ・リ・ア・ル 曽我野 一美さん 11月23日死去、85歳 ハンセン病訴訟の
大島青松園
2012/12/28 久、小島誠志、曽我野
全国原告団協議会会長 戦い抜いた気骨の闘士
チサコ、小泉

20121228-008 宮崎日日新聞（宮崎）

曽我野一美、山本隆
追想 メモリアル（月1回掲載） ハンセン病訴訟原告団協議会会長を務めた曽我野
大島青松園
2012/12/28 久、小島誠志、曽我野
一美さん 12年11月23日 85歳 仲間率い戦い続ける
チサコ、小泉

20121228-009 朝日新聞（県版）京都版

2012/12/28 安倍晋三、田村憲久

ハンセン病施策 安倍政権に要望 真宗大谷派

20121228-010 読売新聞（県版）熊本版

2012/12/28

回顧2012（上） 2月

菊池恵楓園

20121229-001 毎日新聞（北九州）

2012/12/29

ハンセン病「待労院」閉鎖へ

菊池恵楓園、待
労院診療所、神
山復生病院

20121229-002 読売新聞（福岡）

2012/12/29

ハンセン病療養所閉所へ 熊本 民間「待労院」114年で幕 最後の1人 国立に転
院

菊池恵楓園、待
労院診療所、神
山復生病院

20121229-003 東奥日報（青森）

2012/12/29

熊本のハンセン病施設閉鎖

待労院診療所、
神山復生病院

20121229-004 秋田魁新報（秋田）

2012/12/29

考古学この1年 新たな文字史料続々 飛鳥時代以降 最古の戸籍木簡出土

20121229-005 山形新聞（山形）

曽我野一美、山本隆
追想 ハンセン病訴訟の全国原告団協議会会長 曽我野一美さん（そがの・かず
2012/12/29 久、小島誠志、曽我野
み） 11月23日、85歳で死去 尊厳取り戻す闘い率い
チサコ、小泉

20121229-006 埼玉新聞（さいたま）

2012/12/29 曽我野一美

墓碑銘2012 一時代築いた人々 惜しまれる別れ 国内 【社会】

20121229-007 新潟日報（新潟）

2012/12/29

ハンセン病施設 来月中旬で閉鎖 熊本

20121229-008 信濃毎日新聞（長野）

2012/12/29 曽我野一美

国内10大ニュース 墓碑銘 【社会】

20121229-009 大阪日日新聞（大阪）

2012/12/29 曽我野一美

惜しまれる別れ、多く 墓碑銘2012

国内 【社会】

20121229-010 日本海新聞（鳥取）

2012/12/29 曽我野一美

惜しまれる別れ、多く 墓碑銘2012

国内 【社会】

20121229-011 山口新聞（下関）

2012/12/29

ハンセン病施設 熊本私立閉鎖へ 静岡1カ所のみに

ジャン・マリー・コー
ル、志村康

大島青松園

菊池恵楓園、待
労院診療所、神
山復生病院

菊池恵楓園、待
労院診療所、神
山復生病院

20121229-012 四国新聞（高松）

2012/12/29

20121229-013 西日本新聞（福岡）

2012/12/29

20121229-014 西日本新聞（福岡）

20121229-015 熊本日日新聞（熊本）

熊本のハンセン病施設閉鎖

待労院診療所、
神山復生病院

菊池恵楓園、待
労院診療所、神
山復生病院
菊池恵楓園、栗
生楽泉園、多磨
小森力吉、谺雄二、内
ハンセン病私立療養所閉鎖へ 隔離の全体像継承を 国に施設保存求める声も
2012/12/29
全生園、待労院
田博文
診療所
菊池恵楓園、待
ジャン・マリー・コー
ハンセン病療養支え114年 熊本市の民間施設 待労院来月閉鎖へ 家族思い祈り
労院診療所、神
2012/12/29
ル、氷川きよし
の日々 最後の入所女性「閉鎖さみしか」
山復生病院
ジャン・マリー・コー
ル、風間まさ子

ハンセン病と向き合い114年 私立「待労院」閉鎖へ 熊本の療養所入所者ゼロに

菊池恵楓園、待
労院診療所、神
山復生病院

20121229-016 南日本新聞（鹿児島）

2012/12/29

熊本のハンセン病施設閉鎖

20121229-017 沖縄タイムス（那覇）

2012/12/29

非入所者2人が提訴 那覇地裁 ハンセン病国賠訴訟

20121229-018 沖縄タイムス（那覇）

2012/12/29 日野三郎、志賀雅子

入所者の声 語り継ぐ 岡山のハンセン病療養所 県事業終了後も支援員活動

20121229-019 琉球新報（那覇）

2012/12/29

ハンセン病訴訟新たに2人提訴

20121229-020 朝日新聞（県版）香川版

2012/12/29 曽我野一美

回顧2012（下） ■11月

20121230-001 朝日新聞（北九州）

2012/12/30 ジャン・マリー・コール ハンセン病施設 閉所 来月、熊本の「待労院」

菊池恵楓園、待
労院診療所

2012/12/30

熊本のハンセン病施設閉鎖

待労院診療所

20121230-003 秋田魁新報（秋田）

2012/12/30 曽我野一美

2012墓碑銘 惜しまれる別れ、多く 国内 【社会】

20121230-004 富山新聞（富山）

2012/12/30 曽我野一美

墓碑銘2012 惜しまれる別れ多く 国内 ■社会

20121230-005 北國新聞（金沢）

2012/12/30 曽我野一美

墓碑銘2012 惜しまれる別れ多く 国内 ■社会

20121230-006 福井新聞（福井）

2012/12/30

考古学この1年 新たな文字史料続々 福岡で最古の戸籍木簡 京都 9世紀土器
に平仮名

20121230-007 山梨日日新聞（甲府）

2012/12/30 曽我野一美

2012年墓碑銘 一時代築き遺産次代へ 国内 社会

20121230-008 山梨日日新聞（甲府）

2012/12/30

2012 考古学この1年 古代の文字史料に脚光 地震、噴火の爪痕 次々報告 飛
鳥時代以降 最古の戸籍木簡やいろは歌

20121230-002

産経新聞（九州・山口特別
版）

長島愛生園、邑
久光明園

20121230-009 信濃毎日新聞（長野）

曽我野一美、山本隆
追想 ハンセン病訴訟全国原告団協議会長 曽我野一美さん 11月23日死去 85
2012/12/30 久、小島誠志、曽我野
歳 「尊厳取り戻す」戦い続け
チサコ、小泉

20121230-010 岐阜新聞（岐阜）

2012/12/30 曽我野一美

墓碑銘 2012 国内 社会

20121230-011 日本海新聞（鳥取）

2012/12/30 加賀田一

2012年 鳥取県関係墓碑銘 長島愛生園元県人会会長 加賀田一さん

20121230-012 徳島新聞（徳島）

2012/12/30 曽我野一美

墓碑銘2012 惜しまれる別れ多く 国内 【社会】

20121230-013 四国新聞（高松）

2012/12/30 曽我野一美

墓碑銘2012 惜しまれる別れ多く 国内 【社会】

20121230-014 西日本新聞（福岡）

2012/12/30 曽我野一美

墓碑銘2012 国内 社会

20121230-015 佐賀新聞（佐賀）

2012/12/30 曽我野一美

墓碑銘2012 惜しまれる別れ多く 国内 【社会】

20121230-016 佐賀新聞（佐賀）

曽我野一美、山本隆
追想メモリアル 11月23日死去 全国原告団協議会会長 曽我野 一美さん（85歳）
大島青松園
2012/12/30 久、小島誠志、曽我野
ハンセン病訴訟 戦い続け
チサコ、小泉

20121230-017 熊本日日新聞（熊本）

2012/12/30 曽我野一美、志村康

追想 －メモリアル ハンセン病国賠訴訟全国原告団協議会元会長 曽我野一美さ 菊池恵楓園、大
ん 11月23日死去 85歳 存在感放った強靭な信念
島青松園

20121230-018 毎日新聞（県版）香川版

2012/12/30

バックミラー ＜中＞ ＜7月＞

20121230-019 毎日新聞（県版）熊本版

2012/12/30 志村康

'12年末ワイド 記者ノート 志村さんに導かれ

20121230-020 読売新聞（県版）香川版

2012/12/30 曽我野一美

回顧2012 （下） ■11月

20121230-021 産経新聞（県版）香川版

2012/12/30 曽我野一美

回顧2012 香川・徳島 11月 ハンセン病訴訟原告団長、死去 ≪11月≫【23日】

20121231-001 毎日新聞（東京）

2012/12/31 曽我野一美

今年亡くなられた方々 11月

20121231-002 山形新聞（山形）

2012/12/31 曽我野一美

惜別 2012墓碑銘 国内 【社会】

20121231-003 茨城新聞（水戸）

2012/12/31 曽我野一美

墓碑銘'12 次代に託し逝く 国内 【社会】

20121231-004 上毛新聞（前橋）

2012/12/31 曽我野一美

2012墓碑銘 功績を次代に託し 国内 社会

20121231-005 神奈川新聞（横浜）

2012/12/31 曽我野一美

墓碑銘2012 大きな遺産 次代に 国内 社会 時代築き 舞台去る

20121231-006 新潟日報（新潟）

2012/12/31 曽我野一美

2012年 墓碑銘 国内 【社会】

20121231-007 北陸中日新聞（金沢）

2012/12/31 曽我野一美

おくる 2012年 国内 11月

20121231-008 日刊県民福井（福井）

2012/12/31 曽我野一美

おくる 2012年 国内 11月

大島青松園

長島愛生園

菊池恵楓園

大島青松園

20121231-009 中日新聞（名古屋）

2012/12/31 曽我野一美

おくる 2012年 国内 11月

20121231-010 徳島新聞（徳島）

曽我野一美、山本隆
追想 メ・モ・リ・ア・ル 11月23日死去 85歳 地方の訴え全国に拡大 ハンセン病
2012/12/31 久、小島誠志、曽我野
訴訟の原告団長を務めた 曽我野一美さん
チサコ、小泉

20121231-011 高知新聞（高知）

2012/12/31 曽我野一美

墓碑銘2012 県内 曽我野さん 国の誤り指摘 ■新生児3000人以上

20121231-012 高知新聞（高知）

2012/12/31

考古学この1年 新たな文字史料続々 飛鳥時代以降 舗装道路やサウナも

20121231-013 熊本日日新聞（熊本）

2012/12/31 曽我野一美

墓碑銘2012 遺産 次代に引き継いで 国内 【社会】

20121231-014 宮崎日日新聞（宮崎）

2012/12/31 曽我野一美

墓碑銘2012 国内 社会

20121231-015 沖縄タイムス（那覇）

2012/12/31

ハンセン病施設 熊本で来月閉鎖 私立、入所者なく

菊池恵楓園、待
労院診療所、神
山復生病院

20121231-016 琉球新報（那覇）

2012/12/31 天皇皇后両陛下

がん条例制定など重大ニュース発表 県福祉保健部

宮古南静園、沖
縄愛楽園

20121231-017 毎日新聞（県版）香川版

2012/12/31 曽我野一美

バックミラー ＜下＞ ＜11月＞

20121231-018 読売新聞（県版）多摩版

2012/12/31

回顧2012 （下） 全生園に認可保育所

20121231-019 サンケイスポーツ（大阪）

2012/12/31 曽我野一美

2012レクイエム 社会

大島青松園

多磨全生園、菊
池恵楓園

