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公益社団法人 日本記者クラブ 

２０１４年度事業報告 

（２０１４年４月１日から２０１５年３月３１日まで） 

■概観 ―― 取材・報道の共有基盤の役割果たす 

公益社団法人日本記者クラブは２０１４年度、合計２３６回のプレス会見（オン・ザ・

レコードの記者会見、昼食会、討論会・対談、研究会、記者ゼミ、記者研修会、取

材団）を主催した。前年度の２２８回を上回り、クラブ史上最多回数となった。 

日本記者クラブは日本全国の新聞、放送、通信社が集まり、政府からの援助は受

けず、会費で運営する日本で唯一のナショナルプレスクラブである。ジャーナリズ

ムが共有する組織として、ニュースの当事者を招いて記者会見を主催する。会見で

記者の質疑を通してゲストが情報を発信し、会員の報道により広く社会に伝わるこ

とで、国民の知る権利に資することを基本的な目的としている。 

２０１４年度は総選挙の８党党首討論会（１２月１日）を行ったほか、大型シリーズ

企画「戦後７０年 語る・問う」や討論会・対談形式のプレス会見、取材団・プレス

ツアーの拡大に取り組んだ。さまざまな形で取材・報道の場を作り、ジャーナリズ

ムの共有基盤としての役割を果たした１年となった。 

著書『２１世紀の資本』が話題になったフランスの経済学者トマ・ピケティ氏（１
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月３１日）、テニス全米オープンで準優勝した錦織圭選手（１１月１８日）、政界引退を発

表した石原慎太郎・次世代の党最高顧問（１２月１６日）らの会見には多くの記者が集

まった。ゲストの対談形式の会見も充実させた。中でも、戦後７０年をめぐり語り合

った作家・赤坂真理氏と原武史・明治学院大教授（９月１１日）、慰安婦問題を議論し

た大沼保昭・明治大特任教授と朴裕河・世宗大教授（２月２３日）が反響を呼んだ。 

記者研修会の一環として訪ねた在京中国大使館では、程永華駐日大使が会見した

（８月２７日）。現役記者を対象にした記者ゼミは２期目に入り、「ネット時代のマスメ

ディア」をテーマに行った。 

ニュースの現場を訪れる取材団の派遣にも力を入れた。海外取材団はクラブ創立

４５周年事業として実施し、アキノ・フィリピン大統領会見、スウェーデン・アイス

ランド・ドイツ３カ国のエネルギー問題取材と２回、派遣した。国内では高レベル

放射性廃棄物の地層処分研究の現場である北海道・幌延、岩手・宮城の三陸沿岸の

被災地、阪神・淡路大震災２０年を前に神戸と３回、取材団を派遣した。いずれも全

国から記者が参加し、紙面や番組で報道された。 

このようなプレス会見や取材団のほかに、試写会、総会記念講演会、賛助会員の

会なども行った。クラブ主催の会合・行事の総回数は２６１回、参加者は累計１６，６２１

人だった。 

２０１４年度はクラブ創立４５周年にあたり、記念事業として特別予算を組み①「と

っておきの話（七）」の刊行②会報バックナンバーのＰＤＦ化とネット公開③会見録

音のデジタル保存とネット公開④海外取材団派遣（前述）――を行った。この事業

により、ウェブサイトのデジタル・アーカイブが大幅に充実し、クラブ主催会見の

記録が文字や音声でアクセスできるようになった。デジタル・アーカイブのひとつ

であるプレス会見の動画は２０８本を新たに公開し、２００９年以降合わせて１０４７本と

なり、１０００本を超えた。また文字記録の「会見詳録」は新たに２９本を公開し、計６７

６本となった。 

日本記者クラブ賞は橋本五郎さん（読売新聞）と山田孝男さん（毎日新聞）の２

人が受賞した。同特別賞の受賞者はいなかった。 

理事長は５月、吉田慎一氏（朝日新聞）が退任し、伊藤芳明氏（毎日新聞）が就

任した。伊藤理事長は理事会の承認を得て、産経新聞記者が韓国で起訴されたこと

について抗議声明（１０月９日）を発表し、「イスラム国」が日本人を人質にし、殺害し

たことに抗議、非難する声明を２度（１月２１日、２月１日）発表した。 

プレスの法人会員は１社が退会したが、３社が新たに入会し、３月１日現在、前年

より２社増えて１３６社となった。 

■公益社団法人の目的と３つの公益事業 

日本記者クラブは、２０１１年４月１日、社団法人から公益社団法人に移行した。

定款第３条で公益社団法人としての目的を以下のように定めている。 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
この法人は、内外の重要ニュースソースとの接触を多角化し、報道機関相互の交流

を緊密化することにより、その活動の促進と社会的機能の向上、発展をはかり、ジャ
ーナリズムの職業倫理向上および表現の自由の擁護につとめ、民主主義の発展に寄与
する。この法人の事業が会員のジャーナリズム活動や報道を通し、広く国民が共有す
る情報となることにより、国民の知る権利、国民生活の向上安定、および国際相互理
解の促進に資することを目的とする。 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

この目的を達成するために実施する公益社団法人としての「公益目的事業」は次の

３分野にまとめられる。 

①内外の要人を招き、記者会見などを開催し、国民の知る権利に資する。 
②すぐれた業績をあげたジャーナリストに日本記者クラブ賞、同特別賞を贈る。 
③日本記者クラブ会報を発行し、インターネットを通じて良質な時事情報を開示し、

重要な会見を全文保存し公開する。 

以下に、２０１４年度のおもな事業活動と運営を報告する。 

Ⅰ．公益目的事業① 記者会見 ――――――――――――――――― 

≪プレス会見は２３６回 最多記録を更新≫ 

日本記者クラブが２０１４年度に主催した行事・会合のうち、オン・ザ・レコードの

取材・報道の場であるプレス会見は討論会・パネルディスカッション・対談（６回）、

昼食会（１６回）、記者会見（１０７回）、研究会・懇談会（８０回）、記者ゼミ（１８回）、

記者研修会（１回）、海外・国内取材団・プレスツアー（８回）の計２３６回だった。

前年度の２２８回を上回り、クラブ創立以来最多となった。 

注・記者研修会と海外・国内取材団・プレスツアーは２０１３年度までプレス会見としては数

えていなかった。しかし、同じようにオン・ザ・レコードで実施し、実際にニュースと

して報道される件数も多いため、今年度からプレス会見の一部に含め、記録することに

した。２０１３年度の事業報告ではプレス会見を２２４回と記載したが、同年度は記者研修会

１回、取材団３回を実施しており、２０１４年度の新基準にあわせると２０１３年度のプレス会

見は２２８回となる。 

試写会・上映会（１６回）や取材目的ではない総会記念講演、クラブ賞受賞記念講

演などの一般行事（５回）、賛助会員の会・学生会員の会（４回）を加えた主催行事

総数は２６１回だった。前年度（２５５回）を上回り、これも過去最多となった。参加者

総数は１６，６２１人だった。なお、２０１３年度事業報告で、同年度の主催行事総数と参

加者総数を２５２回２７，７８７人と記載したが、計算に間違いがあった。正しくは２５５

回１９，０１９人であり、訂正します。 

プレス会見や主催行事の一覧は別表を参照されたい。 

今年度の特徴として①大型シリーズ企画「戦後７０年 語る・問う」のスタート ②
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討論会・対論形式の拡充 ③取材団、プレスツアーの積極的な派遣などが挙げられ

る。主な内容は以下の通り。 

≪衆院選８党党首討論会の開催≫ 

安倍晋三首相は、２０１５年１０月からの消費税率再引き上げを１７年４月からに先送

りすることを表明し、その是非を問うとして１１月２１日に衆院を解散した。これに

より第４７回総選挙が１２月１４日に施行されることとなり、日本記者クラブではこれ

までの国政選挙と同様に、公示日前日の１２月１日、主要政党党首による討論会を実

施した。今回で３年連続、１４回目の党首討論会

開催となった。 

参加政党は公職選挙法の政党要件（所属国

会議員５人以上かつ直近の国会選挙で得票率

２％以上）を満たす政党とすることなど開催

要領を企画委員会で決定し、下記のように行

った。 
日時：１２月１日（月）１３：００～１５：１０ 
参加党首： 安倍晋三 自由民主党総裁 海江田万里 民主党代表 
  江田憲司 維新の党代表  山口那津男 公明党代表 
  平沼赳夫 次世代の党党首 志位和夫 日本共産党委員長 
  小沢一郎 生活の党代表  吉田忠智 社会民主党党首 

進行：「党首の主張・討論」と「企画委員による代表質問」の２部構成で行った。 

運営：従来通り、現役優先でプレス会員社ごとに参加可能人数を割り当てた。外国

特派員、個人Ｄ会員を含めたペン取材は２２１人。生中継スタッフはじめカメ

ラ取材を加えた参加総数は３２２人だった。会場は、２０１１年総選挙時の討論会

で導入した「特設ステージ」を今回も採用、縦横を９０度転回してゲストステ

ージ、カメラステージを特設、より多くのテレビカメラ取材対応を可能にし

た。中継や各党カメラなどを含め、テレビ２５台、スチル２２台のカメラが会

場に並んだ。 

各紙は翌日の紙面で大きく扱い、テレビはＮＨＫが地上波で全編生中継で放送し

たほか民放各局も地上波、衛星などさまざまなチャンネルのニュースで扱った。 

≪大型企画「戦後７０年 語る・問う」≫ 

「戦後７０年にあたる２０１５年に向けてさまざまな分野の当事者や専門家を招き、戦

後の歩みを振り返り今後の課題を探る大型企画を始めよう。会員各社の戦後企画の

参考になるよう年内に開始する」ことが、７月１５日の企画委員会（会田弘継委員長）

で決定された。シリーズタイトルを「戦後７０年 語る・問う」と決め、幅広く戦後

を語ってもらえるゲストを招くこととなった。 

第１弾は政治学者の原武史・明治学院大学教授、『東京プリズン』などの著作が

ある作家・赤坂真理氏による対談だった（写真）。この会合はゲストの希望により

一般の参加も受けることとし、会員社紙面を通じて公募した結果、出席１３０人のう
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ち半数強の約７０人が一般の参加だった。以降、

下記のように３月３１日までに１４回を数えた。１５

年度も継続して行っていく。 

①作家・赤坂真理氏、原武史・明治学院大学
教授 対談（9/11） 

②作家・保阪正康氏 昭和史 昭和天皇実録
を交えて（10/7） 

③評論家・加藤典洋氏 「敗戦後論」などを
軸に戦後論（11/7） 

④髙木勇樹・元農林事務次官 「市場開放と戦後農政」（11/13） 

⑤脚本家・山田太一 「テレビドラマと戦後」（11/14） 

⑥小峰隆夫・元経済企画庁調査局長 「官庁エコノミストがみた戦後経済」（11/19） 

⑦志摩篤・元陸自幕僚長 「60 年安保・そのとき自衛隊は」（12/3） 

⑧張本勲氏 「ヒロシマ～浪商～東映フライヤーズ、巨人軍」（12/3） 

⑨渡辺靖・慶応大学教授 「アメリカにとっての『戦後』とは何か」（12/12） 

⑩社会学者 見田宗介氏、大澤真幸氏 「1945／2015」（1/6） 

⑪明石康・元国連事務次長 「国際社会や国連の中の日本の役割、使命、位置」（2/3） 

⑫濱口桂一郎・労働政策研究・研修機構主席統括研究員 「雇用問題の変遷、い
ま何が問われているか」（2/16） 

⑬宮本康昭・元裁判官 弁護士 「戦後司法の転換点を語る－司法危機と司法改
革の中心に」（2/23） 

⑭竹内洋・京都大学名誉教授 「戦後日本と大衆社会」（3/5） 

≪外国人ゲスト ８０回≫ 

訪日した外国首脳がメッセージを発信する記者会見の開催は、１９６９年のクラブ

創設の目的であり、日本唯一のナショナルプレスクラブとしての重要な使命である。

２０１４年度は、アブドッラ・ヤミーン・モルディブ大統領（4/16）、ハシナ・バング

ラデシュ首相（5/28）、オラシオ・カルテス・パラグアイ大統領（6/25）、マルグヴ

ェラシヴィリ・グルジア大統領（10/21）、レメンゲサウ・パラオ大統領（12/18）

などを招いた。このほか日豪２＋２で来日したビショップ外相とジョンストン国防

相（6/12）、ミード・メキシコ外相（6/27）、ポール・ライアン米下院歳入委員会委

員長と超党派下院議員（2/19）、クリムキン・ウクライナ外相（3/3）などの会見を

行った。 

また、各国の駐日大使を数多く招いたことも触れておきたい。着任間もないチュ

ニジア、インドネシア、トルコ、ノルウェー、スウェーデンなど１３人の大使から各

国の内政や対日関係などについて話してもらった。このほかには、エボラ出血熱の

アフリカでの感染拡大をうけて流行が広がっているギニア、リベリアの大使、在京

アフリカ外交団団長としてエリトリア大使などが、エボラ対策への支援と風評被害

の防止を訴えるために会見した（11/21）。また、１５年１月に起きたイスラム過激派

組織「イスラム国」による日本人人質殺害を受け、駐日アラブ外交団を代表して、
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パレスチナ大使が日本との連携を訴える声明を発表した（1/27）。 

外国人ゲストによるプレス会見は計８０回で、前年度（６９回）を上回った。 

≪討論会、対談、パネルディスカッションで幅広い議論≫ 

海江田万里・民主党代表の総選挙落選後の辞任を受け、民主党の代表選が行われ

ることになった。クラブはこれまで同様、代表選告示直後に、立候補者による討論

会を行った。１月７日の告示で立候補手続きをすませた長妻昭、細野豪志、岡田克

也の３氏を迎え、１月８日に開催した（参加者２０３人）。代表質問団を新たに構成し、

地方の問題にも配慮して、西日本新聞の企画委員も加わった。 

こうした従来通りの討論会に加え、複数ゲストが同じテーマで意見を交わす会合

も行った。前記の原、赤坂両氏による対談や、同じ「戦後７０年」シリーズでの見田

宗介、大澤真幸・両社会学者による対談（1/6）、日米の幕僚長経験者４人による「日

米同盟を考える」パネルディスカッション（7/29）などである。特に注目を集めた

のは、大沼保昭・明治大学特任教授、朴裕河・世宗大学教授の２人を招いて行った

研究会「慰安婦問題を考える」（2/23）だった。タイムリーな企画で、研究会とし

ては異例の１４０人ほどの参加者を集め、内容は韓国でも報道された。 

≪活発な現地取材――プレスツアー、国内・海外取材団≫ 

取材団、プレスツアーといった形式でさまざまな現場を訪問、取材する企画は、

内外取材をあわせ計８回行われた。これは過去最多である。会員が関心を持ちそう

なテーマを選び、活発な取材活動につなげようとの趣旨で行われた。 

海外へは、４５周年記念事業の一環として

「フィリピン取材団」（11/3～5）、「欧州エ

ネルギー取材団」（2/2～12 スウェーデン、

アイスランド、ドイツ）と２回派遣した。

詳細は４５周年記念事業の項を参照。国内取

材団は３回行った。「幌延取材団」（6/18～

19）には１７社２２人が参加した。高レベル放

射性廃棄物の地層処分を研究する「日本原子

力研究開発機構幌延深地層研究センター」と、

幌延町の受け入れ問題などを取材した。深地層研には地下３５０メートルの水平坑道

が完成し、発熱性模擬体を使っての本格実験を控えた時期に訪問することができた。

町長や町議会議長との会見、最終処分場となることを警戒する反対派住民との懇談

も行った。企画・立案から取材先との交渉まで、

北海道新聞社の幅広い協力をいただいた。 

記者研修会から続いて行われた「岩手・宮城取

材団」（8/29～30）(写真)では、遠野市、釜石市、

宮古市、陸前高田市、南三陸町などの被災地を訪

問した（前年度は福島県の浜通りを訪問）。１５社

２２人が参加した。参加者から「岩手、宮城はもっ

アキノ大統領と会見する取材団 
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≪ ≫ 

と復興していると思っていた」との声があった（会報１０月号）ように、現地取材の大

切さを再認識したものも多かった。岩手日報社から、東京支社編集部長の全日程参

加を含めた協力があった。地元記者には、移動のバス車内での解説や訪問先での補

足説明など、取材に厚みを加えていただいた。 

阪神・淡路大震災から２０年を前に行った「神戸・淡路取材団」（12/2～4）には１１

社１５人が参加した。その後、各自の追加取材を加え、１月１７日の震災２０年紙面に

活かされることになった。特集紙面の下地作りという位置づけで企画され、取材団

の新たなあり方を示すことになったと思われる。実現にあたっては、神戸新聞社の

協力をいただいた。 

現役、ＯＢ会員向けにプレスツアーを３回実施した。①「関西文化プレスツアー」

（4/10～11 国立文楽劇場で文楽鑑賞、京都の伝統文化紹介など） ②「宝塚プレ

スツアー」（9/2～3 宝塚歌劇創設１００年が中心テーマ） ③「朝鮮通信使静岡プレ

スツアー」（12/4 韓国大使館主催企画に協力）。 

≪沖縄・福島の声、程中国大使会見、人口減少問題――記者研修会≫ 

恒例の記者研修会（8/27～28）には４０社６１人が参加した。会員社記者によるパ

ネルディスカッションは「福島と沖縄：地元の声を伝え続ける」をテーマに、福島、

沖縄の県紙４社に登壇してもらった。原発事故、米軍基地と国策に関わる問題に奮

闘する記者の現場報告は、現状の把握や地方メディアの参加者に自分たちの立ち位

置を確認するのに役立ったものと思われる。 

中国大使館訪問では、程永華大使が会見に応じ(写真)、

日中関係の厳しい現状について話した。また、若手外交

官との交流会も行われ、率直な意見交換の機会となった。 

増田寛也氏の「消滅可能性都市」リポートの反響を受

け、片山善博・元総務相とＮＨＫ「里山資本主義」の井

上恭介チーフプロデューサーにも地方の問題について話

してもらった。 

ピケティ氏、錦織選手、岸恵子さんと吉永小百合さん、石原慎太郎氏引退など 
話題の人の会見 

８党党首討論会を除き、一番の参加者を集めたのは、『２１

世紀の資本』でブームを起こした、仏経済学者のトマ・ピケ

ティ氏だった（1/31 写真）。土曜日の午前中にもかかわらず、

２８３人が会場に足を運んだ。 

テニスの全米オープンでアジア人初の準優勝、世界ランキ

ング５位に駆け上った錦織圭選手の会見（11/18 写真）は、

１４年の全日程を終えて帰国した翌日に行われ、多くのテレビカメラが並んだ。この

会見のユーチューブ動画は再生回数が今年度トップの約２万９千回だった（詳細は

別項）。「著者と語る」で招いた女優の岸惠子さん、吉永小百合さんの会見（7/7 写

真）には、上半期最多の１７９人の参加者が集まった。このほかソチ冬季五輪スキー
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ジャンプ銀メダリストの葛西紀

明選手（4/4）、ラグビー日本代

表のエディー・ジョーンズ・ヘ

ッドコーチ会見（9/18）、日本プ

ロ野球の最年長勝利記録を更新

し、４９歳を過ぎて現役続行を表

明した、中日ドラゴンズの山本昌投手（11/26）などがスポ

ーツ紙の紙面をにぎわせた。 

１２月の総選挙で議席を失った石原慎太郎・次世代の党最高顧問は、政界引退を表

明する場として、日本記者クラブを選んだ（12/16）。 

集団的自衛権、人口減少、年金運用改革、消費増税、地下鉄サリン事件２０年、 
中国、成長戦略、貧困、イスラム国 ――シリーズ企画も活発に 

この数年は、研究会だけでなく公人の会見にも「シリーズ企画」の形式を採用し

ている。１３年度から続く「集団的自衛権を考える」では与党間協議の責任者である

高村正彦・自民党副総裁、北側一雄・公明党副代表に登場してもらったほか、「ど

うなる野党再編 キーパーソンに聞く」と題して、民主党、維新の会、みんなの党、

結いの会、生活の党の責任者の考えを聞いた。 

「消滅可能性都市」で関心が高まった「人口減少問題」は増田寛也・日本創成会

議座長（元総務相、元岩手県知事）（6/9）を皮切りに全５回行った。いずれも国会

などでの議論の最中に行った「１３０兆円は誰のものか－年金運用改革を問う」（全３

回）「１０％先送りが問うもの」（全２回）や、「地下鉄サリン事件２０年」（全３回）

など、時宜にかなったテーマを選び、集中的に行う研究会も好評だった。 

１３年度から続く「中国とどうつきあうか」「集団的自衛権を考える」「成長戦略に

は何が必要か 現場からの視点」も数多くの参加者を得た。特に、「成長戦略」で

は、ローソン、野村ホールディングス、三菱ケミカル、イケア・ジャパンなどの経

営トップを招いた。この他には、アベノミクスを裏側から見る「現代日本の貧困」、

「イスラム国」による日本人人質殺害事件を受けてはじめた「イスラムの視点」も、

１５年度も続けていく予定となっている。 

２年目の記者ゼミ――アジア編から「ネット時代のマスメディア」編へ 
ネットライブも 

特定のテーマで講師を招き、現役の記者が集まって学びあう場として１３年度から

始まった「記者ゼミ」は２年目に入り計１８回行った。 

前年度から続く記者ゼミ第１期「アジアの国々はいま」は、２０１４年度に「朝鮮半

島編」を２回行い（4/24、5/20）、全１７回が終了した。テーマは、東アジア・朝鮮

半島の安保問題、韓流文化ビジネスの行方や日韓関係。いずれも、会見詳録を作成

し、ホームページで公開した。 

２０１４年５月から始まった第２期の通しテーマは「ネット時代のマスメディア」

（計１６回）。朝日新聞、河北新報、日本テレビなど会員社のネット部門担当者や、
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ヤフーニュース、東洋経済オンライン、Twitter Japan などの担当者、あるいはジ

ャーナリズム、政治、法律、報道倫理の研究者などをゲストとして招いた。各社が

直面しているテーマであるだけに、現状の分析と将来の課題に対し、毎回参加者と

講師が熱心な議論を行った。ゼミ生の登録は、昨年同様２００人を超えた。 

今年度の新しい試みとして、地方在住で記者ゼミに出席できない人のために、イ

ンターネットによる動画の同時配信（累計約２００人が視聴）を行い、リアルタイム

で Eメールによる質問も受け付けた。配信した動画は毎回、終了後１カ月間に限っ

て視聴可能にした。 

Ⅱ.公益目的事業② 日本記者クラブ賞 ――――――――――――― 

橋本五郎・読売新聞特別編集委員、山田孝男・毎日新聞政治部特別編集委員 
政治コラムニスト同時受賞 特別賞は受賞なし 

日本記者クラブは、毎年、報道・評論活動などを通じて顕著な業績をあげ、ジャ

ーナリズムの信用と権威を高めたジャーナリストに日本記者クラブ賞を贈ってい

る。１９７２年に創設して以来、日本を代表するジャーナリストを顕彰している。ク

ラブ賞創設４０年を機に、より開かれた賞をめざして２０１２年度から日本記者クラブ

賞特別賞が新設された。特別賞は原則としてクラブ会員以外を対象とし、ジャーナ

リズムの向上と発展につながる特筆すべき業績や活動を顕彰する。いずれも、日本

のジャーナリズムの高い水準を内外に示すものであり、言論の自由を擁護し、国民

の知る権利に資する公益目的事業である。 

２０１４年度の日本記者クラブ賞は、読売新聞東

京本社特別編集委員の橋本五郎、毎日新聞東京

本社政治部特別編集委員の山田孝男の両氏に贈

った。３年目を迎えた特別賞は「受賞なし」と

なった。 

日本記者クラブの会員から推薦を募り、２０１４

年１月末の締め切りまで日本記者クラブ賞に９

候補、同特別賞に３候補が推薦された。 

個人Ｄ会員７人で構成する推薦委員会が３月４日、審査し、総務委員会で構成す

る選考委員会（１５人）が４月２日、推薦委員会の結果を参考に選考した。その結果、

クラブ賞には橋本五郎、山田孝男両氏がもっともふさわしく、特別賞は受賞なしと

理事会に答申した。４月２８日の理事会で正式決定し、発表した。 

理事会決定後、報道機関へ発表した際、贈賞理由を下記のように説明した。 

橋本五郎記者 「政治記者として長い経験を重ね、読売新聞に毎月、コラム『五

郎ワールド』を連載している。わかりやすく政治の世界を解き明かし、複雑な政治

と読者との距離を縮めた。直近の政治だけでなく、老いや病、死といったどの人間

も向き合うテーマを取り上げ、自分の死生観、人生観を穏やかに語っている。古今
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東西の古典や著作を豊かに引用し、歴史に学び、グローバルな広がりを踏まえ、温

かい目線で読者の共感を呼んだ。政治コラムの新しい境地を切り開いた。テレビ・

ラジオ番組のレギュラー出演も多く、ソフトな語り口と的確なコメントで本質を突

き、視聴者の理解を深めた。世の中の『なぜ』に答え、みずから主張するすべのな

い人の側に立ちたいという原点を４４年間の記者人生で貫いてきた。新聞離れや活字

離れが懸念される中、ジャーナリズムの成熟と新しい役割を示したことは日本記者

クラブ賞にふさわしいと高く評価された」 

山田孝男記者 「毎日新聞に毎週、連載するコラム『風知草』で、当事者や専門

家への取材を重ね、ニュースを発掘している。東日本大震災後は原発問題を丹念に

取り上げ、隠された事実を提示し、新聞の役割を読者に示した功績は大きい。特に、

『小泉純一郎の「原発ゼロ」』（２０１３年８月２６日付朝刊）は、小泉元首相の脱原発に

踏み出した発言を独占インタビューで特報した。大きな反響を呼び、原発の是非を

めぐる論争を社会に巻き起こした。また、中部電力浜岡原発の危険性を指摘し『浜

岡原発を止めよ』（２０１１年４月１８日付朝刊）と主張したのを皮切りに、政権内の動き

を４週にわたってコラムで追及した。論議が深まる中、菅直人首相（当時）が運転

停止を中部電力に要請する事態に至った。いずれも、問題提起型のコラムが実際に

世の中を動かした例であり、ジャーナリズムの活性化にインパクトを与えたことは、

日本記者クラブ賞にふさわしいと高く評価された」 

６月１６日、橋本五郎、山田孝男両氏による受賞記念講演会を日本記者クラブ１０

階ホールで行った。クラブ会員だけでなく、一般２３０人を含め約３００人が参加した。 

特別賞の受賞がなかったことから、推薦委員会は「日本記者クラブ賞特別賞を育

てるために」という付帯意見を理事会に具申した。それを受けてより多くの候補を

推薦してもらうために理事会で内規が改定され、日本新聞協会または日本民間放送

連盟の加盟社であれば非会員社であっても特別賞候補を推薦できるようになった。 

Ⅲ．公益目的事業③ 日本記者クラブ会報とインターネットによる情報開示 

≪クラブ会報創刊号からネット公開 新設「音声アーカイブ」で重要会見の音声も≫ 

日本記者クラブ会報は毎月１０日に、約４１００部を発行し、クラブ会員と会員社の

関係報道機関、さらに主要官庁記者クラブなどに無料で届けている。ＰＤＦ版をホ

ームページで一般公開し、だれもが無料で読むことができる。ホームページには会

見の動画や記者によるリポートを掲載し、インターネットの特性を生かし、速報と

情報発信力の強化につなげている。不特定多数の人々が日本記者クラブの活動にア

クセスでき、国民の知る権利に資する公益目的事業である。 

 

≪クラブ会報の発行 特集１２本 座談会「ＳＴＡＰ細胞報道」も≫ 

会報委員会では魅力ある紙面づくりを目指している。２０１１年度には１面刷新を
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行い、２０１２年度ではフェイスブック、ツイッターの活用を開始、２０１３年度では「ク

ラブゲスト」欄と１面の２度目の改変を行った。２０１４年度は多様な紙面展開と情

報発信力の強化に努め、特集・特別企画に力を入れた。 

年度の平均ページ数は２５．３ページだった。急きょ行われた師走総選挙では、１２

月１日に行われた「８党党首討論会」の特集を選挙期間中に発行される１２月１０日

号に掲載、「会場の目・記者の声」として多様な視点を紹介した。このほか幌延、

岩手・宮城、神戸の各国内取材団、２つの海外取材団も詳報。「東日本大震災から

４年」特集も組み、被災地の岩手、宮城、福島３県の取材前線の会員社支社・支局

からのリポートを紹介した。 

２０１４年度掲載の特集・特別企画は下記の通り。▽幌延深地層研究センター取材

団（２０１４．７月号、１ｐ）▽第１７回記者研修会／岩手・宮城取材団（同１０月号、６ｐ）▽

座談会「最先端研究どう伝える ＳＴＡＰ報道の現場から」（同１１月号、１０ｐ）▽ベ

ルリンの壁崩壊から２０年（同号、２ｐ）▽衆院選８党党首討論会（同１２月号、２ｐ）▽第

１１回海外取材団フィリピン（同号、２ｐ）▽わたしのおすすめ本２０１４（同号、２ｐ）

▽阪神・淡路大地震２０年／神戸・淡路取材団（２０１５．１月号、２ｐ）▽民主党代表選討

論会（同２月号、１ｐ）▽第１２回海外取材団「欧州３カ国のエネルギー事情視察」（同３

月号、４ｐ）▽３．１１から４年「風化させない決意２０１５」（同号、４ｐ）▽地下鉄サリン事

件２０年（同号、２ｐ） 

座談会「最先端研究どう伝える ＳＴＡＰ報道の現場から」（２０１４年１１月号）も

行った。２０１４年１月末、「世紀の大発見」として大々的に発表、報道されたＳＴＡ

Ｐ細胞だったが疑惑が浮上、７月には論文が撤回された。この問題を受けて、新聞・

テレビの科学部デスク４氏が初報から一連の報道を振り返り、最先端研究を伝える

科学報道の現場を語り合った。 

常設ページも下記のように進めた。 

「クラブゲスト」欄では記者会見を取材する専門記者のリポートを掲載、会見に

よっては長めの報告を紹介した。会見での印象的な言葉をピックアップする１面の

「今月のことば」（２０１４年１月号スタート）は、「クラブゲスト」欄を補完するだけ

でなく、ゲストの率直なフレーズが伝わるものとして好評である。 

「記者ゼミ」の第２期「ネット時代のマスメディア」（計１６回）は全て、参加し

た記者の報告を掲載した。 

時々のホットなニュースを追う一線記者の取材報告「ワーキングプレス」「地方

発」や、ＯＢ会員による「書いた話・書かなかった話」、取材で出会った人を紹介す

るリレーエッセーなどの連載も回を重ねた。震災から３年を越え震災報道が薄れて

いく中で、会報では被災地の地元メディアのリポートを継続して取りあげ、２０１２年

から連載を続ける「被災地通信」は３２回を数えた。 

クラブホームページ コンテンツ・機能が充実 会報ＰＤＦ版を全号 
「音声アーカイブ」新設  会見動画２０８本加わる 
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日 本 記 者 ク ラ ブ の ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www.jnpc.or.jp/）のアクセス数は微増を続

けている。フェイスブック、ツイッターで動画配信、

会見詳録、会報などホームページの更新情報を逐次、

知らせた。「クラブ声明」などの発表文もフェイスブ

ック、ツイッターを活用して流した。 

ユーチューブの日本記者クラブチャンネルに記者

会見の動画を公開する事業も続けた。２０１４年度は２０

８本を新たに公開し、動画数の累計は１０４７本となった。

会見の当日か翌日には公開されるようになり、２０１４

年度は速報性が増した。会見動画は会見全体をそのま

ま記録しており、会見全容にいつでもアクセスできる

重要なアーカイブとなっている。 

２０１４年度の再生回数トップは、１１月に帰国会見したプロテニスの錦織圭選手で

約２万９２００回。それに次ぐのが「衆院選８党党首討論会」の約１万６０００回、『２１

世紀の資本』で話題のトマ・ピケティ仏経済学者の約１万回である。「戦後７０年」

への関心を反映してか、シリーズ企画「戦後７０年 語る・問う」で迎えた作家・保

阪正康氏、脚本家・山田太一氏の再生回数も多かった。また、天皇・皇后両陛下の

訪問を控え年末に来日したパラオのレメンゲサウ大統領の会見のアクセス数が多

いのも注目された。 

記者会見を取材した記者が報告する「会見リポート」（会報の「クラブゲスト」

欄）は２０８本を新たに掲載した。会報「クラブゲスト」欄での掲載は翌月号になる

ため「会見リポート」は会報に先行して公開しており、会見動画とともに「会見リ

ポート」も速報性が増した。 

会見の全文を文字記録版にした「会見詳録」は２９本を追加した。「会見詳録」の

累計は６７６本となった。ホームページだけで読める会員のエッセー「私の取材余話」

と「旅の記憶」も計１１本を追加、「会員ジャーナル」に掲載した。 

会見動画１０４７本、会見詳録６７６本、会報ＰＤＦ版創刊号から全号 
会見音声３３人――貴重なデジタル・アーカイブ 

創立４５周年記念事業として、クラブ会報の創刊号（１９７０年３月号）から２００９年６

月号までのＰＤＦ版を作成し、ホームページで公開した。２００９年７月号以降はす

でに公開しており、全ての会報をホームページで読むことができるようになった。

また、かつて会報別冊として発行した「記録版」（全１３０号）も公開し、計２１４本の

会見記録全文が読めるようになった。 

また、４５周年記念事業の「会見音声のデジタル化保存」が完了したのを受けて、

重要会見の音声の一般公開を始めた。２０１５年１月、「音声アーカイブ」を開設し、

第１弾として日本の首相・政治家や外国など２０人を選び公開した。会員各社と主要

な雑誌社へ告知の発表文を送り、約１０社が「鄧小平氏ら内外要人の音源公開」とし

て報じた。２０１４年度末まで公開した音声は計３３人。ゲストの肉声を聴く貴重な記
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録であり、今後も順次、歴史的会見や内外重要

ゲストの肉声を公開していく。 

こうした取り組みにより、ウェブサイトのデ

ジタル・アーカイブは飛躍的に充実した年とな

った。①会見動画（１０４７本）②会見詳録（６７

６本）③会報ＰＤＦ版（創刊号から全号。会見

全文記録２１４本を含む）④会見音声（３３人）―

―の４種類を公開し、ゲストの歴史的な発言に

いつでも、だれでも、どこからでも無料でアク

セスできる貴重なアーカイブとなった。 

会報ＰＤＦ版公開と音声アーカイブ開設に

伴い、サイトの構成を一部変更してサイトマッ

プも追加、トップページの一部も改変した。「発

表・声明」ページも増設して充実をはかった。 

ホームページは上記の発信機能に加え、イン

ターネットの双方向性を活かし、会員と事務局との連絡ツールとしても機能してい

る。会見参加の申し込みはメールや電話よりもホームページからが最も多くなって

いる。 

Ⅳ．創立４５周年記念事業――――――――――――――――――――― 

日本記者クラブは２０１４年１１月１日に創立４５周年を迎えた。公益社団法人に移行

して初の周年事業として、①「とっておきの話（七）」の刊行、②会報バックナン

バーのＰＤＦ化とネット上の公開、③会見録音のデジタル保存とネット上の公開、

④特別海外取材団の派遣の４つの記念事業を行った。 

≪「とっておきの話（七）」の刊行≫ 

日本記者クラブ会報に連載の「書いた話･書かなかった話」と「新春随想」を１

冊にまとめた『とっておきの話』を、１９８４年の創立１５周年から周年記念事業とし

て５年ごとに刊行している。すでに６冊を数えており、その（七）を刊行した。収

録は２００９年４月号から２０１４年３月号まで掲載の計５９人。（六）まではＢ６判だっ

たが、文字を大きく読みやすくするためＡ５判に変更、装丁も一新した。３５００部

を印刷し、非売品として無料で会員や会員社の資料室、メディア関係団体に配布し

たほか、主要な公立図書館やマスメディア・ジャーナリズム関係の学科や講座を持

つ大学にも寄贈した。 

多少加筆されたものもあるが、会報掲載時のままを原則とした。石川一郎会報委

員長は「先輩記者たちの珠玉のコラムである。記者の仕事は正確に事実を伝えるこ

とはもちろんだが、それは歴史の一断面を伝えることでもある。その意味で『とっ

ておきの話』は日本の報道史でもあり、語り継ぐものでもある」と、あとがきで述
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べている。 

≪会報バックナンバーのＰＤＦ化とネット公開≫ 

日本記者クラブ会報の創刊号（１９７０年３月号）から２００９年６月号までのＰＤＦ

版を作成し、クラブのホームページで公開した。２００９年７月号以降はすでに公開

しており、未公開だった３９年間も加わったことで、全ての会報をホームページで読

むことができるようになった。また、歴史的な会見や資料的価値の高い研究会の全

文文字記録として１９８２年から２３年間、会報別冊として発行した「記録版」（全１３０

号）も公開した。会報発行は、記者会見主催、クラブ賞贈賞とともにクラブの公益

目的事業のひとつである。今回、ホームページで長期に保存・公開することで会報

の記事が広く活用されることになる。クラブの目的である「国民の知る権利に資す

る」ための事業と位置付けられる。 

公開に伴う個人情報保護や著作権・肖像権の扱いについては弁護士と相談、助言

を受けたうえで、以下の判断と対応をとった。 

①個人情報保護について：かつて掲載していた「プロフィール」欄（ＯＢ会員や

賛助会員の入会者紹介）は生年月日や出身校など現時点では個人情報とみなされる

記述があるので、あらかじめ該当ページを削除して公開した。 

②著作権と肖像権について：会報への掲載は著作権者の同意の上で行われたもの

である。広く社会に伝えるという報道の基本理念からすると、会報掲載の記事が時

代に応じた情報伝達手段により利用されることは想定されていた。紙媒体でも会員

以外の不特定多数に伝播した可能性は相当程度あるなどの理由から、ネット公開で

著作権の侵害にはならないとした。 

肖像権に関しても、会報の被写体は公人や著名人であり、ネット公開は国民の知

る権利に応えるものである。また不当に撮影されたものではない。被写体が一般人

の場合も、公共の場で報道目的に撮影されたものであり、ネット公開はそれを達成

するためのものといえるとして肖像権の侵害にはならないとした。 

③オプトアウト対応：上記２点の観点から、寄稿者や写真撮影者、写真に写って

いる人など関係者からネット公開を望まず削除要望があれば対処する「オプトアウ

ト」を取り、会員各社に通知したほか、会報やウェブサイトでも説明した。 

④保護措置：公開したＰＤＦ版は転写・編集ができない保護措置をとった。 

≪会見録音のデジタル保存とネット上の公開≫ 

日本記者クラブの記者会見は、２００９年１１月以降はビデオ録画し、ゲストの了解を

得て、ユーチューブの「日本記者クラブ」チャンネルで公開している。それ以前の

会見については音声の記録しかなく、約３８００本がカセットテープで保存されてい

た。放置しておくと経年劣化で記録が失われる懸念が大きい。日本記者クラブが主

催した記者会見の唯一の記録音声であり、クラブにとって貴重な財産である。４５

周年記念事業として、全会見の音声をデジタル化して保存し、あわせて重要会見の

録音をホームページで公開することにした。 
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ホームページに新たに「音声アーカイブ」を開設、第１弾として日本の首相・政

治家７人、フォード米大統領、鄧小平中国副首相ら外国の政治家８人など下記２０

人を選び公開した。鄧小平会見は１９７８年、尖閣諸島の「棚上げ」を語った歴史的

なものだ。 

佐藤栄作首相（1970.4.10）▽田中角栄首相（72.10.6）▽フォード米大統領

（74.11.20）▽三木武夫首相（75.1.16）▽司馬遼太郎作家（76.5.28）▽宮本顕治

共産党委員長（76.6.4）▽福田赳夫首相（77.1.27）▽植村直巳冒険家（78.9.12）

▽鄧小平中国副首相 （78.10.25）▽大平正芳首相（79.1.22）▽アラファトＰＬＯ

議長（81.10.14）▽サッチャー英首相（82.9.21）▽胡耀邦中国共産党総書記

（83.11.26）▽森繁久弥俳優（84.7.18）▽井上ひさし作家（86.5.26）▽土井たか

子社会党委員長（86.9.29）▽ハルバースタム米ジャーナリスト（87.5.25）▽ゴル

バチョフ・ソ連大統領（91.4.19）▽金大中韓国前民主党共同代表（95.4.12）▽マ

ンデラ南ア大統領（95.7.5） 

２０１５年２月末に暗殺されたロシアのネムツォフ元第１副首相（97.6.10）、３月

末に９１歳で死去したシンガポールのリー・クアンユー元首相（73.5.11）の会見録

音も死去が報じられると追加公開し、各社に案内文を送った。３月末現在、公開ゲ

ストは３３人。今後も順次、重要ゲストの肉声を公開していく。 

≪海外取材団を２回派遣≫ 

クラブ主催の海外取材団は２０００年度から東南アジアを中心に、ほぼ毎年度１回

実施してきた。全国紙、キー局に加え、地方紙、地方局の中堅からベテラン記者で

構成される。創立４５周年にふさわしい大型取材団の企画を事務局と企画委員会で検

討していたが、結果的に、年度内に初めて２回派遣する特別な年度になった。 

１回目：１４年１１月３日～５日、フィリピンへ派遣した。南シナ海の中国との領有

権紛争と米国のリバランス（再均衡）政策のフィリピンへの影響や二国間の安保協

力について、大統領から直接話を聞くことを主目的とした。フィリピン沿岸警備隊

本部なども訪問し、短期間ながら実りある取材ができた。参加者は、駐マニラや東

南アジアの特派員を含め１４社２９人だった。北京でのＡＰＥＣ首脳会議直前というこ

ともあり、アキノ大統領との会見翌日、各紙とも写真入りで記事を大きく掲載した。 

２回目：１５年２月２日～１２日、スウェーデン、アイスランド、ドイツの３カ国に

エネルギー取材団を派遣した。これは、１３年１月に実施したフィンランドとデンマ

ークへのエネルギー取材団の第２弾に当たる。 

スウェーデンは、原発、原発の過酷事故対策、高レベル放射性廃棄物処分を３本

柱にした。稼働中の原発、高レベル放射性廃棄物最終処分場建設予定地の視察やエ

ネルギー担当相、原子力規制機関幹部などとの会見も行った。 

アイスランドは、地熱発電について、掘削、発電、利用、教育・研修プログラム

まで包括的に取材した。首相や経済・産業相との会見もあり、エネルギー政策や対

日経済関係などについても話をきくことができた。 

ドイツは、脱原発からエネルギー政策の大転換に焦点を当てた。経済エネルギー



 

16 

省事務次官、大手電力会社、再生可能エネルギー中心の送電会社、政府の高レベル

放射性廃棄物処分検討委員会委員長、経済団体幹部などから話をきいた。 

参加者は原発立地県の県紙などを含め１４社１６人。県紙は長期連載、全国紙はコ

ラムなどで取り上げ、テレビも現地リポートとして放送した。 

Ⅴ．収益事業 ――――――――――――――――――――――――― 

≪貸室・機器利用とも減少≫ 

日本記者クラブは大小４つの会議室（９階・宴会場、大会議室、小会議室、１０階

ホール）を持ち、クラブ行事で使用しない時間に限って会員に有料で貸し出してい

る。２０１４年度の貸室利用は１，１４３回（２０１３年度は１，２０８回）、延べ２，６８３時間で、

貸室収入は３９，６２３，２９０円となり、２０１３年度に比べ７２６，９２７円減少した。貸室で

は利用者が使用するマイクや液晶プロジェクターなどの音響機器や映像機器など

の機材貸し出しも行っており、２０１４年度の施設機器賃貸収入は５，７６６，１２０円で、

２０１３年度に比べ１，０２３，０４５円減少した。 

また、ラウンジは取材先との待ち合わせなど自由に利用できるほか、レストラン

では昼、夜の食事を提供している。貸室とラウンジ、レストランでの飲食サービス

は㈱アラスカに業務委託しており、売上の一部がクラブの事業収入（飲食割戻収入）

になっている。２０１４年度の飲食による割戻収入は１７，３１７，０８４円で前年度に比べ

て１９５，０３６円増加した。レストランでは福島県酒造組合の協力を得て、復興支援の

観点から福島の日本酒を１年間交代で提供した。 

Ⅵ．日本記者クラブの運営 ――――――――――――――――――― 

≪伊藤芳明理事長が就任 理事会≫ 

５月２８日に開催された第８４回定時社員総会において、２０１１年５月から３年間理

事長を務めた吉田慎一氏（朝日新聞社）が退任し、同日開催された理事会は伊藤芳

明理事（毎日新聞社）を新理事長に選定した。また、伊藤理事が務めていた総務委

員長は、吉田氏の後任の杉浦信之理事に委嘱された。 

≪土生修一事務局長が就任≫ 

第５４７回理事会（２０１４年３月７日）の決定に従い、４月１日付で土生修一事務局

長が就任した。 

≪各委員会の活動≫ 

企画委員会 毎月 1回開催し、招へいするゲストについて協議したほか、記者会見、
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研究会などの実施に当たっては委員が司会を担当した。 

会員資格委員会 毎月 1回開催し、届けのあった入会希望者について可否を協議し、

結果を理事会に答申した。 

会報委員会 毎月 1回開催し、次号会報の編集方針について協議した。 

施設運営委員会 隔月で開催し、事務局からの事業収入報告を受けたほか、クラブ

施設の運営について協議した。 

総務委員会 事業計画、事業報告、予算案、決算案など理事会に諮るべき議題につ

いて協議した。 

日本記者クラブ賞推薦委員会 応募のあった日本記者クラブ賞、同特別賞の候補全

員について議論し、有力候補を日本記者クラブ賞選考委員会に具申した。 

日本記者クラブ賞選考委員会 日本記者クラブ賞推薦委員会からの具申を踏まえ、

受賞者を選考し理事会に答申した。 

≪理事長名で抗議声明を発表≫ 

１０月９日、産経新聞の加藤達也元ソウル支局長が韓国で起訴されたことに対して、

抗議声明を発表した。また、１月２１日に「イスラム国」が日本人２名を人質にした

ことに対して抗議声明を発表し、２月１日には人質となっていた湯川遙菜さんに続

き後藤健二さんを殺害したとする映像を公開したことに対して、非難する声明を発

表した。いずれも理事会の承認を得て、伊藤理事長名で作成しホームページで公開

したほか報道各社にも発表した。 

≪テレビ東京から寄付金≫ 

２０１４年７月、テレビ東京（髙橋雄一社長）から、開局５０周年を記念して２００万円

が日本記者クラブ賞基金に寄贈され、クラブ賞規約に基づき７月の理事会でクラブ

賞基金に組み入れた。同基金への寄付は３９件となった。 

≪法人会員が３社入会 １３６社に≫ 

日本記者クラブの会員はプレス会員（法人会員、基本会員、個人Ａ、個人Ｂ、個

人Ｃ、個人Ｄ）と賛助会員（法人賛助、個人賛助、特別賛助）、名誉・功労会員、

学生会員によって構成されている。中でも新聞・通信、放送各社が登録されている

法人会員は会費収入の約６２％を負担すると同時に、最高議決機関である社員総会を

構成するなど、財政上も運営上もクラブを支える中心的存在である。その法人会員

が２０１４年度は３社（中央公論新社、高知放送、新聞通信調査会）が入会し、136
社となった。また、法人賛助会員は２社入会（サイマル・インターナショナル、Ｔ

ｗｉｔｔｅｒ Ｊａｐａｎ）した。一方、法人会員１社（ダウ・ジョーンズ・ジャパン）、法人

賛助会員６社（東北電力、千代田化工建設、ソニー、朝日広告社、日本電波塔、アフラ

ック）が退会した。 

２０１５年３月１日現在の会員数は以下の通り。カッコ内は前年との増減。 



 

18 

【プレス会員】 

法人会員 136 社 （＋ ２社） 

基本会員 ７５５人 （＋８人） 

個人Ａ会員 ３５９人 （－１人） 

個人Ｂ会員 ５８人 （－ １人） 

個人Ｃ会員 ８９人 （－ ７人） 

個人Ｄ会員 ８６４人 （－ １６人） 

【賛助会員】 

法人賛助会員 ６２社 （－ ４社） 

１１８人 （－ ９人） 

個人賛助会員 ２２人 （－ ４人） 

特別賛助会員 ９５人 （＋ ５人） 

【その他の会員】 

名誉・功労会員 １２人 （± ０人） 

学生会員 ８６人 （＋ ５７人） 

  

合計 １９８社  （－ ２社） 

 ２，４６２人 （＋ ３１人） 

≪９階ラウンジで写真展≫ 

東京写真記者協会と日本新聞協会の協力を得て、２０１３年の東京写真記者協会賞大

賞作品をはじめ各部門賞、奨励賞を受賞した１６作品を５月１９日から６月６日までラ

ウンジ内に展示した。 

≪賛助会員の会・特別賛助会員の会を開催≫ 

法人・個人賛助会員と特別賛助会員を対象とした講演会を２回開催した。講師には企画
委員を招き、それぞれの専門分野の話を聞き、質疑応答を行った。７月３１日 脇祐三・日
本経済新聞コラムニスト「中東を構造的に理解する」、３月２３日 川戸惠子・ＴＢＳ
テレビ シニアコメンテーター「２０１５年政界展望～総選挙を振り返りながら」 

また、法人会員各社の外信部・国際部記者と特別賛助会員（主に各国大使館や国際機

関の広報担当者）の懇談会「特別賛助会員の会」を１２月３日に開催し、自由に意見交換を

行った。 

≪初の「学生会員の会」を開催≫ 

２０１１年に新設した学生会員を対象にした勉強会を９月１６日に開催した。講師には倉重

篤郎・毎日新聞社論説室専門編集委員と島洋子・琉球新報社東京支社報道部長を招き、

新聞記者の仕事について話を聞き、質疑応答を行った。 
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日本記者クラブ 理事・監事 2015 年 3 月 31 日現在 

理事長 伊藤 芳明 毎日新聞社専務取締役、主筆、編集編成担当 

副理事長 飯塚 浩彦 産経新聞社常務取締役編集・論説・正論担当 

副理事長 石田 研一 日本放送協会専務理事 

専務理事 中井 良則 日本記者クラブ 

理事 西村 陽一 朝日新聞社取締役編集担当 
総務委員長 

理事 小田  尚 読売新聞社専務取締役論説担当 
会員資格委員長 

理事 石川 一郎 日本経済新聞社専務取締役 
会報委員長 

理事 会田 弘継 共同通信社特別編集委員 
企画委員長 

理事 粕谷 賢之 日本テレビ放送網執行役員報道局解説委員長 
施設運営委員長 

理事 谷  定文 時事通信社常務取締役 

 山田 哲夫 中日新聞社取締役・論説担当兼東京本社論説室
論説主幹 

 佐藤  剛 北海道新聞社東京支社長 

 藤井 通彦 西日本新聞社執行役員東京支社長 

 佐藤  純 河北新報社取締役東京支社長 

 平田 信也 北國新聞社東京支社長 

 金子 秀聡 熊本日日新聞社編集局経済部長兼論説委員 

 鳴海 成二 東奥日報社常務取締役東京支社長 

 中野 智己 福島民友新聞社役員待遇東京支社長 

 新垣 邦雄 琉球新報社東京支社長 

 川嶋  明 日本新聞協会専務理事 

 梅田 光男 日本プレスセンター専務取締役 

 西野 智彦 ＴＢＳテレビ報道局長 

 西渕 憲司 フジテレビジョン報道局長兼解説委員長 

 篠塚  浩 テレビ朝日取締役報道局長 

 加増 良弘 テレビ東京報道局長 

 齋藤  敬 読売テレビ放送取締役東京支社長兼東京営業局長 

 多畑 修二 札幌テレビ放送東京支社長 

 松田  健 中国放送東京支社長 

 木村 信哉 日本民間放送連盟専務理事 

監事 沖永 朝裕 神戸新聞社東京支社長 

 小林 和彦 秋田魁新報社東京支社長兼論説委員兼総務部長 

 大久保太郎 ニッポン放送報道部長 

（了） 



日付 参加者 記録

◆ 日米同盟を考える　：齋藤隆 第2代統合幕僚長・海将、折木良一 第3代統合幕僚長・陸将、リチャー
ド・マイヤーズ 第15代統合参謀本部議長・空軍大将、マイケル・マレン　第17代統合参謀本部議長・海
軍大将

7月29日 110 詳

◆ 戦後７０年　語る・問う①　：作家 赤坂真理氏、原武史 明治学院大学教授 9月11日 130 詳

◆ ８党党首討論会  ：安倍晋三 自民党総裁、海江田万里 民主党代表、江田憲司 維新の党代表、山口
那津男 公明党代表、平沼赳夫 次世代の党党首、志位和夫 日本共産党委員長、小沢一郎 生活の
党代表、吉田忠智 社民党党首

12月1日 322 詳

◆ 戦後７０年　語る・問う⑩　：見田宗介 東京大学名誉教授、大澤真幸 元京都大学教授 1月6日 97

◆ 民主党代表選立候補者討論会　： 長妻昭、細野豪志、岡田克也の各候補 1月8日 203 詳

◆ 慰安婦問題を考える　：大沼保昭 明治大学特任教授、朴裕河 世宗大学（韓国）教授 2月23日 137 詳

◆ 村越進 日弁連会長 4月21日 53

◆ 三村明夫 日商会頭 4月25日 82

◆ ユスロン・イザ・マヘンドラ 駐日インドネシア大使 6月16日 53

◆ ブルース・ミラー 駐日豪大使 7月2日 47

◆ 横倉義武 日本医師会会長 7月18日 80

◆ 古賀信行 野村ＨＤ取締役会長【成長戦略には何が必要か　現場からの視点⑧】 7月23日 56

◆ アフメト・ビュレント・メリチ 駐日トルコ大使 8月4日 45

◆ 小林喜光 三菱ケミカルＨＤ社長【成長戦略には何が必要か 現場からの視点⑨】 8月5日 57

◆ 片山善博 慶応大学教授【人口減少問題④】（記者研修会） 8月27日 130

◆ 田中明彦 国際協力機構（ＪＩＣＡ）理事長（記者研修会） 8月28日 91

◆ 大野恒太郎 検事総長 10月3日 54

◆ 葛西敬之 ＪＲ東海名誉会長 12月12日 79

◆ トミー・レメンゲサウ パラオ大統領 12月18日 77

◆ 榊原定征 経団連会長 1月30日 82

◆ ヴィオレル・イスティチョアイア=ブドゥラ駐日ＥＵ大使 2月25日 45

◆ 黒田東彦 日本銀行総裁 2月27日 154

◆ 坂茂 建築家（プリツカー賞受賞者 ） 4月2日 31 詳

◆ 渡海紀三朗 教育委員会改革に関するワーキングチーム座長 4月2日 45

◆ マスーメ・エブテカール イラン副大統領・環境庁長官 4月2日 45

◆ 葛西紀明　スキー・ジャンプ選手（ソチ五輪銀メダリスト） 4月4日 64

◆ マイケル・リンデンバウアーＵＮＨＣＲ駐日代表、スティーブン・アンダーソンＷＦＰ日本事務所代表、平林
国彦ＵＮＩＣＥＦ東京事務所代表 【中央アフリカ共和国の人道危機】

4月4日 35

◆ アンヘル・グリア ＯＥＣＤ事務総長 4月8日 55

◆ マルズキ・ダルスマン 朝鮮民主主義人民共和国人権状況に関する国連特別報告者 4月10日 71

◆ 奥山恵美子 仙台市長 4月10日 43

◆ ファラード・クリフ 駐日チュニジア大使 4月15日 28

◆ 佐藤仁 宮城県南三陸町長 4月16日 38

◆ ヴォルカン・ボズクル トルコ議会外交委員長 4月16日 32

◆ アブドッラ・ヤミーン・アブドゥル・ガユーム モルディブ大統領 4月16日 37

◆ デニス・ブレア 元米国家情報長官　元米太平洋軍司令官 4月17日 72

◆ 戸羽太 岩手県陸前高田市長 4月21日 29

◆ エリック・カンター 米下院共和党院内総務 4月22日 52

◆ 中島秀之 公立はこだて未来大学学長、猪口孝 新潟県立大学学長、村本淳子・三重県立看護大学学
長、佐久間健人 高知工科大学学長

4月25日 39

◆ 亀山紘 宮城県石巻市長 4月28日 34

◆ 大畠章宏　 民主党幹事長 【どうなる野党再編　キーパーソンに聞く①】 4月30日 55

◆ 清水敏男 福島県いわき市長 4月30日 35

◆ 国際ＮＧＯヒューマン・ライツ・ウォッチ 「すべての子どもに家庭を！」日本についての報告書発表 5月1日 112

◆ 松野頼久　 日本維新の会国会議員団幹事長　 【どうなる野党再編　キーパーソンに聞く②】 5月7日 61

◆ モートン・ハルペリン 米外交・安保問題専門家 5月9日 58

◆ ゲーリー・ネル 米ナショナルジオグラフィック協会会長 5月12日 46

◆ 浅尾慶一郎 みんなの党代表 【どうなる野党再編　キーパーソンに聞く③】 5月12日 64

◆ ユージーン・カンデル イスラエル国家経済会議議長 5月13日 30

◆ 尾身茂 地域医療機能推進機構（ＪＣＨＯ）理事長 5月16日 56

討論会、パネルディスカッション、対論       6 回

昼食会       16 回

記者会見       107 回
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日付 参加者 記録

◆ 高村正彦　自民党副総裁 【集団的自衛権を考える⑥】 5月16日 109

◆ 江田憲司 結いの党代表　 【どうなる野党再編　キーパーソンに聞く④】 5月20日 71

◆ 北側一雄 公明党副代表 【集団的自衛権を考える⑦】 5月21日 109

◆ 迫本淳一 松竹社長、安孫子正 松竹専務取締役、歌舞伎俳優 中村梅玉さん【歌舞伎座新開場１周
年記念会見】

5月23日 72

◆ シェイク・ハシナ バングラデシュ首相 5月28日 71

◆ ハンネス・ヘイミソン 駐日アイスランド大使 5月30日 25

◆ カール＝マグナス・ラーソン　 原子放射線の影響に関する国連科学委員会（UNSCEAR）議長 5月30日 57

◆ 小沢一郎 生活の党代表 【どうなる野党再編　キーパーソンに聞く⑤】 6月4日 97

◆ 舛添要一　 東京都知事 6月6日 87

◆ ハンス・ディートマール・シュヴァイスグート 駐日ＥＵ大使 6月6日 43

◆ 平良朝敬 かりゆしグループＣＥＯ 6月6日 38 詳

◆ ジュリー・ビショップ豪外相、デービッド・ジョンストン豪国防相 6月12日 76

◆ ランベルト・ザニエル 欧州安全保障協力機構（OSCE）事務総長 6月16日 35

◆ ダニエル・ベア 米国務省欧州安全保障協力機構（OSCE）担当特別代表（大使） 6月18日 31

◆ オラシオ・カルテス パラグアイ大統領 6月25日 48

◆ ホセ・アントニオ・ミード メキシコ外相 6月27日 37

◆ レヴァン・ツィンツァゼ 駐日グルジア大使 6月30日 28

◆ 玉木林太郎 ＯＥＣＤ事務次長兼チーフエコノミスト 7月2日 59

◆ イーホル・ハルチェンコ 駐日ウクライナ大使 7月3日 49

◆ 岸惠子、吉永小百合  【著者と語る『歩いて行く二人 岸惠子 吉永小百合 人生を語る、未来を語る』】 7月7日 179

◆ 新浪剛史 ローソン取締役会長 【成長戦略には何が必要か　現場からの視点⑦】 7月9日 112

◆ 金丸恭文　 規制改革会議農業ワーキンググループ座長 7月23日 83

◆ エイブラハム・クーパー 米サイモン・ウィーゼンタール・センター副所長 7月24日 42

◆ 府本禮司　 沖縄平和協力センター理事長 【沖縄の防災対策に米軍の協力を】 7月29日 25

◆ マヌエル・モレノ・ロペス 駐日フィリピン大使 7月31日 42

◆ 近藤駿介 原子力発電環境整備機構理事長 8月7日 72

◆ 万歳章 ＪＡ全中会長 （記者研修会） 8月27日 133

◆ 谷田千里 タニタ代表取締役社長 【成長戦略には何が必要か　現場からの視点⑩】 9月3日 46

◆ エディー・ジョーンズ ラグビー日本代表ヘッドコーチ 9月18日 51

◆ 玉木林太郎 ＯＥＣＤ事務次長兼チーフエコノミスト 9月22日 59

◆ 下村博文 文部科学大臣 9月24日 51

◆ 中島秀之 公立はこだて未来大学長、猪口孝 新潟県立大学長、太田博道 長崎県立大学長  【「知的
活性化構想」会見】

9月25日 30

◆ ブルース・ストークス 米ピュー・リサーチセンター国際経済世論調査部門ディレクター 9月25日 26

◆ 枝野幸男 民主党幹事長 10月10日 62

◆ アーリン・リーメスタ駐日ノルウェー大使 10月14日 35

◆ 米国人元戦争捕虜 10月15日 31

◆ マーク・ダイブル 世界エイズ・結核・マラリア対策基金事務局長【ＨＩＶ／エイズ】 10月16日 31

◆ ラジ・スラーニ パレスチナ人権活動家・弁護士 10月20日 28

◆ ギオルギ・マルグヴェラシヴィリ グルジア大統領 10月21日 61

◆ 馬渕清資 北里大学教授（イグ・ノーベル賞受賞者） 10月24日 43

◆ シュリパッド・ナイク インド文化・観光相 10月28日 24

◆ エルハッジ・アマドゥ・シィ 国際赤十字・赤新月社連盟事務総長 10月29日 51

◆ グンナル・ブライエ・スヴェインソン アイスランド外相 11月12日 32

◆ アントニオ・グテレス 国連難民高等弁務官 11月14日 31

◆ 玉木林太郎 ＯＥＣＤ事務次長【東南アジア経済アウトルック２０１５年版発表】 11月17日 55

◆ 錦織圭 プロテニス選手 11月18日 143

◆ マリア・ファンデルフーフェン 国際エネルギー機関事務局長【世界エネルギー展望2014年版発表】 11月19日 74

◆ エスティファノス 駐日エリトリア大使、テラウォダ 駐日リベリア大使、シラ 駐日ギニア大使、丸山則夫 外
務省アフリカ部長【エボラ出血熱流行に関する会見】

11月21日 55

◆ エリック・ガルセッティ 米ロサンゼルス市長 11月26日 21

◆ 山本昌 中日ドラゴンズ投手 11月26日 70

◆ トーマス・コーベリエル 自然エネルギー財団理事長 12月2日 21

◆ 内堀雅雄 福島県知事 12月5日 38

◆ 吉岡斉 原子力市民委員会座長（九州大学教授） 12月8日 53

◆ 石原慎太郎 次世代の党最高顧問 12月16日 151

◆ 吉川元偉 国連大使 12月16日 52

◆ アントニオ・エスピノス 世界空手連盟会長 1月8日 52
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日付 参加者 記録

◆ エルベ・ラドスース 国連平和維持活動担当事務次長（PKO局長） 1月16日 42

◆ マルガレータ・ワルストロム 国連事務総長特別代表（防災担当） 1月19日 53

◆ マグヌス・ローバック 駐日スウェーデン大使 1月22日 32

◆ ハンヌ・リントゥ フィンランド放送交響楽団首席指揮者、新田ユリ 日本シベリウス協会会長【シベリウス生
誕150年】

1月23日 65

◆ マルズキ・ダルスマン 朝鮮民主主義人民共和国（ＤＰＲＫ）人権状況に関する国連特別報告者 1月23日 64

◆ ジョー・ティンダル ニュージーランド気候変動担当大使 1月27日 21

◆ ワリード・シアム 駐日パレスチナ大使 1月27日 98

◆ トマ・ピケティ 仏経済学者【著者と語る『21世紀の資本』】 1月31日 283 詳

◆ エイブラハム・クーパー サイモン・ウィーゼンタール・センター副所長 2月2日 62

◆ 北川正恭 早稲田大学マニフェスト研究所所長【マニフェスト・スイッチ・プロジェクト発表】 2月3日 26

◆ アフメット・ウズムジュ 化学兵器禁止機関（OPCW）事務局長 2月10日 33

◆ ペーター・マウラー 赤十字国際委員会（ＩＣＲＣ）総裁 2月13日 34

◆ ポール・ライアン議員ほか米下院超党派議員団 2月19日 79

◆ 岡田克也 民主党代表 2月25日 96

◆ 船橋洋一 日本再建イニシアティブ理事長【『吉田昌郎の遺言－吉田調書に見る福島原発危機』刊行
会見】

2月27日 66

◆ パウロ・クリムキン ウクライナ外相 3月3日 71

◆ 山田彰 駐メキシコ大使 3月3日 21

◆ 古賀伸明 連合会長 3月9日 74

◆ マルガレータ・ワルストロム国連事務総長特別代表（防災担当） 3月11日 38

◆ フアン・カルロス・ピンソン コロンビア国防大臣 3月13日 27

◆ 清宮克幸 ラグビーヤマハ発動機監督 3月17日 72

◆ 中満泉 国連開発計画（ＵＮＤＰ）危機対応局長 3月18日 58

◆ ジョアンヌ・リュー 国境なき医師団インターナショナル会長 3月20日 40

◆ 鈴木達治郎 パグウォッシュ会議世界大会組織委員長 3月23日 37

◆ 中尾武彦 アジア開発銀行（ＡＤＢ）総裁 3月25日 96

◆ 齋藤隆 元統合幕僚長 【集団的自衛権を考える⑤】 4月14日 101

◆ マイケル・リンデンバウアー ＵＮＨＣＲ駐日代表 【欧州の難民政策】 4月15日 39

◆ 三村信男 茨城大学副学長、地球変動適応科学研究機関長【温暖化問題】 4月18日 55

◆ 髙木喜孝 弁護士 【戦後補償を考える】 5月8日 75

◆ 浅野勝人 元自民党国会議員 【著者と語る『北京大学講義録　日中反目の連鎖を断とう』】 5月13日 56

◆ 石郷岡建 元毎日新聞モスクワ特派員　【ウクライナ③】 5月14日 71

◆ 毛丹青　 神戸国際大学教授 【中国とどうつきあうか⑧】 5月16日 73 詳

◆ 竹中千春 立教大学教授 【インド総選挙】 5月19日 45

◆ 山崎茂明 愛知淑徳大学教授 【日本発の研究は信頼回復できるか①】 5月23日 76 詳

◆ 家中隆 日本人材派遣協会会長 【労働者派遣法の改正】 5月26日 61

◆ 四宮啓 弁護士 【裁判員制度施行から５年－現状と課題】 6月4日 45

◆ 畔蒜泰助 東京財団研究員 【ウクライナ④】 6月5日 42

◆ 増田寛也 日本創成会議座長・元総務相・元岩手県知事　 【人口減少問題①】 6月9日 105

◆ 野村茂雄 日本原子力研究開発機構理事 【放射性廃棄物地層処分研究の現状】 6月10日 71

◆ 林典子 フォトジャーナリスト 【著者と語る『キルギスの誘拐結婚』】 6月13日 25

◆ 増田雅之 防衛省防衛研究所主任研究官 【中国とどうつきあうか⑨】 6月17日 88

◆ イアン・ブルマ氏（オランダ出身、作家）、マティアス・ナス 独ディ・ツァィト紙チーフ・インターナショナル・コ
レスポンデント、シルビエ・カウフマン 仏ルモンド紙エディトリアル・ディレクター 【3人の欧州ジャーナリスト
に聞く】

6月25日 45

◆ 佐倉統 東京大学大学院情報学環教授 【日本発の研究は信頼回復できるか②】 6月26日 48

◆ 池内恵 東京大学先端科学技術研究センター准教授 【エジプト、シリア　大統領選後の中東】 6月27日 56

◆ 鬼頭　宏 上智大学教授 【人口減少問題②】 7月3日 85 詳

◆ 大島満吉「興安街命日会」会長、藤原作弥会員 【著者と語る 『葛根廟事件の証言　草原の惨劇・平和
への祈り』】

7月17日 44

◆ 赤石千衣子 ＮＰＯ法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ理事長 【現代日本の貧困①】 7月18日 44

◆ 阿部彩 国立社会保障・人口問題研究所社会保障応用分析研究部部長 【現代日本の貧困②】 7月28日 52

◆ 小田切徳美 明治大学教授 【人口減少問題③】 7月30日 81

◆ 神庭重信 日本精神神経学会副理事長 【精神疾患用語改訂の背景】 8月1日 32

◆ ケント・カルダー 米ライシャワー東アジア研究所長 【著者と語る『ワシントンの中のアジア』】 8月6日 81

◆ 小原凡司 東京財団研究員・政策プロデューサー 【中国とどうつきあうか⑩】 8月8日 98 詳

◆ 山下一仁　 キヤノングローバル戦略研究所研究主幹 【農協解体】 8月19日 91

研究会・懇談会       80 回
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◆ 馬場公彦 作家 【著者と語る『現代日本人の中国像　日中国交正常化から天安門事件まで』】 8月20日 66

◆ 藤山浩 島根県中山間地域研究センター研究統括監 【人口減少問題⑤　記者研修会】 8月28日 80

◆ ジェレミー・ブラック 英エクセター大学教授 【地政学から考える東アジア情勢】 9月2日 64

◆ 津上俊哉 現代中国研究家 【中国とどうつきあうか⑪】 9月10日 92 詳

◆ 大沢真理 東京大学社会科学研究所教授 【現代日本の貧困③】 9月12日 51

◆ 高崎智彦 国立感染症研究所ウイルス第１部第二室室長、大西健児 都立墨東病院感染症科部長
【デング熱の国内感染とその対応】

9月12日 56

◆ 国正武重 元朝日新聞編集委員 【著者と語る『伊東正義　総理のイスを蹴飛ばした男』】 9月17日 44

◆ 吉野直行 アジア開発銀行研究所（ＡＤＢＩ）所長【成長戦略には何が必要か　現場からの視点⑪】 9月26日 41

◆ 西沢和彦 日本総研上席主任研究員 【１３０兆円は誰のものか－年金運用改革を問う①】 9月26日 61 詳

◆ 小幡績 慶応大学准教授 【１３０兆円は誰のものか－年金運用改革を問う②】 9月30日 60

◆ 結城康博 淑徳大学教授【現代日本の貧困④】 10月1日 52

◆ 保阪正康 作家【戦後７０年 語る・問う②】 10月7日 113 詳

◆ 伊藤隆敏 政策研究大学院大学教授【１３０兆円は誰のものか－年金運用改革を問う③】 10月21日 69

◆ オリバー・ホーア 2012年ロンドン五輪・パラリンピック　サイバーセキュリティ担当主任【サイバーセキュリ 10月22日 44

◆ ピーター・リスト イケア・ジャパン代表取締役社長【成長戦略には何が必要か　現場からの視点⑫】 10月30日 41

◆ 冨山和彦　 経営共創基盤CEO【成長戦略には何が必要か　現場からの視点⑬】 11月5日 51

◆ 加藤典洋 文芸評論家 【戦後７０年 語る・問う③】 11月7日 75 詳

◆ 武田徹・恵泉女学園大教授、山田健太・専修大教授 【著者と語る『現代ジャーナリズム事典』】 11月10日 42

◆ 葛兆光 上海復旦大学文史研究院院長【著者と語る『中国再考　その領域・民族・文化』】 11月10日 54 詳

◆ 髙木勇樹 元農林水産事務次官【戦後７０年　語る・問う④】 11月13日 62

◆ 山田太一 脚本家【戦後７０年　語る・問う⑤】 11月14日 78 詳

◆ 小峰隆夫 元経済企画庁調査局長【戦後７０年　語る・問う⑥】 11月19日 73

◆ 伊藤隆敏 政策研究大学院大学教授【10％先送りが問うもの①】 11月26日 31

◆ 金両基 前静岡県立大学教授【朝鮮通信使と韓日の善隣友好と平和外交】（プレスツアー事前勉強会） 11月27日 34

◆ 平井愼二 下総精神医療センター薬物依存治療部長【条件反射制御法と刑法改正】 11月28日 12

◆ 志摩篤 元陸上幕僚長【戦後７０年　語る・問う⑦】 12月3日 55

◆ 張本勲 元プロ野球選手【戦後70年　語る・問う⑧】 12月3日 71

◆ 田中浩一郎 日本エネルギー経済研究所中東研究センター長、保坂修司同副センター長 【「イスラム
国」をめぐる諸問題】

12月4日 64 詳

◆ 本田悦朗 内閣官房参与【10％先送りが問うもの②】 12月5日 42

◆ 渡辺靖 慶応大学教授【戦後７０年　語る・問う⑨】 12月12日 76

◆ 松本正生 埼玉大学教授【衆院選後の日本-民意をどう読むか①】 12月17日 82

◆ 待鳥聡史 京都大学大学院教授【衆院選後の日本-民意をどう読むか②】 12月19日 83

◆ 柯隆 富士通総研主席研究員【2015年経済見通し①】 1月19日 102 詳

◆ 後藤政子 神奈川大学名誉教授【キューバ】 1月20日 78

◆ 渡辺博史 国際協力銀行総裁【2015年経済見通し②】 1月26日 92

◆ 加藤出 東短リサーチ社長【2015年経済見通し③】 1月26日 82

◆ 渡邊啓貴 東京外国語大学教授【仏週刊紙銃撃事件】 1月27日 69 詳

◆ ロバート・フェルドマン モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券マネージングディレクター　チーフエコノミスト　【２０
１５年経済見通し④】

1月28日 94 詳

◆ 明石康　 元国連事務次長【戦後７０年　語る・問う⑪】 2月3日 70

◆ 高橋進 日本総合研究所理事長（経済財政諮問会議民間議員）【2015年経済見通し⑤】 2月4日 89

◆ アルモーメン・アブドーラ 東海大学国際教育センター准教授【イスラムの視点①】 2月4日 71

◆ 滝本太郎 弁護士、西田公昭 立正大教授、山口貴士弁護士 【地下鉄サリン事件２０年①】 2月5日 33

◆ 姚儷瑾 中国人の日本語作文コンクール最優秀賞受賞者【中国とどうつきあうか⑫】 2月6日 52

◆ 濱口桂一郎 労働政策研究・研修機構主席統括研究員【戦後７０年　語る・問う⑫】 2月16日 55

◆ グニラ・ヘルリッツ ターゲンス・ニーヘーテル紙社長、ペーテル・ヴォロダルスキ 同編集長【デジタル時
代のスウェーデンの新聞経営・編集】

2月17日 63

◆ 田原牧 中日新聞・東京新聞記者【著者と語る『ジャスミンの残り香─「アラブの春」が変えたもの』】 2月17日 56

◆ 宮本康昭 弁護士【戦後７０年　語る・問う⑬】 2月23日 48

◆ 島田裕巳 宗教学者、作家【地下鉄サリン事件２０年②】 2月26日 36

◆ 高橋シズヱさん、宇都宮健児 弁護士、中村裕二 弁護士 【地下鉄サリン事件２０年③】 3月4日 72

◆ 竹内洋 京都大学名誉教授【戦後７０年　語る・問う⑭】 3月5日 63

◆ 大庭三枝 東京理科大学教授【著者と語る『重層的地域としてのアジア　対立と共存の構図』】 3月6日 63

◆ 板橋拓己 成蹊大学准教授【著者と語る『アデナウアー　現代ドイツを創った政治家』】 3月27日 41

第1期　中国・朝鮮半島編

◆ 道下徳成 政策研究大学院大学教授【激動する東アジアと韓国新戦略の行方】 4月24日 13 詳

◆ 金泳徳 韓国コンテンツ振興院日本事務所長【冬ソナから１０年－韓流の新戦略とは】 5月20日 16 詳

記者ゼミ       18 回
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第2期　ネット時代のマスメディア編

◆ 小野高道 朝日新聞デジタル担当補佐、藤谷健 同ソーシャルメディアエディター【朝日新聞の取組と課
題】

5月21日 130

◆ 八浪英明 河北新報デジタル編集部長【河北新報の取組と課題】 6月12日 68 詳

◆ 宇佐美理 日本テレビインターネット事業部担当部次長【日本テレビの取組と課題】 6月24日 56

◆ 伊藤儀雄 ヤフーニュース編集部リーダー【ソーシャル時代のネットニュース　課題と戦略】 7月11日 60

◆ 神保哲生 ビデオニュース・ドットコム代表【ネットとジャーナリズム　今と将来】 7月16日 36

◆ 田中大雅 東洋経済新報社デジタルメディア局長【東洋経済オンラインの挑戦】 9月29日 29

◆ 鈴木祐司 次世代メディア研究所代表【デジタル化で情報が爆発する～既存メディアに残された道】 10月3日 27

◆ 八田真行 駿河台大学経済経営学部専任講師【データジャーナリズムの現状と将来】 10月17日 25

◆ 茂木崇 東京工芸大学専任講師【光が見えてきた米国のネットジャーナリズム事情】 11月4日 80

◆ 古田大輔 朝日新聞デジタル編集部　記者／編集者【デジタルジャーナリズムの現場から】 11月20日 23

◆ 出雲秀一 Ｔｗｉｔｔｅｒ　Ｊａｐａｎパートナーマネージャー【ツイッターの新たな可能性-総選挙、災害報道な
どでの活用について】

11月27日 29

◆ 我孫子和夫 元AP通信社北東アジア総支配人【ソーシャルメディアと報道倫理】 12月17日 26

◆ 五野井郁夫 高千穂大学准教授【インターネットと政治　現状と展望】 2月20日 27

◆ 池村聡 森・濱田松本法律事務所　弁護士【ソーシャルメディア時代の報道と著作権問題】 3月3日 29

◆ 渡邉英徳 首都大学東京准教授【データを紡いで社会につなぐ】 3月10日 23

◆ 宍戸常寿 東京大学大学院法学政治学研究科教授【ネット・法・倫理】 3月24日 34 詳

■
■
■
■

■
■

万歳章 ＪＡ全中会長　記者会見（会員オープン）
片山善博 慶応大学教授（元総務相、元鳥取県知事）昼食会【人口減少問題⑤】（会員オープン）
中国大使館訪問：程永華 駐日大使会見▼大使館職員との懇談
パネルディスカッション　「福島と沖縄：地元の声を伝え続ける」
パネリスト：菅野龍太 福島民報社報道部副部長、菅野篤司 福島民友新聞社東京支社報道部主任、
吉田央 沖縄タイムス社県政キャップ、島洋子 琉球新報社東京支社報道部長
司会　金平茂紀 ＴＢＳテレビ執行役員報道局付
折田真紀子 長崎大学助教（川内村復興拠点保健師・看護師）【川内村での健康相談】
交流会

8月27日

■
■
■
■

井上恭介 ＮＨＫ報道局報道番組センター チーフ･プロデューサー【里山資本主義】
田中明彦 国際協力機構理事長　昼食会（会員オープン）
周防正行 映画監督【取り調べ可視化】
藤山浩 島根県中山間地域研究センター研究統括監（島根県立大学連携大学院教授）【人口減少問
題⑤】（会員オープン）

8月28日 詳

■ 国立文楽劇場：桐竹勘十郎さんの人形遣いの説明▼菅原伝授手習鑑（第２部）鑑賞 4月10日

■
■
■
■

高橋提燈（京都市山科区）：工場見学
菊乃井本店（同東山区）：主人・村田吉弘さん、仏人料理人との会見▼昼食
和菓子店「末富」（下京区）：主人・山口富蔵さん会見▼工場見学
川島織物セルコン市原営業所（左京区）：中西正夫社長会見▼製作工程見学▼織物文化館見学

4月11日

■
■
■

野々村仁町議会議長会見▼宮本明町長会見
清水和彦・日本原子力研究開発機構幌延深地層研究センター所長会見
久世薫嗣・核廃棄物施設誘致に反対する道北連絡協議会代表委員ほか市民団体との会見

6月18日

■

■

日本原子力研究開発機構深地層研究センター：地下３５０メートル水平坑道地層処分実規模試験施設
など取材
エコロベツファーム（稚内市）取材

6月19日

■

■

■

岩手県遠野市：本田敏秋市長会見▼記録ビデオ「遠野市の後方支援活動」上映▼総合防災センター
取材▼仮設住宅取材
岩手県宮古市：田老地区取材　防潮堤、たろう観光ホテル（震災遺構）、田老総合事務所（旧田老町
役場）など ▼ 「学ぶ防災」ガイドの元田久美子さんの説明、松本勇毅たろう観光ホテル社長の話、津波
ビデオ上映▼冨手淳 三陸鉄道株式会社・旅客サービス部長会見
岩手県大槌町：曹洞宗・吉祥寺　高橋英悟住職会見▼「三陸花ホテルはまぎく」で千代川茂はまぎく社
長、菅原智広 岩手日報編集局長らと懇談

8月29日

■
■
■

岩手県釜石市：鵜住居地区防災センター跡などを見学
岩手県陸前高田市：戸羽太市長会見▼掘削土搬送ベルトコンベヤー、奇跡の一本松見学
宮城県南三陸町：南三陸さんさん商店街見学▼佐藤仁町長会見▼防災対策庁舎跡見学

8月30日

第１７回記者研修会       8/27～28

関西文化プレスツアー     4/10～11

40社61人

25人

17社22人

15社22人

幌延取材団     6/18～19

岩手・宮城取材団     8/29～30
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日付 参加者 記録

■ 宝塚大劇場：宝塚歌劇の殿堂見学▼小林公一・歌劇団理事長会見▼「エリザベート」観劇▼演出家・
中村一徳氏との懇談

9月2日

■
■
■

市立手塚治虫記念館：前川猛館長による説明、見学
中川智子市長会見
小林一三記念館、逸翁美術館：仙生義之・阪急文化財団学芸課長による説明、見学

9月3日

■
■

駐フィリピン大使館 石川和秀大使らによるブリーフィング
マラカニアン宮殿　アキノ大統領会見 デルロサリオ外相、ガズミン国防相など同席

11月4日

■ フィリピン沿岸警備隊本部 ▼トゥアソン副司令官ほか幹部職員会見 ▼巡視艇乗船・視察 11月5日

■ 神戸新聞社訪問 ■北淡震災記念公園 野島断層保存館見学／語り部 池本啓治さんの話 12月2日

■

■

人と防災未来センター見学 ▼河田惠昭 同センター長会見 ▼中村順子 コミュニティ・サポートセンター
神戸理事長会見 ▼五百旗頭真ひょうご震災記念21世紀機構理事長会見 ▼語り部 奥秀雄さん、秦
詩子さんの話

12月3日

■

■
■

企業、産業取材：三ッ星ベルト(株)訪問 ▼(株)トアセイコー訪問 ▼三谷陽造 神戸市産業振興財団参
事会見 ▼正木貞良 日本ケミカルシューズ工業組合理事長会見
大正筋商店街視察 ▼伊東正和 同商店街振興組合理事長会見
杉本明文 兵庫県防災監会見

12月4日

■ 清見寺（静岡市清水区） ▼海岸寺、薩埵峠（清水区） ▼宝泰寺（葵区） 12月4日

■ スウェーデン　▼オスカーシャム原子力発電所 ▼CLAB（使用済み燃料集中中間貯蔵施設）とエスポ岩
盤研究所（地層処分の研究）視察▼バイラン・エネルギー担当相らと会見 ▼エッケールベリスウェーデ
ン核燃料・廃棄物管理会社（SKB）CEO会見 ▼森元誠二・駐スウェーデン日本大使会見 ▼エストハンマ
ル市フォルスマルク村（ストックホルム北部・放射性廃棄物最終処分場建設予定地）視察、エストハンマ
ル副市長とSKB担当者会見

2月2日～
2月5日

■ アイスランド　▼プロモート・アイスランド（取材団受け入れ機関）ブリーフ ▼グンロイグソン首相会見 ▼ア
ルナドッティル産業・商業相 会見 ▼ランドズヴィルキュン社（最大手の電力会社）幹部会見 ▼「地熱ト
レーニング・プログラム」所長会見 ▼志野光子 駐アイスランド初代常駐日本大使会見 ▼ヘットリーズヘ
イジ地熱発電所視察 ▼スバルツエンギ地熱発電所視察 ▼アイスランド・ドリリング社による掘削現場、ホ
フディ・ハウス（1986年、レーガンーゴルバチョフ首脳会談が行われた迎賓館）など視察

2月5日～
2月7日

■ ドイツ　▼アゴラ・エネルギーヴェンデ（シンクタンク）広報担当者会見 ▼ドイツ産業連盟エネルギー・環境
問題担当者会見 ▼グリーンピースエナージー社・広報・政務担当者会見 ▼「５０ヘルツ」（再生可能ネ
ルギーを多く扱う送電会社）広報担当者会見 ▼ディー・ターゲスツァイトング紙経済・環境部長との懇談
▼バーケ・経済エネルギー省事務次官会見 ▼E.ON（最大手の電力会社）ベルリン事務所担当者会見
▼ハイネン＝エッサー・高レベル廃棄物処分検討委員会委員長会見 ▼中根猛・駐独日本大使会見
▼エネルギー・エフィシェント・ハウス視察

2月8日～
2月11日

◆ 試写会「中国　日本　わたしの国」 4月4日 63

◆ 上映会「夢は牛のお医者さん」 4月18日 52

◆ 上映会「アオギリにたくして」 5月2日 61

◆ 試写会「パークランド－ケネディ暗殺、真実の4日間」 6月2日 102

◆ 試写会「ローマの教室で～我らの佳き日々～」 7月30日 92

◆ 試写会「 ＮＯ 」 8月7日 72

◆ 試写会 「イラク　チグリスに浮かぶ平和」 10月1日 51

◆ 試写会「無知の知」 10月27日 60

◆ 試写会 「パーソナルソング」 11月6日 52

◆ 試写会 「ガガーリン　世界を変えた108分」 12月8日 90

◆ 試写会 「何を怖れる　フェミニズムを生きた女たち 」 12月15日 40

◆ 試写会 「パンク・シンドローム」 12月19日 25

◆ 試写会 「ＫＡＮＯ　１９３１海の向こうの甲子園」 1月16日 173

◆ 試写会 「愛して　飲んで　歌って」 1月23日 130

◆ 試写会 「ソビブル、１９４３年１０月１４日午後４時」 2月6日 60

◆ 試写会 「皆殺しのバラッド　メキシコ麻薬戦争の光と闇」 3月5日 77

◆ 脇祐三 日本経済新聞コラムニスト　「中東を構造的に理解する」 7月31日 29

◆ 賛助会員と記者の集い 12月3日 60

◆ 川戸惠子 ＴＢＳテレビシニアコメンテーター 3月23日 30

11社15人

15人

14社16人

20人

14社29人

欧州エネルギー取材団     2/2～12

試写会・上映会       16 回

宝塚プレスツアー     9/2～3

フィリピン取材団     11/3～5

神戸・淡路取材団     12/2～4

朝鮮通信使 静岡プレスツアー     12/4

賛助会員の会      3回
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◆ 倉重篤郎 毎日新聞論説室専門編集委員、島洋子 琉球新報東京支社報道部長 9月16日 14

◆ トーベ・ヤンソン生誕100年の夕べ 4月9日 100

◆ 日本記者クラブ賞贈賞式・パーティー 5月28日 183

◆ 総会記念講演会　五百旗頭真 前防衛大学校校長 5月28日 171 詳

◆ 日本記者クラブ賞受賞記念講演会  橋本五郎 読売新聞特別編集委員、山田孝男 毎日新聞政治部
特別編集委員

6月16日
300 詳

◆ 新年互礼会員懇親会 1月15日 199

一般行事       5 回

学生会員の会      1回
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