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I　　D 媒体名 発売日 人名 内　　　容 療養所

20091001-001 朝日新聞（東京） 2009/10/01
北川定鎌、神美知宏、
成田稔、高波淳

隔離　100年の現在　多磨全生園　6　前へ　内なる痛みと共に 多磨全生園

20091001-002 熊本日日新聞（熊本） 2009/10/01 ９月のファイル　熊本日日新聞社の「川辺川ダムは問う」に新聞協会賞

20091001-003 熊本日日新聞（熊本） 2009/10/01
北岡秀郎、志村康、杉
野芳武

菊池恵楓園100年　ハンセン病問題　歴史学ぶ入門書「考える会」がガイドブック 菊池恵楓園

20091001-004 南海日日新聞（奄美） 2009/10/01 森山一隆、石井則久 妊娠、出産テーマに研究　ハンセン病学会誌に共同発表　龍郷町の森山さん 奄美和光園

20091001-005 沖縄タイムス（那覇） 2009/10/01 下地智 南静園将来構想実現求め意見書　宮古市議会が可決 宮古南静園

20091001-006 信濃毎日新聞（長野）夕刊 2009/10/01 中村哲 今日の視角　アフガンに命の水を

20091001-007 医薬経済 2009/10/01 菅直人
From Local to Global　私と公衆衛生　第12回　民主党の「脱官僚依存」の原点　国
際医療福祉大学副学長　岩尾總一郎（元厚労省医政局長）

　

20091002-001 熊本日日新聞（熊本） 2009/10/02 大住清昭 菊池恵楓園100年　将来構想案　30日決定　合志市など検討委 菊池恵楓園

20091002-002 朝日新聞（県版）香川版 2009/10/02 二ノ宮博之 政権交代@香川　補正見直し　療養所　演奏会延期　「予算裏付けなく」 大島青松園

20091002-003 東京新聞（東京）夕刊 2009/10/02 安井良則
あの人に迫る　新型インフルと闘う義務がある　安井良則　国立感染症研究所主任
研究官

20091002-004 東京新聞（東京） 2009/10/02 福岡安則 この人　ハンセン病暦者の証言集を編さんした埻玉大教授　福岡安則さん 栗生楽泉園

20091003-001 山陽新聞（岡山） 2009/10/03 谷本静夫、山部望実 人権侵害の実態説明　元ハンセン病患者講演　ベル学園高 長島愛生園

20091003-002 熊本日日新聞（熊本） 2009/10/03 小松裕
熊本大　世界と連携　地域史学ぶ　ハンセン病講座5年目　学生に人権意識問い直
す

菊池恵楓園



20091003-003 西日本新聞（福岡）夕刊 2009/10/03
古賀克重、福田衣里
子、

「被害回復」問い続け16年　集団訴訟の軌跡1冊に　手引き本出版「新たな人生へ手
助けを」　薬害肝炎九州事務局長　古賀克重弁護士

20091004-001 京都新聞（京都） 2009/10/04
神谷美恵子、柴八千
穂

ハンセン病患者ケアの生涯　精神科医・神谷さん没後30年企画　日記や写真250点
慈愛の志しのぶ　左京・思文閣美術館

長島愛生園

20091004-002 四国新聞（高松） 2009/10/04 外岡立人
追跡シリーズ　新型インフルエンザと報道～マスコミ倫理懇談会全国大会から
No.482　元小樽市保健所長・外岡立人氏

20091005-001 日本経済新聞（東京） 2009/10/05
谺雄二、福岡安則、永
井正取

ハンセン病療養所自治会　入園者らの証言集　出版 栗生楽泉園

20091005-002 しんぶん赤旗（東京） 2009/10/05
仁比聡平、酒本喜興
志、森山一隆、松崎真
琴、崎田信正

鹿児島・奄美　ハンセン病療養所訪問　仁比参院議員に"困難山積"と園長 奄美和光園

20091005-003 徳島新聞（徳島） 2009/10/05 催し参加者募集　ハンセン病回復者1泊里帰り・交流会

20091005-004 毎日新聞（東京）夕刊 2009/10/05 近藤宏一、藤田邦雄
「青い鳥楽団」団長　近藤宏一さん83歳（こんどう・こういち=国立療養所「長島愛生
園」入所者）

長島愛生園

20091006-001 富山新聞（富山） 2009/10/06
マザー・テレサ、太田
凱喜

第25回富山夏の読書感想文　感想画コンクール2009　マザー・テレサ　高学年・自
由図書　太田凱喜くん　滑川市東部小6年

20091006-002 京都新聞（京都） 2009/10/06
谺雄二、福岡安則、永
井正取

ハンセン病の証言集を出版　「尿垂れ流し、凍った布団に寝ている」　日本のアウ
シュビッツ　実態知り、差別なくして　群馬の療養所　入園者自治会

栗生楽泉園

20091006-003 熊本日日新聞（熊本） 2009/10/06 大塚守、福居悠子 根子岳の表情中心に　大塚守さん写真展　菊陽町

20091006-004 熊本日日新聞（熊本） 2009/10/06
工藤昌敏、遠藤隆久、
立山直子

菊池恵楓園100年　ボランティアガイド2期生46人が誕生　1期生と合わせ103人に 菊池恵楓園

20091006-005 毎日新聞（県版）栃木版 2009/10/06 川嶋あい
宇都宮でヒューマンフェスタ　歌手の川嶋あいさん　透明感ある歌声披露　学校建設
の活動の紹介

20091006-006 毎日新聞（県版）岡山版 2009/10/06
近藤宏一、藤田邦雄、
宇佐美治

元「青い鳥楽団」団長の近藤さん　「最期は自室で」信念貫く 長島愛生園

20091007-001 山陽新聞（岡山） 2009/10/07 近藤宏一、藤田邦雄 近藤宏一氏（こんどう・こういち=国立療養所長島愛生園入所者） 長島愛生園



20091007-002 中国新聞（広島） 2009/10/07 近藤宏一
近藤宏一氏（こんどう・こういち=国立療養所長島愛生園入所者、ハーモニカ楽団
長）

長島愛生園

20091007-003 朝日新聞（県版）群馬版 2009/10/07

福岡安則、加藤三郎、
関一郎、沢田五郎、谺
雄二、岸従一、丸山多
嘉男、永井正取、赤尾
拓子、大沢正明

草津　湯之沢・栗生楽泉園　ハンセン病　叫び届け　入所者ら命の証言集　職員に
「座敷豚」　「一掃」、おらゴミじゃねぇ

栗生楽泉園

20091007-004 朝日新聞（県版）京都版 2009/10/07
神谷美恵子、柴八千
穂、高橋幸彦、神谷
徹、江尻美穂子

神谷美恵子　追慕30年　ハンセン病患者支援の女医　日記や写真　素顔迫る250点
京都市で展示

多磨全生園、長
島愛生園

20091007-005 東京新聞（県版）多摩版 2009/10/07 中西猛之 悲劇の史実伝える　中国残留孤児問題　芝居に

20091007-006 山形新聞（山形）夕刊 2009/10/07 ジャンダニエル・ポレ
山形国際ドキュメンタリー映画祭2009　見どころ　7　シマ/島　濱治佳　農業・人の未
来は/バリに伝わる踊りと伝承

20091008-001 河北新報（仙台） 2009/10/08 大場さかゑ ティータイム　ゲートボール大会　大場さかゑ 東北新生園

20091008-002 愛媛新聞（松山） 2009/10/08 知事動静　7日

20091008-003 朝日新聞（県版）香川版 2009/10/08 二ノ宮博之 政権交代@香川　延期の演奏会開催へ　療養所で21日、補正見直し影響 大島青松園

20091008-004 日本経済新聞（東京）夕刊 2009/10/08 こころ編集室から

20091009-001 日本海新聞（鳥取） 2009/10/09
小笠原登、小笠原英
司、シーボルト、光田
健輔

私の視点　ハンセン病隔離に反対し続けた医師 奄美和光園

20091009-002 西日本新聞（福岡） 2009/10/09 藤野豊
聞きたい　ハンセン病問題基本法施行後の議論　入所者の声反映の構想を　富山
国際大学准教授　藤野豊さん

菊池恵楓園

20091009-003 西日本新聞（福岡） 2009/10/09 李添培、大川セツ
ハンセン病　歴史に思いはせ　日台の入所者交流　台湾の楽生療養院　九州など
から34人訪問

菊池恵楓園

20091010-001 沖縄タイムス（那覇） 2009/10/10 糸数宝善、知花重雄 10・10空襲　65年目の記憶　3　愛楽園　"安住の地"を戦禍襲う 沖縄愛楽園

20091011-001 南日本新聞（鹿児島） 2009/10/11
上野正子、吉備永章
吾、玉城シゲ

ハンセン病差別再発防止訴え　国賠原告上野さん　鹿国際大で講演 星塚敬愛園



20091012-001 朝日新聞（名古屋） 2009/10/12
結純子、藤本とし、北
條良至子

ハンセン病考える2題　偏見なくす願い込め　愛西の寺で来月　芝居と作品展 長島愛生園

20091012-002 中国新聞（広島） 2009/10/12 近藤宏一
悼記　全国で奏でた生きる勇気　国立療養所長島愛生園入所者・元「青い鳥楽団」
団長　近藤宏一さん（5日死去、83歳）

長島愛生園

20091012-003 朝日新聞（県版）青森版 2009/10/12 今週の予定 松丘保養園

20091012-004 文化通信（東京） 2009/10/12 伊豆英一
熊本日日新聞熊日会秋期大会開催　最高殊勲賞に宮本さん（八代南販売センター）
「新学習指導要領はチャンス」　合志会長　奮闘期待し檄飛ばす　伊豆社長あいさつ
要旨

20091014-001 秋田魁新報（秋田） 2009/10/14 永井伸彦 ハンセン病療養所入所者　本県出身の14人が湯沢市に"里帰り" 松丘保養園

20091014-002 信濃毎日新聞（長野） 2009/10/14 斜面

20091014-003 毎日新聞（県版）兵庫版 2009/10/14
下村雄紀、藤倉哲哉、
キンストリー

支局長からの手紙　ブルーリ潰瘍をご存じですか

20091014-004 静岡新聞（静岡）夕刊 2009/10/14
村越化石、大石裕美、
三浦晴子

岡部の山河は「心のともしび」"魂の俳人"後世に-　化石さん語り記録　藤枝市　病、
遠き母…　映像集を作製

栗生楽泉園

20091015-001 愛媛新聞（松山） 2009/10/15 大利悦子 こだま　読者の広場　ハンセン病施設の事実学ぶ　西宇和郡　大利悦子（61） 大島青松園

20091015-002 熊本日日新聞（熊本） 2009/10/15 丸野真司 新聞週間特集　きょうから新聞週間　新聞協会賞受賞企画対談

20091015-003 琉球新報（那覇） 2009/10/15 島袋翠
ハンセン病に理解を　高江洲中生徒　舞台活動で訴え　うるま　きょう愛楽園支援公
演

沖縄愛楽園

20091015-004 Medical Tribune（東京） 2009/10/15 Berid Altmann ハンセン病治療薬で環状肉芽腫の治療に成功

20091015-005 熊本日日新聞（熊本）夕刊 2009/10/15 本誌「川辺川ダムは問う」など表彰　静岡市で新聞大会「信頼継続へ」決議

20091015-006 夕刊フジ（東京） 2009/10/15 福岡安則
ハンセン病歴者「栗生楽泉園入所者証言集」を編さんした埻玉大学教授　福岡安則
さん（61）　未来見据える姿に衝撃受け

栗生楽泉園

20091016-001 毎日新聞（東京）夕刊 2009/10/16 金城幸子
1歳で生き別れ　ハンセン病回復女性　母の愛知り供養の訪台　知人の言葉で消え
た「うらみ」

20091017-001 朝日新聞（名古屋） 2009/10/17 神田真秋 ハンセン病「啓発を」　入所者16人　知事と面談 長島愛生園



20091017-002 市民タイムス（松本） 2009/10/17 熊井啓、遠藤周作 熊井啓への旅　79　～愛する～　社会に捨てられ落涙

20091017-003 中日新聞（名古屋） 2009/10/17 きのうの知事さん

20091017-004 京都新聞（京都） 2009/10/17 神谷美恵子 凡語 長島愛生園

20091017-005 東奥日報（青森）夕刊 2009/10/17
福西征子、石川勝夫、
寛仁親王殿下

「安心で豊かな生活を」　青森・松丘保養園　創立100周年式典 松丘保養園

20091017-006 東奥日報（青森）夕刊 2009/10/17 石川勝夫
松丘保養園100周年　差別、偏見　終わりに　入所者自治会長　石川さん　講演通し
体験訴える

松丘保養園、多
磨全生園

20091018-001 朝日新聞（東京） 2009/10/18 松本清張
重松清さんと読む　百年読書会　10月の本　砂の器　3　過去におびえ続けて生きる
かなしみ　底知れぬ孤独が伝わる/苦しみから解放されたのか

20091018-002 朝日新聞（大阪） 2009/10/18 近藤宏一、虫賀宗博 あるハンセン病者　その生涯　出版業　虫賀　宗博 長島愛生園

20091018-003 日本経済新聞（東京） 2009/10/18 石川勝夫、福西征子 ハンセン病施設100周年記念式典　青森の松丘保養園
松丘保養園、多
磨全生園、菊池
恵楓園

20091018-004 しんぶん赤旗（東京） 2009/10/18

福岡安則、市川旦、谺
雄二、永井正取、吉幸
かおる、鈴木幸次、藤
田三四郎、羽部光男

日曜ワイド　ハンセン病　療養所開放へ　真の共生へ　入所者が証言集　強制労働
で病気重症化・重監房で死んでいった…　悲惨な歴史を知ってもらい社会の偏見、
差別なくしたい　ともに生きる会　家族のない回復者の"家族会"

栗生楽泉園、松
丘保養園、東北
新生園、多磨全
生園、駿河療養
所、神山復生病

20091018-005 北海道新聞（札幌） 2009/10/18 福西征子、石川勝夫 ハンセン病　隔離の歴史　後世に　青森・松丘保養園　100周年で式典 松丘保養園

20091018-006 陸奥新報（弘前） 2009/10/18
石川勝夫、福西征子、
寛仁親王、鹿内博、津
島雄二

ハンセン病　語り継ごう　青森の松丘保養園100周年で式典　寛仁親王殿下ら出席
物故者の冥福祈る

松丘保養園

20091018-007 デーリー東北（八戸） 2009/10/18
石川勝夫、福西征子、
三笠宮寛仁

偏見と差別　根絶を　青森・国立松丘保養園　100周年記念し式典
松丘保養園、多
磨全生園

20091018-008 京都新聞（京都） 2009/10/18
大谷藤郎、小笠原登、
小笠原秀実、日野原
重明

ひかりの足跡　大谷藤郎著



20091018-009 東京新聞（県版）群馬版 2009/10/18

福岡安則、戸澤由美
恵、中尾安里、加納勝
美、中村徹、雤宮キエ
子、天田真美子、清水
恵三、谺雄二、吉幸か
おる

ハンセン病回復者の証言集　高崎健康福祉大　壮絶な差別体験　生の声でかみし
め　学生テープ起こしに尽力

栗生楽泉園

20091018-010
朝日中学生ウイークリー（東
京）

2009/10/18

屋良悦子、岩本慶知、
我如古友理、山崎愛
里、儀間玲美、山内和
雄、金城雅春、松原秀
人

那覇で「親と子のシンポジウム」開催　ハンセン病　今も残る偏見・差別なくそう　人
としての権利奪われた日々　正しく知り、伝えることが大切

沖縄愛楽園

20091019-001 熊本日日新聞（熊本） 2009/10/19 原田正孝
菊池恵楓園100年　創立記念誌　3年がかり完成　ハンセン病医療　歴史と現状紹介
写真や資料、将来構想も　図書館や学校　県内外へ寄贈

菊池恵楓園

20091019-002 沖縄タイムス（那覇） 2009/10/19
金城雅春、青木恵哉、
宮里加代子、こずえ

沖縄愛楽園開放　差別と人権　学ぶ場に　資料館　12年の開設目指す　ハンセン病
の歴史たどる　建設へチャリティー　組踊や歌　会場沸かせ

沖縄愛楽園

20091019-003 読売新聞（県版）香川版 2009/10/19 二ノ宮博之 補正見直しで延期　演奏会21日に開催　補助金は不透明 大島青松園

20091019-004 週刊ポスト 2009/10/19 笹川陽平、一瀬錠二
POST Book Review　話題の新刊!　若者よ、世界に翔け!　行動する国際人を目指し
て　笹川陽平　日本財団会長によるエッセイ集

20091020-001 河北新報（仙台） 2009/10/20 滝田十和男
ハンセン病のあした　青森・松丘保養園創立100年　1　終の棲家で　差別の歴史
伝えたい

松丘保養園

20091020-002 信濃毎日新聞（長野） 2009/10/20
丸山多嘉男、藤野豊、
訓覇浩

ハンセン病　理解深めて　来月　飯田・長野・軽井沢で「つどい」 栗生楽泉園

20091021-001 河北新報（仙台） 2009/10/21
ハンセン病のあした　青森・松丘保養園開設100年　2　空白の評定欄　人目避け暮
らす日々

松丘保養園

20091021-002 北陸中日新聞（金沢） 2009/10/21 平野昭 ハンセン病元患者　問題　まだ終わらない　金沢大で講演 駿河療養所

20091021-003 日刊建設産業新聞（東京） 2009/10/21
厚労省　ハンセン病重監房再現へ　国内療養所を保存・復元　工事支援策など具体
化

栗生楽泉園

20091022-001 河北新報（仙台） 2009/10/22 石川勝夫
ハンセン病のあした　青森・松丘保養園創立100年　3　思いを伝える　苦難　講演で
赤裸々に

松丘保養園

20091022-002 山陽新聞（岡山） 2009/10/22 ハンセン病の理解へウオーク　来月3日、瀬戸内 邑久光明園



20091023-001 公明新聞（東京） 2009/10/23
山本博司、竹内俊彦、
森和男、磯野常二

ハンセン病療養所　大島青松園　生涯過ごせる安心の施設に　新居住地、ヘリポー
トなど整備　山本(博)氏が尽力　入居者から感謝と喜びの声　高松市

大島青松園

20091023-002 河北新報（仙台） 2009/10/23 本田雅章、山本晋平
ハンセン病のあした　青森・松丘保養園創立100年　4　完　支援の輪　理解促進へ
思い一つ

松丘保養園

20091023-003 中日新聞（県版）滋賀版 2009/10/23 嘉田由紀子 知事・市長の一日　23日

20091024-001 東京新聞（東京） 2009/10/24 日野弘毅
足りない行政支援　ハンセン病回復者　帰郷するのは尐数　宮崎の日野さん「すべ
ての人に感謝」　差別恐れ、都会でひっそり

星塚敬愛園

20091024-002 市民タイムス（松本） 2009/10/24 熊井啓、遠藤周作 熊井啓への旅　80　～愛する～　失って知る本物の愛

20091024-003 熊本日日新聞（熊本） 2009/10/24 小野友道、野田徹
TOPインタビュー　医療プロの育成図る　地域の研究機関にも　熊本保健科学大学
長　小野友道さん（69）

20091024-004 熊本日日新聞（熊本） 2009/10/24
宮崎洋子、文、杉野桂
子

こもれびの詩　入所者の「目」となって　恵楓園機関誌「菊池野」の朗読ボランティア
11年　熊本市の宮崎洋子さん　苦難の日々知り交流も　厚労大臣から感謝状

菊池恵楓園

20091024-005 琉球新報（那覇） 2009/10/24 家坂幸三 きょうの歴史　10月24日（土） 沖縄愛楽園

20091024-006 中日新聞（県版）滋賀版 2009/10/24 神谷美恵子 ハンセン病患者支えた人生　神谷美恵子医師　没後30年展 長島愛生園

20091025-001 しんぶん赤旗（東京） 2009/10/25
谺雄二、福岡安則、黒
坂愛衣

読書　栗生楽泉園入所者証言集　上・中・下　谺雄二、福岡安則、黒坂愛衣編
生々しい人権被害と人間の強さと　評者　宮本阿伎　文芸評論家

栗生楽泉園

20091025-002 山陽新聞（岡山） 2009/10/25
近藤宏一、熊城逸子、
川本采加、上田政子、
神谷美恵子、神谷徹

ハーモニカ奏者の故近藤宏一さんしのぶ　天国に響け美しい音色　長島愛生園　山
陽女高生お別れ式　DVD上映、足跡振り返る　岡山・万成病院　地域交流イベント

20091025-003 熊本日日新聞（熊本） 2009/10/25 街かど　クリップ　熊本市　人権・ふれあいフェスタ

20091026-001 下野新聞（宇都宮） 2009/10/26 長山園子、山田雅巳 短歌　長山園子選　山田雅巳

20091026-002 毎日新聞（県版）石川版 2009/10/26
稲松孝思、井上英夫、
大平政樹

「自分が患者なら」の発想を　「感染症と人権」テーマにセミナー　医療関係者40人が
参加　金沢

20091026-003 日刊運輸新聞（東京） 2009/10/26
RFIDの応用広がる　医薬品の検品効率化　客の販売意欲を把握　本の取引条件を
識別



20091026-004 薬事日報（東京） 2009/10/26
小澤和博、上野清美、
横山康孝

全国国立病院薬剤部科長協議会　スキルミックス　現行法でもできることを　病棟や
在宅で活躍の場も　上野氏（厚労省医政局）が指摘　新会長に小澤氏が就任

20091027-001 上毛新聞（前橋） 2009/10/27
鈴木幸次、宮坂道夫、
佐川修、谺雄二、大沢
正明

歩み来て、未来へ　18　ニッポン近代考　草津「栗生楽泉園」の重監房　人間弾圧の
象徴　後世に

栗生楽泉園

20091027-002 中日新聞（名古屋） 2009/10/27 内田博文 患者の権利宣言25周年記念集会

20091027-003 朝日新聞（県版）長野版 2009/10/27 伊波敏男、川田龍平
ハンセン病回復者　伊波さんらが設立　31日記念公演、伝統文化を紹介　平和を考
え語り信州沖縄塾5年

20091027-004 熊本日日新聞（熊本）夕刊 2009/10/27 勉強になった文化祭

20091028-001 毎日新聞（県版）三重版 2009/10/28 近藤宏一
悼む　近藤宏一さん　ハンセン病回復者、元青い鳥楽団楽長　悪性リンパ腫のため
10月5日死去・83歳　希望へ　命の炎燃やし

長島愛生園

20091028-002 読売新聞（県版）鹿児島版 2009/10/28
岡積常冶、岩川洋一
郎、磯弘子

ハンセン病回復者が観光　県招待　焼酎蔵や水族館巡る
星塚敬愛園、奄
美和光園、多磨
全生園

20091029-001 南海日日新聞（奄美） 2009/10/29
岡積常冶、庭田清和、
岩川洋一郎

ハンセン病回復者ら　「心癒やされた1日」　観光地巡りや県庁訪問
星塚敬愛園、奄
美和光園、多磨
全生園

20091030-001 日本海新聞（鳥取） 2009/10/30 池原正雄、沼田鈴子
提言続け25年　来月最終号　ミニコミ誌「てぃんさぐ通信」編集　池原正雄さん（倉
吉）　アイヌやハンセン病　平和・人権問題を検証

20091031-001 産経新聞（大阪） 2009/10/31 望月拓郎
遙か　ハンセン病隔離100年　1　忌み嫌われた病気　「私のこと　忘れてくれ」　食
事、真っ黒いご飯だった

邑久光明園

20091031-002 東京新聞（東京） 2009/10/31 杵渕智子、福岡安則 患者証言集普及に努力　市民団体役員　杵渕智子　76 栗生楽泉園

20091031-003 西日本新聞（福岡） 2009/10/31 志村康 将来構想まとまる　菊池恵楓園　地域解放、具体化へ 菊池恵楓園

20091031-004 熊本日日新聞（熊本） 2009/10/31 大住清昭 菊池恵楓園100年　保育所誘致など重点　「将来構想」まとめる
菊池恵楓園、沖
縄愛楽園

20091031-005 熊本日日新聞（熊本） 2009/10/31
志村康、野上玲子、大
住清昭

地域と共生　道筋を　恵楓園将来構想　市民の後押し不可欠 菊池恵楓園



20091031-006 朝日新聞（県版）多摩版 2009/10/31
富岡克行、八重樫信
之

生きぬいた100年　テーマにまつり　東村山・多磨全生園 多磨全生園

20091031-007 朝日新聞（県版）熊本版 2009/10/31 大住清昭、志村康 菊池恵楓園　地域と共生めざす　将来構想まとまる　施設活用も明記 菊池恵楓園

20091031-008 正論 2009/10/31 笹川陽平 読書の時間　若者よ、世界に翔け!　笹川陽平著　PHP研究所・一三六五円

20091031-009 婦人画報 2009/10/31 高峰秀子、北条民雄
高峰秀子との仕事　文　斎藤明美　第12回　知ることと認識と　インタビュー　高峰秀
子における「書くということ」


