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療養所

20130301-001

MAINICHI RT（東京）

小嵐九八郎、ユダ、シ
2013/03/01 モン、イエス、マグダラ 一番書きたかった初心 大胆に切り込んだイエス伝 小嵐九八郎さん
のマリア、吉川英治

20130301-002

読売新聞（県版）広島版

2013/03/01

20130302-001

夕刊フジ（東京）

2013/03/02

習近平の魔力 沖縄が危ない （5）惠龍之介 本土以上の質備えた看護システムな
ど 抹消された米軍の功績

20130302-002

高知新聞（高知）

2013/03/02 岡林咲妃

よむナビ! NIE特集 がんばれ! 県内高校新聞部 小津高「いいなあ」を共有

20130302-003

西日本新聞（福岡）

2013/03/02

くらし天気図 あした計画1 そもそも講座 生活保護引き下げ 他制度に波及? 低
所得者支援の目安 政府「影響させない」

20130302-004

朝日小学生新聞（東京）

上野正子、仲程信志
2013/03/02 郎、国仲竜太郎、小
泉、池間哲郎

ハンセン病 偏見・差別のない社会をめざして 鹿児島でシンポジウム開催 沖縄の
子どもの演劇 悲しい歴史を伝える 出演した小中学生の声 本名に戻れた日が
星塚敬愛園
「わたしの誕生日」国立療養所星塚敬愛園 上野正子さん（86歳）

20130303-001

読売新聞（大阪）

2013/03/03

20130303-002

山梨日日新聞（甲府）

神谷美恵子、美智子
ヤングアダルト Young Adult 「神谷美恵子 ハンセン病と歩んだ命の道程」 大谷
2013/03/03 妃殿下、大谷美和子、
美和子・著、高山ケンタ・絵 人の存在意義思索した軌跡
高山ケンタ

20130303-003

山陽新聞（岡山）

八束澄子、小郷文子
岡山児童文学会 子どもたちへ集大成の一冊 作家ら童話や詩寄稿 創立50年記
2013/03/03 、作田八重子、松田範
念し作品集
祐、和田英昭

20130303-004

佐賀新聞（佐賀）

神谷美恵子、美智子
YA 13歳からの読書 「生きがい」考え続けた心の軌跡 神谷美恵子 大谷美和子・
多磨全生園
2013/03/03 妃殿下、大谷美和子、
著 高山ケンタ・挿画
高山ケンタ

20130303-005

熊本日日新聞（熊本）

2013/03/03 竹下将

20130303-006

朝日中学生ウイークリー（東
京）

上野正子、小泉、仲程 ハンセン病 偏見や差別のない社会を 鹿児島でシンポジウム開催 沖縄の子ども
2013/03/03 信志郎、国仲竜太郎、 たちが演でつらく悲しい歴史伝える 本名に戻った時が「わたしの誕生日」国立療養 星塚敬愛園
池間哲郎
所星塚敬愛園（鹿児島県鹿屋市） 上野正子さん（86歳）

中尾伸治、石田雅男、
ハンセン病施設のイラスト 長島愛生園に9点寄贈 福山・私立盈進中高生ら
安田裕美

長島愛生園

野村宏、高橋伸行、森 隔離の苦しみ 釣りで忘れた時間 ハンセン病 自由の舟 高松・大島青松園 朽ち
大島青松園
和男
た1隻 瀬戸内芸術祭作品に

恵楓園 ハンセン病映画を上映 市民学会熊本集会 事前企画スタート

多磨全生園

菊池恵楓園

20130304-001

読売新聞（大阪）

2013/03/04 河野進

20130304-002

沖縄タイムス（那覇）

2013/03/04

大久保宏貴、平良仁
雄

今日のノート たかぶるな ひがむな
ハンセン病の後遺症治療 傷から感染症 予防大切 「うら傷」早めに受診を ■が
沖縄愛楽園
まんせずに ■愛楽園を利用 ハンセン病後遺症による主な症状

20130304-003

朝日新聞（県版）香川版

20130304-004

朝日新聞（東京）夕刊

北川フラム、日比野克
彦、安藤忠雄、横尾忠
2013/03/04
則、妹島和世、西沢立
衛、大竹伸朗
2013/03/04 ドリアン助川

20130304-005

朝日新聞（大阪）夕刊

2013/03/04

20130304-006

読売新聞（東京）夕刊

2013/03/04 河野進

20130304-007

東京新聞（東京）夕刊

20130304-008

週刊ポスト

20130305-001

北日本新聞（富山）

20130305-002

富山新聞（富山）

2013/03/05 木下晋、永井龍之介

20130305-003

日刊県民福井（福井）

ニーチェ、生田長江、
2013/03/05 マルクス、ブッダ、荒波 大波小波 ニーチェの翻訳者
力

20130305-004

佐賀新聞（佐賀）

2013/03/05 水澤知美

震災2年 さが 被災者支援法の行方「避難者でいたくない」 滞る策定にいら立ち

20130305-005

朝日新聞（県版）群馬版

2013/03/05 藤田三四郎、谺雄二

過酷な歴史 ガイド本に ハンセン病療養所・栗生楽泉園 入所者自治会1万部を発
栗生楽泉園
行「遺言状の思い、足運んで」

20130305-006

建設通信新聞（東京）

2013/03/05

13年度予算案 10億円以上の施設費

20130305-007

神戸新聞（神戸）夕刊

2013/03/05

20130306-001

毎日新聞（東京）

2013/03/06 ドリアン助川

瀬戸内国際芸術祭2013 20日開幕 北川フラム・総合ディレクターに聞く 会場の印
象や見どころは 12の島々をめぐり思いは アートが交流を創出 作品を五感で感じ 大島青松園
て
こころ 生きるレッスン 生きる意味 生き抜くだけで十分

河野進、渡辺和子、賀
患者を励ましやさしく深く
川豊彦
週間ベストセラー ■総合（2月26日、ブックサービス調べ） （4）ぞうきん 河野進
（幻冬舎）

ニーチェ、生田長江、
2013/03/04 マルクス、ブッダ、荒波 大波小波 ニーチェの翻訳者
力
笹川良一、石館守三、
紀伊國献三、笹川陽
平、高島重孝、志賀一
親、犀川一夫、日野原
宿命の子 第三十九回 高山文彦 笹川一族の神話と真実
2013/03/04
重明、古屋芳雄、光田
健輔、マーラー、金錘
弼、北条民雄、大宅壮
一
木下晋、小林ハル、桜
木下さん（富山市出身）鎮魂込め作品展 銀座
2013/03/05
井哲夫、永井龍之介

長島愛生園、菊
池恵楓園、沖縄
愛楽園

東京だより 鉛筆だけで描いた人物画 銀座で木下さん

生田長江、荒波力、佐
大人の本棚 知の巨人 評伝生田長江 荒波力著
藤春夫、平塚雷鳥
発信箱 滝野隆浩 社会部 「あん」の味

20130306-002

東京新聞（県版）群馬版

2013/03/06 谺雄二

ハンセン病療養所「栗生楽泉園」 人権回復の歴史 後世へ 入所者自治会が紹介
栗生楽泉園
冊子 過酷な「重監房」初の実名・実態詳細に

20130307-001

四国新聞（高松）

2013/03/07 神谷美恵子

Today's recommemd 今日の見もの 水 RSK地域スペシャルメッセージ RSKテレ
ビ 午後7・00

20130307-002

熊本日日新聞（熊本）

2013/03/07 馬場啓

県弁護士会 再審求め会長声明 ハンセン病元患者死刑事件

菊池恵楓園

20130307-003

琉球新報（那覇）

2013/03/07

きょうの歴史 3月7日

宮古南静園

20130307-004

毎日新聞（県版）熊本版

2013/03/07 坂本秀徳

「菊池事件」再審を 県弁護士会が声明

20130307-005

北海道新聞（札幌）夕刊

2013/03/07 野澤和之

週間シネマガイド 【札幌のみ】…12日から… ▽61ha絆

20130308-001

四国新聞（高松）

2013/03/08

菰渕将鷹、山崎数則、
大島の振興策議論へ 高松市議会代表質問「考える会」設置
大西

20130308-002

週刊読書人（東京）

2013/03/08

太田順一、井上青龍、 読物文化 太田順一著 写真家 井上青龍の時代 無類でカッコ良い生き方ではな
小島一郎、北島敬三 い 井上青龍と小島一郎との看過できない重要な共通点 北島 敬三

20130309-001

上毛新聞（前橋）

2013/03/09 小見純一

スクリーンに再び光 シネマまえばし映画祭開幕

20130309-002

新潟日報（新潟）

2013/03/09 高橋道映、樺沢浩

15施設・団体に助成 NHK歳末たすけあい 共同募金会が交付式

20130309-003

読売新聞（県版）香川版

2013/03/09 大竹伸朗

高松市、無料ガイドブック 瀬戸内国際芸術祭 2013

大島青松園

20130309-004

高知新聞（高知）夕刊

2013/03/09

神谷美恵子、若松英
輔

灯点（ひともし） だれかの代わりに 鷲田清一

長島愛生園

20130310-001

静岡新聞（静岡）

2013/03/10

神谷美恵子、美智子
妃、大谷美和子

ヤングアダルト「神谷美恵子」（大谷美和子著）

多磨全生園

20130310-002

静岡新聞（静岡）

生田長江、荒波力、
ニーチェ、生田春月、
佐藤春夫、与謝野晶
2013/03/10 子、平塚らいてう、小 知の巨人 評伝生田長江 荒波 力著 盛名奪った宿痾の差別
栗風葉、夏目漱石、藤
田まさと、明石海人、
石川啄木

20130310-003

山陽新聞（岡山）

2013/03/10

神谷美恵子、大谷美
和子、美智子妃殿下

20130310-004

朝日新聞（県版）熊本版

2013/03/10

原田寿真、志村康、野 火の国をゆく 菊池恵楓園・歴史資料館（合志市） 入所の受難 展示一新 差別す
菊池恵楓園
上玲子
る心問いかけも

20130311-001

聖教新聞（東京）

2013/03/11

ヤングアダルト 「神谷美恵子」 大谷美和子著 苦しむ人に寄り添った生涯

小説『新・人間革命』の参考文献

大島青松園
大島青松園

多磨全生園

20130311-002

週刊ポスト

笹川良一、笹川陽平、
石館守三、北条民雄、
大宅壮一、石館守三、
小川喜代子、日野原
重明、笹川堯、笹川春
2013/03/11 二、藤吉男、一江、浪 宿命の子 第四十回 高山文彦 笹川一族の神話と真実
花千栄子、鎮江、川島
芳子、長尾とく、水野
貞子、井筒あい、勝山
大夫、桂貞子、長瀬ふ
じ子

20130312-001

聖教新聞（東京）

2013/03/12

小説『新・人間革命』の参考文献

20130312-002

関西ウォーカー

2013/03/12

瀬戸内国際芸術祭2013 3/20（祝）～4/21（日）春開催! 12の島+高松・宇野から厳
選! 島別アートカタログ アートで未来を描く 大島 {つながりの家}海のこだま やさ 大島青松園
しい美術プロジェクト

20130313-001

産経新聞（東京）

20130313-002

神奈川新聞（横浜）

福武總一郎、安藤忠
雄、ヤノベケンジ、横 オピニオン イチから分かる【瀬戸内国際芸術祭】アートで地域の魅力発見 群馬な
2013/03/13
尾忠則、永山祐子、荒 ど各地でも
木経惟、北川フラム
2013/03/13 忍性、北条
総局長のどうも! 極楽寺と一人の僧

20130313-003

北國新聞（金沢）

2013/03/13

ハンセン病の映画上映

20130313-004

長野日報（諏訪）

20130313-005

山陽新聞（岡山）

生田長江、荒波力、
ニーチェ、佐藤春夫、
2013/03/13
平塚雷鳥、与謝野晶
子
2013/03/13 神谷美恵子

20130313-006

四国新聞（高松）

2013/03/13 神谷美恵子

20130313-007

熊本日日新聞（熊本）

2013/03/13

20130313-008

毎日新聞（県版）奈良版

2013/03/13 西山厚、忍性

高僧忍性の生涯 解説 大和郡山 西山さんが講演

20130313-009

読売新聞（県版）多摩版

2013/03/13

全生園で清掃ボランティア 17日 東村山市が募集

20130314-001

聖教新聞（東京）

2013/03/14

20130314-002

毎日新聞（県版）群馬版

2013/03/14 丸橋学

公衆トイレ放火准看護師懲戒免 栗生楽泉園が処分

栗生楽泉園

20130314-003

朝日新聞（県版）鳥取版

2013/03/14 内田真澄

告知版 ◆ハンセン病を正しく理解する公開講座

長島愛生園

ミニ評 ■「知の巨人 評伝生田長江」 荒波力著
■RSK地域スペシャル メッセージ RSK＝後7・0
テレビ番組みもの ドキュメンタリー RSK地域スペシャル メッセージ RSK後7・00

遠藤隆久、永田菜緒、 ハンセン病ガイド養成講座始まる 入所者の思い引き継ぐ 歴史、関連法など学ぶ
菊池恵楓園
塘田千沙都
菊池恵楓園
多磨全生園

明石海人、松田範祐、
名字の言 2013・3・14
大岡信

20130314-004

朝日新聞（県版）岡山版

北川フラム、日比野克
彦、シーボルト、安藤
アートで交流 五感で感じて 瀬戸内国際芸術祭2013 20日開幕 北川フラム・総合
大島青松園
2013/03/14 忠雄、横尾忠則、妹島
ディレクターに聞く 会場の印象・見どころ
和世、西沢立衛、大竹
伸朗

20130314-005

東京新聞（県版）群馬版

2013/03/14 丸橋学

放火で起訴の准看護師免職 栗生楽泉園

20130314-006

日本海事新聞（東京）

2013/03/14 笹川陽平、福沢諭吉

発信塔 笹川氏、B&G全国サミットで講演

20130314-007

私立中高進学通信/関東版

2013/03/14 坂田雅雄、ピアソン

私学中等教育の魅力 横浜共立学園中学・高等学校校長 坂田雅雄先生 キリスト
教の精神を土台として「人のために尽くす教育」「心の教育」を実践し自立した女性 多磨全生園
の育成に努める 生きる意味、価値観を礼拝を通して浸透させていく

20130315-001

聖教新聞（東京）

2013/03/15

小説『新・人間革命』の引用文献

20130315-002

西日本新聞（福岡）

2013/03/15 岡村淳

ブラジル 身近に感じて 作品上映と座談会 福岡市で20日開催

20130315-003

熊本日日新聞（熊本）

2013/03/15

きょうの歴史（15日） 【県内】

20130315-004

東京新聞（県版）多摩版

2013/03/15

多磨全生園の清掃ボランティア募集 東村山市が17日実施

多磨全生園

20130315-005

東京新聞（県版）武蔵野版

2013/03/15

多磨全生園の清掃ボランティア募集 東村山市が17日実施

多磨全生園

20130316-001

毎日新聞（県版）群馬版

2013/03/16 丸橋学、半田靖史

元准看護師放火 懲役4年求刑に 弁償報告書提出

栗生楽泉園

20130316-002

図書新聞（東京）

20130316-003

朝日新聞（大阪）夕刊

20130317-001

読売新聞（東京）

20130317-002

神戸新聞（神戸）

大森実、ライシャワー、
注目の一冊 大森実ものがたり 「大森実ものがたり」編集委員会編（街から舎・
2013/03/17 大森恢子、井上由紀
1890円） 報道のあるべき姿鮮明に
子

20130317-003

日本海新聞（鳥取）

加賀田一、荒井玲子、
語り継ごう切なる思い 故加賀田さん（長島愛生園元県人会長）支援者ら ハンセン
長島愛生園
2013/03/17 加賀田さゆり、内田真
病理解訴え 鳥取で公開講座
澄

20130317-004

毎日新聞（県版）熊本版

2013/03/17

遠藤隆久、石牟礼道 会いたい聞きたい 「ハンセン病市民学会」事務局長の遠藤隆久さん（63）「命の意
子、後藤幸治、齊藤真 味問いたい」

20130317-005

朝日新聞（県版）宮城版

2013/03/17

加藤拓馬、リャオ、梶
原政芳

栗生楽泉園

木村哲也著『駐在保健婦の時代 1942－1997』を読む 地域住民と国家とのはざま
木村哲也、上村聖恵、
で 駐在保健婦活動のオーラルヒストリー 山田富秋 木村哲也著 ▼駐在保健婦
金城妙子、花田ミキ
の時代 1942－1997
藤崎恵実、安部良、山
口幸子、鳥栖喬、高橋 瀬戸内100万人の芸術祭 2回目20日開幕 産廃・療養所 変わる島 風化に危機
大島青松園
2013/03/16
伸行、福武総一郎、北 感 元患者作品も
川フラム
2013/03/17 ドリアン助川
評・角田光代（作家） あん ドリアン助川著
2013/03/16

被災地で生きる 再生、地元の若者と 4 東京都中野区→気仙沼市 加藤拓馬さ
ん（24）

菊池恵楓園

内田真澄、加賀田一、
ハンセン病理解して 長島愛生園看護部長ら 生きる姿語り合う
加賀田ゆり

長島愛生園

20130317-006

朝日新聞（県版）鳥取版

2013/03/17

20130318-001

熊本日日新聞（熊本）

2013/03/18

合志市 ハンセン病問題啓発写真パネル展

菊池恵楓園

20130318-002

沖縄タイムス（那覇）

2013/03/18 金城雅春、森川恭剛

ハンセン病療養所 介護職員削減 入所者「命の決起」 増員求めハンストも 「人
間回復」主張

沖縄愛楽園、宮
古南静園

20130318-003

日本経済新聞（福岡）夕刊

2013/03/18

20130318-004

産経新聞（大阪）夕刊

2013/03/18

20130318-005

産経新聞（大阪）夕刊

2013/03/18

20130318-006

信濃毎日新聞（長野）夕刊

2013/03/18 北川フラム、安藤忠雄 20日から瀬戸内国際芸術祭 参加の島と作家増 多彩な現代アート

20130318-007

徳島新聞（徳島）夕刊

20130318-008

週刊ポスト

20130319-001

大阪日日新聞（大阪）

2013/03/18 北川フラム、安藤忠雄 瀬戸内の魅力 多彩に 20日から国際芸術祭 春夏秋計108日 会場、12島に増加
笹川陽平、笹川喜代
子、笹川良一、笹川
堯、笹川一江、笹川春
2013/03/18 二、渡辺京二、中江藤 宿命の子 第四十一回 高山文彦 笹川一族の神話と真実
樹、石牟礼道子、藤吉
男、鎮江、伊藤隆、北
条民雄、大宅壮一
2013/03/19 北川フラム、安藤忠雄 参加の島増え多彩に あすから瀬戸内芸術祭

20130319-002

日本海新聞（鳥取）

2013/03/19 北川フラム、安藤忠雄 参加の島増え多彩に あすから瀬戸内芸術祭

20130319-003

山陽新聞（岡山）

2013/03/19 安藤忠雄、島田征三

瀬戸内国際芸術祭2013 あす開幕 壮大な実験 第2章 アート時間 大島 高松市 大島青松園

20130319-004

産経新聞（県版）香川版

2013/03/19 高橋伸行、森和男

瀬戸内国際芸術祭2013 「自由」への思い込めた釣り舟 ハンセン病隔離生活の証
大島青松園
し展示

20130319-005

ステラ

2013/03/19

木下晋、小林ハル、桜
今週の美術・歴史 ＜日曜美術館＞コラム "千住明のアート散歩" 最終回 祈り
井哲夫

20130320-001

毎日新聞（東京）

2013/03/20

神谷美恵子、大谷美
和子

20130320-002

読売新聞（東京）

2013/03/20

谷垣、山口、小泉、安
成年後見制 控訴巡り政府苦慮 選挙権喪失「違憲」 公明内に断念論も
倍

20130320-003

公明新聞（東京）

2013/03/20 山本ひろし

20130320-004

京都新聞（京都）

2013/03/20 北川フラム、安藤忠雄 12の島が参加 より多彩に きょうから「瀬戸内国際芸術祭」

大和豊子、神谷文義、
岡山のハンセン病療養所 悩み 入所者が聞くよ 来訪者と語るカフェ、毎月開催
小須田るみ

長島愛生園

夕刊ラインアップ 隔離された島から自由求め
高橋伸行、森和男、北 自由への夢 託した小舟 ハンセン病隔離生活の証し 瀬戸内国際芸術祭で展示
川フラム、安藤忠雄
20日開幕 参加の島増え、より多彩に

大島青松園

●神谷美恵子 ハンセン病と歩んだ命の道程（大谷美和子著・くもん出版・1470円）

居住環境を整備改善 ハンセン病療養所「大島青松園」 山本（ひ）氏 新センター
訪れ懇談 高松市

大島青松園

熊代晶子、荒木経惟、 瀬戸内国際芸術祭 きょう開幕 島とアート巡る春 岡山、香川各会場 作品、歓迎
大島青松園
大倉和法、高橋伸行 準備整う

20130320-005

山陽新聞（岡山）

2013/03/20

20130320-006

四国新聞（高松）

瀬戸内国際芸術祭 きょう開幕 笑顔に会いに行こう 総合ディレクター 北川フラム
北川フラム、田島征
入所者らの思い作品に 大島 青空の水族館 ●田島征三 やさしい美術プロジェ 大島青松園
2013/03/20 三、高橋伸行、鳥栖
喬、森和男、井木宏美 クト ●ディレクター・高橋伸行

20130320-007

朝日新聞（県版）熊本版

2013/03/20 齊藤

20130321-001

東京新聞（東京）

志村康、国宗直子、徳 「偏見で50年前死刑」「菊池事件」故ハンセン病入所者 支援の声 「検察自ら再審
2013/03/21 田靖之、内田博文、白 請求を」 「虚偽証言」露呈の直後に刑執行 隔離政策が背景に 遺族は今も声を上 菊池恵楓園
鳥、小泉純一郎
げられず

20130321-002

北陸中日新聞（金沢）

志村康、国宗直子、徳 「偏見で50年前死刑」「菊池事件」故ハンセン病入所者 支援の声 「検察自ら再審
2013/03/21 田靖之、内田博文、白 請求を」 「虚偽証言」露呈の直後に刑執行 隔離政策が背景に 遺族は今も声を上 菊池恵楓園
鳥、小泉純一郎
げられず

20130321-003

四国新聞（高松）

2013/03/21

瀬戸内国際芸術祭2013 ようこそアートの島へ 3年ぶり広がる笑顔 万葉衣裳に大
漁旗 初の舞台、市民歓待 大島 早くもこえび隊活躍

20130321-004

高知新聞（高知）

2013/03/21 田島征三、浜口正男

田島征三さん 大島に「青空水族館」 涙流す人魚、散歩する魚 ハンセン病の歴史
踏まえ

20130322-001

山陰中央新報（松江）

2013/03/22

20130322-002

朝日新聞（県版）香川版

20130322-003

静岡新聞（静岡）夕刊

2013/03/22 田島征三
しま うみ あるく 青空水族館 田島征三 何を憂う涙こぼす人魚
木下杢太郎、与謝野
鉄幹、北原白秋、高村
光太郎、石川啄木、夏
文化・芸術 画家の装丁 小林真理 （4） 科学者の視点持つ木下杢太郎 緻密な
2013/03/22 目漱石、森鴎外、谷崎
描写と大胆構図
潤一郎、小宮豊隆、斎
藤茂吉、与謝野晶子、
新村出

20130322-004

るるぶ情報版 マカオ

20130323-001

朝日新聞（東京）

20130323-002

下野新聞（宇都宮）

2013/03/22

熊本情報 展覧会 第9回ハンセン病市民学会プレ企画 写真パネル展

加賀田一、福安和子、 差別根絶へ決意新た 元ハンセン病患者・加賀田さん一周忌 里帰り活動尽力 福
長島愛生園
ハンセン
安さん墓前に誓う

ドン・ベルキオール・
カーネイロ

東洋と西洋が交差するエキゾチックマカオ 街歩きプラン BEST4 モデルプランそ
の2 マカオで見つけた南欧の街並み聖ラザロ地区

安倍、井上義久、鴨下
一郎、小泉純一郎、菅
成年後見 選挙権なしは「違憲」 控訴か改正か悩む政権 選挙事務混乱の恐れ
2013/03/23
直人、名児耶匠、関哉
直人、谷垣禎一
谷垣禎一、井上義久、
最前線 成年後見選挙権訴訟 控訴か断念か苦渋の政府 28日期限、政権に影響
2013/03/23 小泉純一郎、菅義偉、
も
新藤義孝

大島青松園

志村康、国宗直子、徳
田靖之、坂本秀徳、内
2013/03/23
田博文、白鳥、小泉純
一郎
谷垣禎一、井上義久、
2013/03/23 小泉純一郎、管義偉、
新藤義孝

特報 話題の発掘 ニュースの追跡 「菊池事件」執行50年、再審請求の動き 死刑
の陰 ハンセン病差別 「患者狩り」背景 突然見つかる証拠、密室裁判 遺族、な 菊池恵楓園
お声上げられず

20130323-003

中日新聞（名古屋）

20130323-004

中国新聞（広島）

20130323-005

西日本新聞（福岡）

谷垣禎一、井上義久、
成年後見訴訟28日控訴期限 政治主導か行政論理か 政府 支持率、政権運営影
2013/03/23 小泉純一郎、管義偉、
響も 成年後見訴訟をめぐる主な発言
新藤義孝

20130323-006

熊本日日新聞（熊本）

2013/03/23 神美知宏、齊藤

20130324-001

産経新聞（東京）

2013/03/24

20130324-002

北海道新聞（札幌）

2013/03/24 ドリアン助川

20130324-003

陸奥新報（弘前）

2013/03/24

20130324-004

陸奥新報（弘前）

2013/03/24 ドリアン助川

読書 著者に聞く 「あん」を書いたドリアン助川さん 生まれてきた意味問う

20130324-005

河北新報（仙台）

2013/03/24 大島渚、明石海人

世界と日本 大図解シリーズ 大島渚（おおしま なぎさ）の世界 信条・私生活
深海に生きる魚族のように自ら燃えなければ何処にも光はない

20130324-006

山口新聞（下関）

2013/03/24 ドリアン助川

著者 「あん」を書いたドリアン助川さん 生きる意味、あえて問う

20130324-007

熊本日日新聞（熊本）

20130324-008

熊本日日新聞（熊本）

20130325-001

朝日新聞（大阪）

2013/03/25

20130325-002

信濃毎日新聞（長野）

20130325-003

静岡新聞（静岡）

2013/03/25 谺雄二
アラウンド信州 群馬発 ハンセン病療養所の歴史 冊子に
伊藤玄二郎、森下健、
後藤弘枝、荒波力、関
根正二、生田長江、
2013/03/25 ニーチェ、佐藤春夫、 鎌倉だより 三木卓 3月 培ってきたもの今生き返って
島田清次郎、高群逸
枝、明石海人、天野赫
二郎

ドリアン助川、明川哲
也

最前線 成年後見選挙権訴訟 控訴の是非 慎重に検討 28日期限 政治主導で
断念も 行政の論理 「小泉手法」 成年後見訴訟をめぐる主な発言

ハンセン病問題に関心を あす熊本学園大で講演会
読書 著者に聞きたい ドリアン助川さん あん（ポプラ社・1575円） 生きる意味、正
面から問う
ほん あん ドリアン助川著

安倍晋三、井上義久、
被後見人選挙権 違憲判決受け控訴か断念か 政・官 対立の様相
小泉、菅義偉

田中七海、田中雪月
2013/03/24 花、松崎景子、杉野芳
武、田中明子
田島征三、嘉田由紀
子、青柳正規、保坂健
2013/03/24
二朗、西村真智子、松
本寛庸、藏座江美

卒園しても、また来るね 恵楓園内保育所で初の巣立ち 合志市の田中七海ちゃん
菊池恵楓園
入所者ら「勉強がんばって」
サンデー特報 障害者らのアート発信 「アール・ブリュット」－滋賀で先駆的取り組
み 町家を専門美術館に 著作権守るガイドラインも 熊本市現代美術館で12月に
巡回展 松本さん（山鹿市）ら焦点 県内初

吉永小百合、塔和子、 命の詩人 また会えた 吉永小百合さん交流10年 香川のハンセン病療養所で上
高見順、宮崎信恵
映会 塔和子さんの詩「涙」

大島青松園
栗生楽泉園

20130325-004

山陽新聞（岡山）

2013/03/25 吉永小百合、塔和子

吉永小百合さん笑顔 高松・大島青松園 上映会で入所者と交流

大島青松園

20130325-005

四国新聞（高松）

2013/03/25 吉永小百合、塔和子

吉永小百合さん、大島青松園訪問 島の歴史知って 主演映画上映、親交深める

大島青松園

20130325-006

熊本日日新聞（熊本）

2013/03/25 神美知宏

ハンセン病「偏見根絶を」 熊本市で講演会

大島青松園

20130325-007

熊本日日新聞（熊本）

2013/03/25 中山秋夫、坂手悦子

取材前線 もういいかい 楠本佳奈子（社会部） 2013.3.25

邑久光明園

20130325-008

朝日新聞（県版）香川版

吉永小百合、塔和子、
北のカナリアたち 「物語の生き方と相通じた」 吉永小百合さん企画 大島青松園
2013/03/25 宮崎信恵、脇林清、森
で上映会
和男

20130325-009

毎日新聞（大阪）夕刊

2013/03/25

憂楽帳 渡り初め 2013.3.25

20130325-010

週刊ポスト

2013/03/25 笹川良一、藤吉男

宿命の子 第四十二回 高山文彦 笹川一族の神話と真実

20130326-001

東京新聞（東京）

谷垣禎一、井上義久、
2013/03/26 小泉純一郎、安倍晋 Q&A「成年後見」控訴するの? 政府と与党で綱引き
三

20130326-002

福井新聞（福井）

2013/03/26 湯口あかね

あすハンセン病回復者と交流 心込めた歌声届けるぞ 小浜二中合唱部練習重ね 邑久光明園

20130326-003

熊本日日新聞（熊本）

2013/03/26

街かどクリップ 熊本市 ●ハンセン病問題啓発のパネル展

20130326-004

朝日新聞（東京）夕刊

2013/03/26 ドリアン助川

ハンセン病通し生きる意味語る ドリアン助川が意欲作「あん」

20130326-005

サンデー毎日

2013/03/26 丸山千里、田口淳一

がんと生きる 番外編 免疫療法 患者の免疫機能に適した治療法を

20130327-001

東京新聞（東京）

名児耶匠、名児耶清
吉、関哉直人、泉徳
治、飯田泰士、井上義
成年後見選挙権喪失訴訟「違憲」に控訴方針 もう一つの「政治の怠慢」 一票の格
久、小林良彰、安倍、
差も…「何しているのか」「行政の倫理」優先 メンツこだわり? 是正したいが控訴の
2013/03/27
小泉純一郎、浅川博
「怪」 法改正なぜ動かなかった
忠、新藤宗幸、菅義
偉、谷垣禎一、新藤義
孝、シャルル・ボワイエ

20130327-002

東奥日報（青森）

2013/03/27

20130327-003

北陸中日新聞（金沢）

名児耶匠、名児耶清
吉、関哉直人、泉徳
治、飯田泰士、井上義
成年後見選挙権喪失訴訟「違憲」に控訴方針 もう一つの「政治の怠慢」 一票の格
久、小林良彰、安倍、
差も…「何しているのか」「行政の倫理」優先 メンツこだわり? 是正したいが控訴の
2013/03/27
小泉純一郎、浅川博
「怪」 法改正なぜ動かなかった
忠、新藤宗幸、菅義
偉、谷垣禎一、新藤義
孝、シャルル・ボワイエ

20130327-004

熊本日日新聞（熊本）

2013/03/27 内田博文、蒲島郁夫

「無らい県運動」の報告書完成を延期 検証委

菊池恵楓園

20130327-005

毎日新聞（県版）熊本版

2013/03/27 内田博文、蒲島郁夫

報告書完成1年延長 無らい県運動検証委 関連文書発見で

菊池恵楓園

大和豊子、神谷文義、
痛み、つらさ分かち合う 岡山・ハンセン病療養所 月1回 入所者と語るカフェ
小須田るみ

大島青松園

長島愛生園

20130327-006

朝日新聞（県版）熊本版

2013/03/27 蒲島郁夫、潮谷義子

報告書の完成 来春に再延期

「無らい県運動」検証委

20130327-007

山陽新聞（岡山）夕刊

2013/03/27

ハンセン病テーマの映画上映会

20130328-001

北海道新聞（札幌）

新藤義孝、石破茂、名
2013/03/28 児耶匠、北側一雄、小 成年後見訴訟 国が控訴 混乱回避 官の論理優先 成年後見制度
泉純一郎

20130328-002

上毛新聞（前橋）

2013/03/28 丸橋学、半田靖史

放火の元消防団員 懲役3年判決 前橋地裁

栗生楽泉園

20130328-003

日刊県民福井（福井）

志村康、国宗直子、徳
特報 「菊池事件」ハンセン病患者50年前に死刑 「再審を」知人ら訴え 根強い差
2013/03/28 田靖之、内田博文、白
別残り続ける 遺族は今も声を上げられず
鳥、小泉純一郎

菊池恵楓園

20130328-004

山陽新聞（岡山）

2013/03/28 山本勝敏

情報ひろば 上映会 岡山 ◆「もういいかい ハンセン病と三つの法律」

20130328-005

毎日新聞（県版）群馬版

2013/03/28 丸橋学、半田靖史

放火元准看護師 懲役3年の判決

20130328-006

毎日新聞（県版）香川版

2013/03/28

森和男、新盛英世、藤
ハンセン病を正しく理解 大島青松園で学習会 歴史や課題学ぶ
本勝

大島青松園

20130328-007

朝日新聞（県版）愛媛版

2013/03/28

吉永小百合、塔和子、
隣県情報 香川 吉永さん、「北のカナリアたち」上映会 大島青松園を再訪問
宮崎信恵、脇林清

大島青松園

20130328-008

読売新聞（県版）群馬版

2013/03/28 丸橋学、半田靖史

元准看護師放火 懲役3年の判決

20130328-009

産経新聞（県版）群馬版

2013/03/28 丸橋学、半田靖史

元消防団員に懲役3年判決

20130328-010

東京新聞（県版）群馬版

2013/03/28 丸橋学、半田靖史

NEWSフラッシュ 車庫などに放火、元消防団員に懲役3年

20130328-011

山陽新聞（岡山）夕刊

2013/03/28 山本勝敏

上映会 岡山 ◆「もういいかい ハンセン病と三つの法律」

20130328-012

熊本日日新聞（熊本）夕刊

2013/03/28

ハイ!こちら編集局 差別根強い熊本 今も変わらず残念

20130328-013

薬事新報

定塚誠、名児耶匠、名
元新聞記者の視線（125） 成年後見で選挙権剥奪 憲法違反の地裁判決 医事
2013/03/28 児耶清吉、小泉純一
ジャーナリスト 大西正夫
郎

20130328-014

Richesse

2013/03/28

20130329-001

朝日新聞（東京）

フランシスコ、ホルヘ・
2013/03/29 マリオ・ベルゴリオ、サ 「我が法王」街の誇り 出身のアルゼンチン 気さくな人柄 いまも記憶に
ルバドール

20130329-002

茨城新聞（水戸）

2013/03/29 谺雄二

人権回復の歴史、後世に ハンセン病療養所入所者 施設紹介の冊子

20130330-001

しんぶん赤旗（東京）

2013/03/30

生活扶助基準引き下げの影響を受ける制度

20130330-002

福井新聞（福井）

岡尾正雄、吉田藤作、
ハンセン病理解へ交流 小浜市社協など16回目施設（岡山）訪問 100人参加 中
2013/03/30 畑野研太郎、柴田益
高生は演奏披露
佳

邑久光明園

20130330-003

山陽新聞（岡山）

2013/03/30 藤田邦雄

長島愛生園

NAOSHIMA:Land of Happiness アートが導く「よく生きる」道 【3月～11月まで順次
開催】瀬戸内の島々で咲き誇るアートの祭典「瀬戸内国際芸術祭2013」 5

公印不正使用 職員3人を停職や戒告 長島愛生園

菊池恵楓園

栗生楽泉園

栗生楽泉園

菊池恵楓園

大島青松園

栗生楽泉園

20130330-004

四国新聞（高松）

蕪村、宮城道雄、明石
海人、高橋伸行、田島
征三、鳥栖喬、森和
瀬戸内物語 北川フラム -26- 大島を歩く 「寄り添う」初心を再確認
2013/03/30
男、福武聡一郎、金代
健次郎、野村宏、笹川
尚子

20130330-005

読売新聞（県版）岡山版

2013/03/30 高橋一郎、山本勝敏

遊楽学ガイド エトセトラ 映画「もういいかい～ハンセン病と三つの法律」

20130330-006

熊本日日新聞（熊本）夕刊

2013/03/30 村山政義

くまでん・ひと探訪（12） 再春荘前（通称・本線） 次回は御代志 2013.3.30

20130331-001

東京新聞（東京）

2013/03/31

20130331-002

茨城新聞（水戸）

2013/03/31 ドリアン助川

20130331-003

北陸中日新聞（金沢）

2013/03/31

20130331-004

福井新聞（福井）

2013/03/31 ドリアン助川

20130331-005

日刊県民福井（福井）

2013/03/31

車谷長吉、北条民雄、 3冊の本棚 きょうは中江さん 作家 謎に満ちた存在 (1)車谷長吉『文士の魂・文
川端康成
士の生魑魅（いきすだま）』

20130331-006

中日新聞（名古屋）

2013/03/31

車谷長吉、北条民雄、 3冊の本棚 きょうは中江さん 作家 謎に満ちた存在 (1)車谷長吉『文士の魂・文
川端康成
士の生魑魅（いきすだま）』

20130331-007

神戸新聞（神戸）

2013/03/31 神谷美恵子

週刊まなび 春休み 読書で新しい発見を 小学生高学年～中学生 おすすめの4
長島愛生園
冊 神谷美恵子 ハンセン病と歩んだ命の道程（みちのり） 生きがい見つけた女性

20130331-008

神戸新聞（神戸）

2013/03/31 ドリアン助川

著者に聞く あん ドリアン助川さん 生きる意味問いかける

20130331-009

山陽新聞（岡山）

2013/03/31

ハンセン病題材 来月6日上映会 岡山

20130331-010

愛媛新聞（松山）

2013/03/31

20130331-011

愛媛新聞（松山）

趙博、松本清張、野村
2013/03/31 芳太郎、加藤剛、丹波 差別なくすため一層啓発を 東温市 亀井嘉朗（60）
哲郎、亀井嘉朗

大島青松園

菊池恵楓園

車谷長吉、北条民雄、 3冊の本棚 きょうは中江さん 作家 謎に満ちた存在 (1)車谷長吉『文士の魂・文
川端康成
士の生魑魅（いきすだま）』
著者に聞く 生きる意味問う物語 「あん」を書いたドリアン助川さん 若者とハンセ
ン病題材

車谷長吉、北条民雄、 3冊の本棚 きょうは中江さん 作家 謎に満ちた存在 (1)車谷長吉『文士の魂・文
川端康成
士の生魑魅（いきすだま）』

神谷美恵子、大谷美
和子

著者に聞く 生きる意味あえて問う ドリアン助川さん「あん」

本から新しい世界へ にじみ出る女性の強さ 神谷美恵子 大谷美和子著

長島愛生園

