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I　　D 媒体名 発売日 人名 内　　　容 療養所

20100901-001 西日本新聞（福岡） 2010/09/01
2011年度　主な概算要求　九州　あすの針路は　2010年度予算　九州の概算要求
重点項目

20100901-002 沖縄タイムス（那覇） 2010/09/01 唐獅子　マネー

20100901-003 FOOD Style21 2010/09/01 半田宏
機能性食品科学の周辺　54　サリドマイドの標的分子　京都大学大学院農学研究科
食品生物科学専攻　村上明

20100902-001 日刊県民福井（福井） 2010/09/02

吉田藤作、高瀬重二
郎、高鳥理菜、辻井優
希、的場望、伊藤秋
夫、伊藤節子

ハンセン病回復者らと交流　小浜第二中生　岡山の療養所を訪問　吹奏楽演奏や
手品も披露　お礼に富士山の写真

邑久光明園、長
島愛生園

20100902-002 山陽新聞（岡山） 2010/09/02
栗田博之、二井内裕
子

本年度研究助成　岡山で贈呈式　明治安田こころの健康財団

20100902-003 徳島新聞（徳島） 2010/09/02 19団体・施設に計220万円助成　阿波銀福祉基金

20100902-004 西日本新聞（福岡） 2010/09/02

村崎太郎、栗原美和
子、野中広務、辛淑
玉、上原善広、大宅壮
一、住井すゑ

猿回し師　村崎太郎さん　TVプロデューサー　栗原美和子さん　共著「橋はかかる」
「面倒くさがらず、対話を重ねて…」　被差別部落問題　夫婦で向き合う

20100904-001 毎日新聞（大阪） 2010/09/04 ハンセン病療養所官用船、民間委託 大島青松園

20100904-002 山陽新聞（岡山） 2010/09/04
田島征三、小室等、こ
むろゆい、太田恵資

コンサート「音が絵になり、絵が音になり」 大島青松園

20100904-003 長崎新聞（長崎） 2010/09/04

田浦直、大倉喜七郎、
武藤和義、深堀房雄、
田浦直蔵、田浦タマ
ノ、天本祐平、天本太
平、中部悦良

ながさき人紀行　NPO法人長崎こども囲碁普及会理事長　田浦直さん（73）　内に秘
めたマグマ　穏やか、裏は戦う人の顔



20100904-004 毎日新聞（県版）香川版 2010/09/04 山本隆久、徳田靖之 「大島青松園」官用船民間委託　「隔離政策の反省どこに」　入所者ら対応協議 大島青松園

20100904-005 朝日新聞（県版）静岡版 2010/09/04
村越化石、村越英彦、
大野林火、関森勝夫

「魂の俳人」村越化石さん　半生　記録映像に　藤枝市文学館で公開 栗生楽泉園

20100905-001
しんぶん赤旗/日曜版（東
京）

2010/09/05
文化　七つの島またにかけ　瀬戸内国際芸術祭　注目の大型芸術祭　「都市の祝
祭」テーマに　あいちトリエンナーレ

20100905-002 日本海新聞（鳥取） 2010/09/05 中村哲、澤地久枝 国民読書年企画　私のお薦めの1冊　9　日本人の「奴隷根性」告発

20100905-003 愛媛新聞（松山） 2010/09/05 菅俊喜 こだま　読者の広場　ハンセン病人権劇に学んだ　今治市　菅俊喜　62

20100905-004 熊本日日新聞（熊本） 2010/09/05 高田昌幸、清水真
水俣病など「地方発」の社会の実相　「日本の現場　地方紙で読む」　高田昌幸、清
水真編

20100905-005 熊本日日新聞（熊本） 2010/09/05 工藤昌敏 旧菊池医療刑務所　保存への署名協力　県内市町村に要請　恵楓園「考える会」 菊池恵楓園

20100905-006 琉球新報（那覇） 2010/09/05
金城雅春、金城麻里
奈

強いられたつらい生活　愛楽園「ハンセン病知って」 沖縄愛楽園

20100905-007 毎日新聞（県版）兵庫版 2010/09/05 木下晋 生きざま描く鉛筆画　朝来　木下晋「生との対話」展

20100906-001 中国新聞（広島） 2010/09/06 須藤昭子、山本太郎
ハイチはよみがえる　医療支援34年　広島市女卒の須藤シスター　地震復興・自立
に希望

20100906-002 読売新聞（大阪）夕刊 2010/09/06 山本隆久 ズームアップ　瀬戸内アートごゆるりと 大島青松園

20100906-003 週刊現代 2010/09/06
なんなんだこの空気は　メディア考現学　文　日垣隆　連載第五十二回　摩訶不思
議なマカ。本当に効くのか

20100907-001 南海日日新聞（奄美） 2010/09/07
ニ牟礼正博、成尾信
春、伊藤祐一郎

11年度の県予算編成で　県民連合、公明が要求

20100907-002 毎日新聞（県版）香川版 2010/09/07 山本隆久 大島青松園官用船問題　「民間委託に反対」　自治会が国に通知 大島青松園

20100907-003 読売新聞（福岡）夕刊 2010/09/07
田口麦彦、鶴見俊輔、
辻村みつ子

「ハンセン病文学全集」第9巻刊行　療養所　情念の4000句　川柳選者・田口さん
「怨嗟より明るさ」印象に

20100907-004 Precious 2010/09/07 神谷美恵子
必読!　熱く気高くたくましい20人の「女一代記」　世のため人のために尽くした女性
の知られざる偉業を学ぶ　キャリアを切り拓いた明治・大正女性の「闘う生き様」



20100908-001 愛媛新聞（松山） 2010/09/08
高橋伸行、磯野常二、
古谷知沙

文化　瀬戸内国際芸術祭から　下　大島　入所者の生活たどる　ハンセン病施設が
舞台　小豆島　竹編んだ巨大ドーム　棚田の景色に溶け込む

大島青松園

20100908-002 朝日小学生新聞（東京） 2010/09/08

齋藤和輝、高橋伴和、
小林実久、佐川可倫、
平沢保治、金子昌熙、
安田恒人、高橋熊樹、
大和田りつこ、岡崎裕
美

ハンセン病　偏見や差別のない社会めざして　仙台で「親と子のシンポジウム」開催
患者が受けた誤解と苦しみに衝撃　「正しく理解を」中高生が呼びかけ　こわい病気
ではない　入所者の温もり感じて　知ろうとする姿勢が大切

東北新生園、多
磨全生園、松丘
保養園

20100908-003 Japan Medicine（東京） 2010/09/08
2009年医療事故報告　日本医療機能評価機構（抜粋）　「確認不足」「観察不足」「判
断ミス」が3大要因　開設者別報告義務対象医療機関の報告医療機関数および報
告件数

20100909-001 朝日新聞（県版）長崎版 2010/09/09 潮谷義子、若穂井透 福祉と人権を考える講演会

20100909-002 Medical Tribune（東京） 2010/09/09

コルネリウス・ダニエル
セン、アルマウェル・ハ
ンセン、アルバート・ナ
イサー、モンタニエ、
ギャロ

リレーエッセイ　618　続・時間の風景　ベルゲン紀行　相模原中央病院（神奈川県）
理事長　中野重徳

20100910-001 神戸新聞（神戸） 2010/09/10
財津一郎、鈴木亮平、
渡辺貞夫

ミントクラブ　神戸新聞読者クラブ　会員プレゼント　24賞品を659人に　メルマガ受
信の会員限定　映画「ふたたび」に200人　メールマガジン受信会員限定　新作映画
「ふたたび　SWING ME AGAIN」

20100910-002 四国新聞（高松） 2010/09/10 山本隆久 大島～高松・庵治航路の官用船　1隻を民間委託へ　厚労省方針 大島青松園

20100910-003 熊本日日新聞（熊本） 2010/09/10 菊池恵楓園　ハンセン病啓発へ学芸員　県内中心に人選…11月にも配置
菊池恵楓園、長
島愛生園

20100910-004 毎日新聞（県版）香川版 2010/09/10 長浜博行、神美知宏
大島青松園官用船問題　入所者含め協議　ハンセン病対策協議会　交渉団が「部
会」提案

大島青松園

20100910-005 読売新聞（県版）香川版 2010/09/10 山本隆久 瀬戸内アート　心ゆるり 大島青松園

20100910-006 毎日新聞（大阪）夕刊 2010/09/10
加賀乙彦、福沢諭吉、
夏目漱石、永井荷風、
神谷美恵子

夢みたい　新幸福論　生き方再発見　しなやかに自分に正直に　作家　加賀乙彦さ
ん

20100910-007 BE-PAL 2010/09/10 北川フラム The tree house　夢の跡では終わらない　地域活性化とアートの可能性



20100911-001 佐賀新聞（佐賀） 2010/09/11 津田治子 ザ・検定　唐津・呼子イカ検定

20100912-001 しんぶん赤旗（東京） 2010/09/12 畑野研太郎 ハンセン病学びたい　偏見払しょくへ青年交流会　岡山 邑久光明園

20100912-002
朝日中学生ウイークリー（東
京）

2010/09/12

齋藤和輝、高橋伴和、
小林実久、佐川可倫、
平沢保治、金子昌熙、
安田恒人、高橋態樹

ハンセン病　偏見や差別のない社会めざして　仙台で「親と子のシンポジウム」開催
患者が受けた誤解と苦しみに衝撃　「正しく理解を」中高生が呼びかけ　こわい病気
ではない　入所者の温もり感じて　知ろうとする姿勢が大切

東北新生園、松
丘保養園

20100914-001 東奥日報（青森） 2010/09/14
滝田十和男、滝田政
重、伊原金太郎、加藤
又吉

証言でつづる松丘保養園　24　若き日の残像（1）/逃走　普通の暮らし求めて 松丘保養園

20100915-001 東奥日報（青森） 2010/09/15

菅直人、鳩山由紀夫、
横路孝弘、小泉純一
郎、麻生太郎、小沢一
郎

菅氏語録　弱虫太郎に名前を変えろ　小沢氏はしばらく静かに　奇兵隊内閣と名付
けたい

20100915-002 東奥日報（青森） 2010/09/15

滝田十和男、滝田ツル
ヨ、滝田政重、東条英
機、伊原夫妻、加藤又
吉

証言でつづる松丘保養園　25　若き日の残像（2）/行商　すべてが新鮮　病忘れる 松丘保養園

20100915-003 河北新報（仙台） 2010/09/15 石川勝夫
青森　国立ハンセン病療養所・松丘保養園　園内施設一部開放へ　虐待高齢者受
け入れ想定

松丘保養園

20100915-004 秋田魁新報（秋田） 2010/09/15 鈴木幸次 鈴木幸次氏 栗生楽泉園

20100915-005 沖縄タイムス（那覇） 2010/09/15 唐獅子　マイケル・ジャクソン

20100916-001 東奥日報（青森） 2010/09/16
滝田十和男、滝田ツル
ヨ、伊原金太郎

証言でつづる松丘保養園　26　若き日の残像（3）/帰郷　知識に飢え　本をむさぼり
読む

松丘保養園、東
北新生園

20100916-002 信濃毎日新聞（長野） 2010/09/16
ビシュワ・モハン・カト
チ

インド保健・家族福祉省次官　カトチ氏に聞く　耐性菌感染、全国的に調査へ

20100916-003 病院新聞（東京） 2010/09/16 医政局関係の予算概算要求　23年度厚労省予算概算要求の概要

20100917-001 薬事日報（東京） 2010/09/17
望月眞弓、倉田雅子、
高橋寛、花井十伍

薬害教育教材で意見交換　厚労省検討会　委員からは多くの要望

20100918-001 朝日新聞（東京） 2010/09/18
辰巳芳子、辰巳浜子、
宮崎かづゑ

オピニオン　ニッポンの「3食」　耕論　病院食　病人本位のスープ普及を　辰巳芳子
さん　料理研究家・随筆家

長島愛生園



20100918-002 毎日新聞（県版）鹿児島版 2010/09/18
岩川洋一郎、佐藤金
蔵

入所者の長寿祝う　鹿屋の星塚敬愛園　園児ら踊りを披露 星塚敬愛園

20100918-003 北海道新聞（札幌）夕刊 2010/09/18
結純子、大西邑子、藤
本とし

ハンセン病の苦難熱演　結さん一人芝居　来月、道内初演

20100918-004 サイゾー 2010/09/18

組坂繁之、ビートたけ
し、ワイツゼッカー、大
宅壮一、高山文彦、萩
本欽一、石川遼、
シェークスピア

差別と笑いと権力との闘い　そして、熱湯風呂は熱くない!　組坂繁之　ビートたけし

20100919-001 しんぶん赤旗（東京） 2010/09/19 ニュースと読み物　ハンセン病問題　14　「行動しよう」青年が交流

20100919-002 しんぶん赤旗（東京） 2010/09/19
畑野研太郎、長木重
憲、黒田暁子

ハンセン病問題知りたい　青年交流　「行動する」きっかけに
邑久光明園、長
島愛生園

20100919-003
しんぶん赤旗/日曜版（東
京）

2010/09/19

黒澤いつき、大田加奈
子、谺雄二、宇都宮健
児、海渡雄一、志位和
夫、市田忠義、大門実
紀史

弁護士の道　金持ちだけ!?　"給料ゼロ"バイトも禁止　サラ金業者が保証人!?　国民
の権利守るため給費制必要　宇都宮健児・日弁連会長

20100919-004 福島民友（福島） 2010/09/19
服部ケサ、与謝野鉄
幹、与謝野晶子

福島民友新聞創刊115周年記念特集　シリーズ　ふくしまの群像　3　須賀川編　服
部ケサ　ハンセン病治療に生涯ささげる

20100919-005 神戸新聞（神戸） 2010/09/19 鈴木亮平、財津一郎、 西宮出身・俳優鈴木亮平さん　出演映画　姫路でPR　県内でロケ

20100919-006 読売新聞（県版）長野版 2010/09/19 青木裕子
旬の人　「軽井沢朗読館」を開いた元NHKアナウンサー　青木裕子さん　60　語りの
場　自然の中に

20100919-007 朝日小学生新聞（東京） 2010/09/19

稲富郷、八巻七海、小
鹿美佐雄、根上亜紀、
清水潤奈、田中正人、
平沢保治、大和田りつ
こ、岡崎裕美、前田光
美、石井末弘

ハンセン病　患者の受けた苦しみ知って　静岡で「親と子のシンポジム」開催　誤っ
た政策で療養所に強制収容　正しい知識を広め差別なくそう　多くの薬で完治する
病　認め合える人になって　家庭の話題に取り上げて

神山復生病院、
駿河療養所、多
磨全生園

20100920-001 大阪日日新聞（大阪） 2010/09/20

財津一郎、塩屋俊、渡
辺貞夫、犬塚弘、谷
啓、小林桂樹、藤田ま
こと

潮騒



20100920-002 熊本日日新聞（熊本） 2010/09/20 谺雄二
異郷の旅人　姜信子　詩とハンセン病と　1　ライは長い旅だから　世界を書き換える
言葉の群れ

栗生楽泉園

20100920-003 大分合同新聞（大分） 2010/09/20
千葉景子、杉浦正健、
辺見庸

私の紙面批評　弁護士　徳田靖之　ほしい死刑執行の背景

20100920-004 朝日新聞（県版）兵庫版 2010/09/20

塩屋俊、財津一郎、陣
内孝則、古手川祐子、
MINJI、福井有、鈴木
亮平

映画「ふたたび」西宮・鈴木さん初主演　ロケ地　大手前大で試写会　ジャズ愛する
孫ときずな取り戻す旅

20100921-001 毎日新聞（名古屋） 2010/09/21

塩屋俊、鈴木亮平、財
津一郎、藤村俊二、犬
塚弘、佐川満男、渡辺
貞夫

ハンセン病題材にバンドの復活描く　映画「ふたたび」公開を前に監督らPR

20100921-002 東京新聞（東京） 2010/09/21
村崎太郎、栗原美和
子、村崎義正、村崎節
子

へこたれない人々　差別と向き合い輝く　絶頂そして挫折　暗闇に伴侶の光　「部落
のスターに」父の言葉で継承　出自明かし問題提起　内なる偏見も見つめ　猿まわし
芸人　村崎太郎さん（49）

20100921-003 しんぶん赤旗（東京） 2010/09/21 訂正
長島愛生園、邑
久光明園

20100921-004 東奥日報（青森） 2010/09/21
城島龍一、大日向繁、
神子沢新八郎

証言でつづる松丘保養園　27　若き日の残像（4）/反発　「学問は救ってくれない」
松丘保養園、長
島愛生園

20100922-001 公明新聞（東京） 2010/09/22

磯野常二、木村誉、石
井秀則、谷口芳史、二
宮一朗、越智絹恵、桝
田和美、松本一二美、
山上芳子、白石由紀
子、坂口力

ハンセン病に正しい理解を　「大島青松園」で入所者と交流　人権守る取り組みに全
力　党愛媛県本部議員団

大島青松園

20100922-002 東奥日報（青森） 2010/09/22

城島龍一、大竹章、福
浦神、神子沢新八郎、
バイロン、ゲーテ、大
日向繁

証言でつづる松丘保養園　28　若き日の残像（5）/救い　信仰に生きがい見いだす
多磨全生園、松
丘保養園、長島
愛生園

20100922-003 毎日新聞（県版）香川版 2010/09/22 話 大島青松園

20100922-004 週刊新潮 2010/09/22
TV視聴室　1週間分見どころ　9/26　日　NNNドキュメント'10　その手をつないで　ハ
ンセン病の島から未来へ

20100922-005 TV station/関西版 2010/09/22
カルチャー&ドキュメント　26日　NNNドキュメント10　その手をつないで　ハンセン病
の島から未来へ



20100922-006 TV station/関東版 2010/09/22
カルチャー&ドキュメント　26日　NNNドキュメント10　その手をつないで　ハンセン病
の島から未来へ

20100922-007 TVぴあ/関東版 2010/09/22 山本隆久 NNNドキュメント'10 大島青松園

20100923-001 東奥日報（青森） 2010/09/23
木村みつ江、小川正
子、前田貞夫、榊三五
郎、梅原秀之

証言でつづる松丘保養園　29　若き日の残像（6）/分校新設　教師の熱意　希望与
える

松丘保養園、長
島愛生園

20100923-002 毎日小学生新聞（東京） 2010/09/23
ぐる～り日本　25　岡山県　瀬戸内海にある愛生園には今もハンセン病から回復し
た方たちが暮らしています　1943年に完全に治る病気になりました

長島愛生園、多
磨全生園、菊池
恵楓園、沖縄愛
楽園

20100924-001 東奥日報（青森） 2010/09/24
榊三五郎、光田健輔、
前田貞夫、藤崎陸安

証言でつづる松丘保養園　30　若き日の残像（7）/高校進学　闇抱えつつも青春謳
歌

松丘保養園、長
島愛生園

20100924-002 電波タイムズ（東京） 2010/09/24 山本隆久 民放　NNNドキュメント　日テレ

20100926-001 日本経済新聞（東京） 2010/09/26 ドキュメント'10

20100926-002 東京新聞（東京） 2010/09/26 ドキュメント'10

20100926-003 しんぶん赤旗（東京） 2010/09/26 山本隆久 ドキュメント'10 大島青松園

20100926-004 東奥日報（青森） 2010/09/26 山本隆久 ドキュメント'10　RAB深1・50

20100926-005 山陽新聞（岡山） 2010/09/26 山本隆久 ドキュメント'10　西日本、広テレ=深夜1・50

20100926-006 西日本新聞（福岡） 2010/09/26 中山秋夫 ハンセン病文学全集9　俳句・川柳　人間存在の根底を問う 邑久光明園

20100926-007
朝日中学生ウイークリー（東
京）

2010/09/26

稲富郷、八巻七海、小
鹿美佐雄、根上亜紀、
清水潤奈、田中正人、
前田光美、石井末弘

ハンセン病　患者の受けた苦しみ知って　静岡で「親と子のシンポジウム」開催
誤った政策で療養所に強制収容　正しい知識を広め差別なくそう　多くの病で完治
する病　認め合える人になって　家庭の話題に取り上げて

神山復生病院、
駿河療養所、多
磨全生園

20100927-001 徳島新聞（徳島） 2010/09/27 十川勝幸、松浦徳男
人　ここに生きる　5　十川勝幸さん（阿波市阿波町）　ハンセン病元患者　支援　差
別・偏見ない社会に

大島青松園



20100927-002 熊本日日新聞（熊本） 2010/09/27

谺雄二、石川啄木、ド
ストエフスキー、トルス
トイ、チェーホフ、デカ
ルト、カント、ショーペ
ンハウエル、ルソー、
ヘーゲル

異郷の旅人　姜信子　詩とハンセン病と　2　病むならば　明日に向かってわが身を
投げる

多磨全生園、栗
生楽泉園

20100927-003 毎日新聞（県版）京都版 2010/09/27 「サポーター」養成講座　ハンセン病療養所入所者ら支援で　参加者募集　来月
邑久光明園、長
島愛生園

20100928-001 毎日新聞（県版）兵庫版 2010/09/28 来月ハンセン病のサポーター養成講座　30日に締め切り
長島愛生園、邑
久光明園

20100928-002 毎日新聞（県版）和歌山版 2010/09/28
ハンセン病入所者ら支援　来月、サポーター養成講座　大阪府総合福祉協会　参加
者を募集

長島愛生園、邑
久光明園

20100928-003 毎日新聞（県版）香川版 2010/09/28
沢知恵、塔和子、高見
順、川崎正明

ジグザグかがわ　かかわらなければ　上　大島は私の「古里」　入所者の「生」歌い
たい

大島青松園

20100928-004 日本経済新聞（大阪）夕刊 2010/09/28 北川フラム
島々の個性映すアート　瀬戸内国際芸術祭にぎわう　自然や空き家生かす　豆知識
7島それぞれに固有の歴史

20100928-005 VOGUE NIPPON 2010/09/28
蓮舫、重松清、福田衣
里子、鳩山、菅

Opening the Dialogue　政治家、蓮舫。だから私は、走り続ける。

20100929-001 毎日新聞（大阪） 2010/09/29
ハンセン病退所者らの医療・介護　「サポーター」養成講座　来月7・13日基礎編、27
日実践編

長島愛生園、邑
久光明園

20100929-002 しんぶん赤旗（東京） 2010/09/29
高橋ちづ子、仁比聡
平、細川律夫、藤村
修、松原昭夫、笹岡優

ハンセン病・大島青松園の官用船　直営職員で運航せよ　厚労省要請 大島青松園

20100929-003 西日本新聞（福岡） 2010/09/29
馬原孝浩、秋山幸二、
志村康、太田明

翔べ!　熊本・菊池恵楓園　馬原投手にエール　7年前から交流続ける入所者　「投げ
る姿に勇気、日本一に」

菊池恵楓園

20100929-004 沖縄タイムス（那覇） 2010/09/29 唐獅子　戦後沖縄のハンセン病対策

20100929-005 毎日新聞（県版）香川版 2010/09/29
沢知恵、東條高、東條
康江、沢正彦

ジグザグかがわ　かかわらなければ　中　大島の「父と母」　CD、歌文集　刻む人生 大島青松園

20100929-006 朝日新聞（県版）宮城版 2010/09/29
桃生小富士、雫石隆
子

療養しつつ創作の水彩画と川柳展示　仙台文学館 東北新生園



20100930-001 河北新報（仙台） 2010/09/30 桃生小富士 不屈の意志　川柳で　元ハンセン病患者が個展　仙台文学館 東北新生園

20100930-002 南海日日新聞（奄美） 2010/09/30 森山一隆、 ハンセン病文庫利用を　6月総会内容まとめ
奄美和光園、沖
縄愛楽園

20100930-003 沖縄タイムス（那覇） 2010/09/30 神美知宏、菅直人 寄稿　愛こそ生きる希望に　全生園の神さんに学ぶ　奥山れもん
多磨全生園、宮
古南静園、大島
青松園

20100930-004 毎日新聞（県版）滋賀版 2010/09/30 ハンセン病　生活支援　「サポーター」を養成　大阪などで来月、参加者募集
長島愛生園、邑
久光明園

20100930-005 毎日新聞（県版）香川版 2010/09/30
沢知恵、丹生陽七海、
吉田昂生、藤岡直也、
佐々木広子

ジグザグかがわ　かかわらなければ　下　休止の案内会社"復活"　子が孫が　伝え
る「大島」

大島青松園


