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■概観 ― スマイル・シンデレラ、新中国大使、新型コロナウイルス～

タイムリーな会見を 224回開催 

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

で記者との質疑を通してゲストが情報を発信し、会員が報道し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。 

2019 年度に主催した行事総数は 254 回で、これまでで 3 番目に多い回数だった。

記者会見・研究会、討論会などのプレス向け行事が 224 回で、4 番目の多さだった。

一般行事は 30 回だった。 

今年度もタイムリーな企画を心がけた。AIG 全英女子オープンで、日本人選手と

して 42 年ぶりのゴルフメジャータイトルを獲得した渋野日向子選手は、帰国した

その足で羽田空港からクラブに駆け付けた（2019/8/6）。5 月 30 日に着任した孔鉉

佑・駐日中国大使は、着任から 3 週間後という異例の早さでクラブ会見に応じた。 

第 25 回参院選にあたり、これまで同様に公示日前日の 7 月 3 日に主要 7 党の党

首を招いて討論会を行った。 

2020 年 1 月に中国・武漢で確認された新型コロナウイルスは世界的なパンデミッ

クに発展し、日本でも感染が広がった。クラブでは 2 月 13 日に尾身茂・地域医療

機能推進機構理事長（後に政府の新型インフルエンザ対策本部専門家諮問委員会会

長、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議副座長に就任）を招いて会見を行っ

た。その後も随時関係者を会見に招いたが、感染の拡大に合わせて人数制限を行い、

最終的にはネットでの会見に移行した。 

取材団・プレスツアーは、被災地や災害をテーマに 4 回行った。福島第一原発構

内取材の「未経験者」を対象にした福島第一・第二原発取材団は、取材機会が少な

い地方紙から多くの参加があり、「貴重な機会を得ることができた」と評価された。 

シリーズ企画もタイムリーに組み、「表現の不自由展・その後」などホットなテ

ーマを取り上げた。2020 年オリンピック・パラリンピックに向けた企画も幅広く展

開した。 

恒例の記者研修会は 2018 年度に行った実践型を踏襲した。「災害報道」という通

しテーマを設けることで、前年度よりさらに実践的・実用的な内容となった。非会

員社も含め 79社 109人が参加した。 

7 年目に入った現役記者向けの「記者ゼミ」は「社会部記者の醍醐味」がテーマ。

街ダネ一筋の記者、暴力団取材の第一人者、国際的な調査報道に加わった記者…社

会部らしい幅広い人選の講師を囲み、「面白い・深い」記事を書く手法について議

論した。 
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■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。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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、2019 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 ――――――――――――――――― 

≪224回のプレス行事≫ 

日本記者クラブが 2019 年度に主催した行事・会合は、討論会（1 回）、昼食会・記

者会見・研究会（193 回）、記者ゼミ（25 回）、取材団・プレスツアー（4回）、記者

研修会といったプレス向け行事が 224回だった。総会記念講演やクラブ賞受賞記念

講演といった一般行事、試写会・上映会を加えた行事総数は 254回となった。 

≪新型コロナウイルス≫ 

2020 年 1 月 11 日、中国・武漢市政府が新型コロナウイルス感染症による初めて

の死者を発表した。その約 1カ月後の 2 月 13日、日本

でも国内初の死者が確認された。日本記者クラブにおけ

る「新型コロナウイルス」の企画は、くしくもこの日に

スタートした。第 1回のゲストは尾身茂・地域医療機能

推進機構理事長（写真）。世界保健機関（WHO）の元西太

平洋地域事務局長であり、SARS 対応の経験をもつ。会

見では、すでに早期の国内感染期に入っていると指摘し、

医療体制を拡充するよう求めるなど、日本がとるべき対

策を提示した。会見のあった翌日（14日）、政府が発表



 

3 

 

した専門家会議のメンバーには尾身理事長が副座長として加わった。尾身氏に次い

で登壇した岡部信彦・川崎市健康安全研究所所長もこの専門家会議のメンバーであ

り、早い時期に専門的見地に基づく情報を発信できた意義は大きかったといえる。

その後も、ワクチン開発の現状、中国の内政外政への影響、経済対策のあり方など、

時機に応じたテーマで 3月末までに計 5人を招いた。またこの間、孔鉉佑・駐日中

国大使、モルテザ・ラフマーニ・モヴァッヘド駐日イラン大使も登壇。「感染拡大

は基本的に遮断できた」（孔大使）「感染拡大は米国の経済制裁で医薬品などを調達

できないためだ」（ラフマーニ大使）と自国の現状を話した。 

新型コロナウイルス感染症を巡っては、日本記者クラブとしても対応が迫られた。

会見は 9階会見場と 10階ホールのいずれかを使用していたが、3 月からは「密閉・

密集・密接」を避けるため、9階会見場に比べ約 3倍の広さの 10階ホールを使用す

ることを原則とした。席の間隔を広くする、換気のため出入口を開けておく、受付

に消毒液を置いて参加者に手指の消毒と

マスクの着用をお願いするなどの対策を

講じた（写真）。4月からはさらに対策を強

化。参加者の上限を 80 人（収容可能人数

は 300人）に設定、会見内容も緊急性を要

する新型コロナウイルス関連のみに限定

することに決めた。緊急事態宣言が発令さ

れた 4月 8日以降は、記者席は設けず、記

者はインターネットでライブ配信される

会見を取材した。 

≪７党党首討論会の開催≫ 

第 25 回参議院議員選挙（7 月 21 日投開票）の公示前日の 7 月 3 日、国政選挙前

恒例の党首討論会を開催した。討論会には政党要件を参考に決めた自民、公明、立

憲、国民、共産、維新、社民の 7党の党首（社民のみ、又市党首の健康上の理由で

吉川幹事長）が登壇。225人が参加した。 

6 年半にわたる安倍政権をどう評価するのか。政権選択選挙ではない参院選だか

らこそ、党首討論会では、この間の政権の姿勢を明確化し、評価の指標を提示する

ことが求められた。この観点から、代表質

問団による質疑の終盤に、新たな試みとし

て、二者択一の質問に全党首が挙手で回答

する方式を取り入れた（写真）。政治的に

重要な問題を単純な手法で視覚化するこ

とに疑問を呈する声もあったが、一方で各

党の差が明らかになった点を評価する意

見もあった。翌日の紙面で全国紙 2紙がこ

の場面を写真付きで取り上げたほか、その

後もさまざまなメディアに掲載された。 
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≪笑顔のシンデレラ、アカデミー賞受賞監督、民主の女神―― 注目会見≫ 

笑顔でゴルフ全英女子オープンを戦い抜き、日本人選手として 42 年ぶりの海外

メジャー制覇を果たした渋野日向子プロは、帰国した羽田空港からクラブへ向かい、

会見に臨んだ（2019/8/6）。「ゴルフより緊張する」と登壇したが「スマイル・シン

デレラ」の愛称そのままに笑顔を絶やさず記者の質問に答えた。2019年度の会見で

は最多の 187人が会場で取材した。 

囲碁の新しいスターも 2人、記者会見に応じた。男女問わず 300人以上の棋士が

参加した第 28 期竜星戦で準優勝を果たした上野愛咲美女流棋聖（当時 17 歳）が、

師匠の藤澤一就八段とともに登壇した（2019/10/11）。「ハンマー」の異名をとる攻

撃的な棋風とはうらはらに、終始笑顔で穏やかな口調で、男性優位と思われてきた

囲碁界でも「男女差を感じたことはない」といい、ＡＩ（人工知能）などで研究を

重ねていると語った。翌週には、囲碁の名人位を史上最年少の 19歳 11カ月で獲得

した芝野虎丸名人が、師匠の洪清泉四段とともに会見した（2019/10/18）。プロ入

り（2014 年 9 月）から 5 年 1 カ月での七大タイトル獲得は史上最短記録だったが、

いわゆる“勝負師像”とはかけ離れた淡々とした様子で、「成り行きでやっている

だけだが、囲碁が楽しい」と話した。 

第 72 回カンヌ国際映画祭でパルムドール（最高賞）、第 92 回アカデミー賞で作

品賞など 4つの賞を獲得する快挙を成し遂げた韓国映画「パラサイト 半地下の家

族」のポン・ジュノ監督と主演のソン・ガンホ氏が、受賞後初めて来日し、会見し

た（2020/2/23）（写真）。監督は製作意図につい

て「この時代に生きるすべての人が抱えている

不安や恐れを率直に表現したかった」と述べた。

ソン・ガンホ氏は、近年の韓日関係の悪化が映

画界にも影を落としていると憂慮し、本作をき

っかけに「互いの国の作品に関心を持ち、互い

に応援し合える 2000年代初期の状態に戻ってほ

しい」と語った。参加者は今年度の会見で 2 番

目に多い 177人にのぼった。 

科学界からは、リチウムイオン電池の開発で 2019年のノーベル化学賞を受賞し、

授賞式から帰国したばかりの吉野彰氏が登壇した（2019/12/20）（写真・左）。受賞

理由のひとつだった環境問題への貢献について吉野氏は、「まだサステイナブル社

会を実現させたわけではない。期待

を込められ重責を感じる」としつつ、

「新しい産業を興す絶好のチャンス。

攻めの姿勢で捉えるべき」と述べ、

技術や概念の変革がもたらす未来の

社会を展望した。また、2012年にノ

ーベル生理学・医学賞を受賞した山

中伸弥・iPS 細胞研究所（CiRA）所

長（写真・右）は会見（2019/11/11）

で、iPS 細胞に関する研究開発にコ
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ストがかかることへの理解が不十分なために事業の先行きに不安が生じていると

訴え、国の支援の減額の動きに強い危機感を示した。 

香港政府が改正を目指す「逃亡犯条例」に反対する民衆が、香港返還後最大規模

となる 100万人超のデモを行った翌日、香港衆志（デモシスト）の中心メンバーで

ある周庭（アグネス・チョウ）氏が来日して会見した（2019/6/10）。2014年、香港

行政長官選の民主化を求めた若者の雨傘運動の中心として活動し「民主の女神」と

呼ばれた周氏は、2017年に香港衆志の黄之鋒（ジョシュア・ウォン）氏と並んでク

ラブで会見していた。今回の来日は「日本記者クラブで会見し、世界に香港の現状

を伝えること」を主目的として計画されたものだった。クラブでの会見後も、多く

のメディアに登場して活動への支持を訴えた。 

≪若手論客、政治家育成の場に≫ 

日本記者クラブにおける会見の特徴は第一線の記者だけでなく、編集委員、論説

委員、OB記者が参加していることにある。経験豊かな記者からの質問にいかに応え

るのか、ゲストの力量が問われる。日本記者クラブの会見をゲスト自身の力を試す

場としても使ってほしいと、若手の学識者、国会議員を主な対象とするシリーズ企

画を立ち上げた。国政選挙後恒例の「民意を読む」では、社会調査の第一人者によ

る統計的分析に加え、30～40代の社会学者、政治学者 6人を招いた。いずれも論壇

で積極的に発言している気鋭の学者で、会場との質疑応答で熱く応酬する場面も見

られた。また 9月には若手、中堅で有望な国会議員を対象とした新企画「次代に問

う 10 年後の政治」を開催。36 歳～49 歳の計 4 人が登壇した。若手国会議員を複

数人招くことはテレビなどの企画でもあるが、1人と 60分向き合える場はなかなか

ない。「視聴率をとることが求められるテレビでは

できない企画」と好評だったことから、2020 年 1

月からは後継企画として「次の 10年 若手政治家

に問う」を始めた。日本記者クラブで初となる月

例方式（毎月第二木曜日 16時～17時）を採用した

もので、これまでに自民党から薗浦健太郎衆議院

議員（47歳）（写真）、鈴木隼人衆議院議員（42歳）、

鈴木貴子衆議院議員（34歳）が登壇した。 

≪ニュースにつながるシリーズ企画≫ 

日本記者クラブのシリーズ企画は、長期にわたり一つのテーマを追うもの（「HIV/

エイズ」など）、中期で特定のテーマをウオッチするもの（「朝鮮半島の今を知る」

「トランプのアメリカ」など主に国際関係もの）、短期集中でニュースのトピック

を取り上げるもの、の 3種類に大きく分けることができる。 

短期集中型では、解説型にとどまらずにニュースを発信するシリーズ企画となる

よう取り組んでいる。2019年度は以下の 3つがそれにあたる。 

「プラットフォーマー規制の論点」 GAFA（グーグル、アップル、フェイスブック、ア

マゾン）を代表とする巨大 IT 企業の課税逃れ、個人情報利用、暗号資産などを欧

州諸国が問題視したことが日本にも波及し、大きな論点となった。これを受けて 19
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年春から秋にかけてシリーズ会見を行った。 

5/24 (1)森信茂樹・東京財団政策研究所研究主幹 
6/12 (2)伊藤達也・自民党競争政策調査会長 
7/8 (3)岩下直行・京都大学公共政策大学院教授 
9/18 (4)杉本和行・公正取引委員会委員長（写真） 
9/25 (5)吉田浩一郎・新経済連盟理事（クラウドワークス代表

取締役社長 CEO） 

「＜表現の不自由展・その後＞のその後」 愛知県が主催す

る「あいちトリエンナーレ」の企画展「表現の不自由展・その後」

が、内容に対する抗議・脅迫が相次いだことで中止に追い込まれた。

企画委員会はこれを言論の自由の危機ととらえ、この問題を多角的

に取り上げた。 

10/18 (1)山梨俊夫・あいちトリエンナーレのあり方検証委員会座長 
10/24 (2)野田邦弘・鳥取大学地域学部地域文化学科教授 
10/25 (3)横大道聡・慶應義塾大学法務研究科（法科大学院）教授 
12/24 (4)津田大介・「あいちトリエンナーレ 2019」芸術監督（写真） 
12/24 (5)大村秀章・愛知県知事 

「英語教育改革の行方」 2020年度から始まる大学入学共通テストでの、英語民間

試験導入は、萩生田光一文科相の「身の丈」発言をきっかけに反対意見が噴出し、

導入延期が決まった。この問題について、担当大臣として導入を決めた下村博文・

元文科相をはじめ推進、反対双方の意見を集中的に聞いた。 

11/7 (1)吉田研作・上智大学特任教授 
11/22 (2)羽藤由美・京都工芸繊維大学教授 
11/29 (3)下村博文・衆議院議員 
12/2 (4)南風原朝和・東京大学名誉教授 

これらの企画は、問題の深層を解説する専門家を招くとともに、「プラットフォ

ーマー」で杉本公取委員長、「表現の不自由」では大村愛知県知事、津田芸術監督、

「英語」では導入時の担当大臣だった下村元文科相など当事者、当局者も招き、ニ

ュースを発信した。 

≪オリンピック・パラリンピックと社会≫ 

2020 年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、各会員社がそれぞれの取

り組みをするなかで、日本記者クラブは何をするべきか。企画委員会では、「1964

年大会は、戦後日本に希望と自信を与え、インフラの整備など社会が大きく変わる

きっかけとなった。2020 年大会が、これからの日本社会に

何を残すのか、大きな視点でとりあげよう」と考えた。 

組織委員会の武藤敏郎事務総長（写真）や山下泰裕 JOC

会長、河合純一 JPC 会長など組織のトップや、組織委員会

の各現場を受け持つ責任者、1964 年大会の聖火リレーの証

人など幅広く招いた。多くの人たちがさまざまな場面で関

わる大イベントを重層的に取り上げて、大会が社会に何を

与えるのかを浮き彫りにすることを意識しながら、かつニ

ュースを発信できるよう努めた。 
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組織委員会はこの趣旨に賛同して積極的に協力してくれた。各現場で指揮をとる

責任者の会見や、関連施設の見学会などは、組織委の提案で実現した。 

大会が、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて 1 年間延期となったことを受け

てこのシリーズも中断している。選手村の食事を監修する帝国ホテル料理長や輸送

関係のプランニングの担当者などの案があり、夏の本番に向けてさらに活発に行お

うとしていた矢先だった。コロナウイルス禍が収束をみたら再開する予定である。 

10/21 (1)浅川伸・日本アンチ・ドーピング機構専務理事 
11/14 (2)森泰夫・東京 2020 組織委員会大会運営局次長 
11/15 (3)武藤敏郎・東京 2020 組織委員会事務総長 
11/27 (4)山下泰裕・日本オリンピック委員会会長 
1/16 (5)小林亨・東京 2020 組織委員会国際局 NOC/NPC 部部長 
1/30 (6)西村亮・東京 2020 組織委員会広報局プレスオペレーション部部長 
2/21 (7)中南久志・東京 2020 組織委員会パラリンピック統括室長、パラリンピック・

ゲームズ・オフィサー（PGO） 
3/19 (8)久野明子さん（1964 年大会組織委職員） 
3/24 (9)夫馬信一・ジャーナリスト 
3/27 (10)河合純一・日本パラリンピック委員会委員長 

≪世界を見る目 ニュースと解説≫ 

クラブ創設の目的の一つは、国公賓をはじめ国外からの重要ゲストを迎えて会見

を行うことだが、近年は滞在日程の短縮などで外国閣僚を迎えることが減っている。

しかし、主要国、ニュースになっている国の駐日大使をタイムリーに招いて当事者

としての発信を、また専門家にニュースの解説、展望を話してもらっている。 

ベネズエラのセイコウ・イシカワ大使は、4月 30日にグアイド国会議員が国民に

向けてマドゥロ政権打倒への蜂起を呼び掛けたことを受けて 5 月 10 日に会見、同

月 16 日のカルロス・ミゲル・ペレイラ・キューバ大使は米国による制裁（ヘルム

ズ・バートン法発動）への抗議を、6月 24日のモルテザ・ラフマーニ・モヴァッヘ

ド・イラン大使は安倍首相のイラン訪問（2019/6/12～14）の評価と米国による経

済を非難するなど、ニュースに応じた会見となった。欧州議会選挙を受けてのパト

リシア・フロア EU 大使会見（2019/5/30）、インド総選挙結果について話したサン

ジェイ・クマール・ヴァルマ・インド大使会見（2019/6/4）も、タイムリーな会見

だった。 

5月 30日に着任した中国の孔鉉佑大使（写真）は、

着任の 3 週間後という異例の早さで登壇した

（2019/6/21）。習近平主席の国賓としての訪日時期を

「桜のころ」との表現で示唆し、ニュースになった。

孔大使は、20年 3月 27日にも会見し、新型コロナウ

イルスへの中国の対応について話した。 

孔大使の「着任会見」とは逆に、ドイツのフォン・

ヴェアテルン大使が 5年半の滞日を終えての「お別れ

会見」を行った（2019/6/5）。大使が着任・離任の際の「あいさつ」の場としても

定着しつつある。 
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今年度中に 17 回行った「朝鮮半島の今を知る」は、徴用工の賠償請求裁判を巡

り冷え込んだ日韓関係を主に取り上げた。徴用工訴訟で原告代理人を務めた崔鳳泰

弁護士（2019/4/22）のような当事者や、阿部浩己・明治学院大学教授による国際

法の観点からの解説（2019/9/5）など、幅広くゲストを招いた。また、韓国でベス

トセラーになった『反日種族主義』の著者・李栄薫氏が同書日本語版出版を機に来

日して会見（2019/11/21）した。話題の著書の会見は注目を集め、会見動画の再生

回数は 19年度に行った会見で最も多く、4月時点で 28万回を超えている。 

その他、米中経済摩擦の深層やブレグジット、中東情勢など時々の国際ニュース

の焦点にあわせ、多くの会見・研究会を行った。 

≪司法案件に一歩踏み込む≫ 

クラブではニュースの当事者を招くよう努めているが、司法関係、係争中の事件

については、一方だけに主張の場を与えることにならないよう留意してきた。2019

年度は、ここから一方踏み込み、当事者が事件を振り返る会見も扱った。 

2011年のオリンパス損失隠し事件で有罪が確定した横尾

宣政氏（写真・上）が、7 月 30 日に会見した。8 月 14 日の

収監予定を前にあらためて無罪を主張したいとの要望があ

り、企画委員会はニュース性が高いと判断し、単なる無罪

主張に終わらないよう工夫することを条件として開催を決

めた。同氏は、ゴーン事件でも注目された「人質司法」と

も言われる長期勾留など、経済犯罪の取り調べと審理にお

ける問題点を指摘し、司法の在り方についての議論を展開

した。 

その 3 日後の 8 月 2 日には、細野祐二氏（写真・下）が、

自著『会計と犯罪 郵便不正から日産ゴーン事件まで』に

ついて語った。自身の顧客だった企業の株価操縦事件で有

罪が確定、会計士を廃業したが、今も企業会計や経済事件

に鋭い分析を示している。横尾氏同様に検察や審理の問題

点を指摘し、ゴーン事件については、検察情報に頼りがち

な報道にも批判を加え、「有罪にならない可能性が高い」

との見方を示した。 

3月 26日には刑事事件の被害者家族と代理人が、判決の不当性と司法制度の問題

点を訴えた。2015年に埼玉県熊谷市で起きた連続強盗殺人事件では、小学生 2人を

含む 6 人が殺害され、加害者のペルー人は一審の裁判員裁判で死刑判決を受けた。

しかし控訴審は無期懲役への減刑判決を出し、検察は上告しなかったため無期懲役

以下が確定した。会見では妻と娘を殺害された家族と代理人の弁護士が、高裁判決

の矛盾点や、裁判員制度の形骸化などの問題を指摘し、広い議論を求めた。 

3 件はいずれも、当事者が単に自分の正当性を訴えるだけではなく、制度論まで

展開した深い議論となった。立場が異なる当事者を招くなど両論併記的にバランス

をとる工夫をしなくとも成立したのは、ゲストとは異なる視点も提示して議論を掘
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り下げた司会者の力量に負うところが大きかった。 

4月 9日にはフランス人男性、イタリア人男性と弁護士、心理学者、衆院議員が、

「夫婦間の子供の連れ去り」について会見した。日本では、離婚や別居の際に片方

の親が子どもを囲い込んでしまうと、その現状を変えることが難しい。日本では「連

れ去り」という言葉をあてているが、海外では「拉致（abduction）」と表現され、

犯罪として扱われている。仏、伊の男性 2人は、妻に子どもを連れ去られた当事者

で、わが子と引き離された苦しさを訴えた。弁護士や心理学者が日本の現状の問題

点を指摘し、衆院議員が共同親権などの法整備を求めた。 

2017年にハリウッドのセクシャル・ハラスメントが報じられたことをきっかけに、

セクハラや性的暴行を告発する「#MeToo」などの運動が世界に広がった。日本では

2017年の刑法改正で強姦罪を強制性交罪にあらため厳罰化したが、抵抗できないほ

どの暴力・脅迫があったことの立証が求められてお

り、立件された裁判でも無罪判決が相次いでいる。

改正法には「3 年後に必要があれば見直しをする」

と附記されており、2020年はその年にあたる。2018

年に刑法を改正し、同意がない性行為を犯罪と規定

したスウェーデンの司法関係者が 1 月 21 日に会見

し（写真）、見直し議論に重要な示唆を与えた。法

改正に至るまでの議論と施行後の評価を報告し、日本での議論を促した。刑法改正

を巡ってはその後、被害者団体や女性議員が、法改正を求める活動を活発化させて

いる。 

≪即位後初の天皇誕生日会見≫ 

2月 23日、天皇陛下の誕生日にあたって赤坂御所「日月の間」で行われた宮内記

者会との記者会見に、日本記者クラブから同記者会に所属していない 13 社が参加

した。クラブでは上皇・上皇后両陛下の即位時と同様に新天皇陛下の即位会見を宮

内庁に求めていたが、今回は誕生日会見となった。会見では中国新聞社と「被災地

メディア」として参加した福島民報社が質問した。この会見には在日外国報道協会

の代表も参加した。日本記者クラブから出席したのは次の 13 社。西日本新聞社、

山陽新聞社、中国新聞社、京都新聞社、高知新聞社、岐阜新聞社、北日本新聞社、

福島民報社、岩手日報社、毎日放送、ＣＢＣテレビ、文化放送、ジャパンタイムズ。 

≪夏の記者研修会――“実践型”2 年目は「災害報道」≫ 

例年夏に開催している記者研修会では、昨年

初めての試みとして組んだ“実践型”のプログ

ラムが好評だったことを受け、今年はテーマを

絞って「災害報道」の実践講座を開催した。8月

29～30日の 2日間、79社から 109人（うち非会

員 23社 26人）が参加した。 

ベテラン記者をはじめ多彩な分野の専門家が

講師となり、記者の安全を最優先にした取材態
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勢、SNS の情報やネットサービスの適切な活用法、報道に役立つ情報収集のノウハ

ウなどを学んだほか、被災者へのインタビューを模したロールプレイングや、災害

取材の現場で記者が直面するジレンマを考えるグループ討議などを行った。単なる

座学ではないロールプレイや討議では、参加者同士が意見を交わすことが求められ、

それぞれが自分の考え方や仕事のやり方を見直す機会になった点でも有意義なも

のになった。 

≪国内で 4 回の取材団・プレスツアー≫ 

東日本大震災に関連して 3回の取材団を派遣した。毎年恒例となっている福島第

一原発取材団は例年同様、2 班に分け、原発構内に加え周辺地域を 2 日間取材する

日程を組んだ（2020/2/4～7 参加 24社 33人）。貯まり続けるトリチウムを含む処

理水の処分方法について、経産省小委員会で海洋放出を有力とする提言がまとめら

れた直後のタイミングだった。構内取材では、増設が続く処理水タンクの工事現場

も見ることができた（写真）。周辺取材で

は、福島第一原発事故で唯一、全町域が

帰還困難区域のままとなっている双葉町

を中心に取材した。特定再生拠点の一部

で避難指示が解除される予定の 1 カ月前

というタイミングで、伊澤史朗町長と会

見し、復興に向けて動き出した町の様子

を見た。中間貯蔵施設（大熊町・双葉町）

の取材は 3 回目となり、原発構内となら

び貴重な定点観測の機会となっている。 

前述の第一原発取材団のほかに、新たな試みとして「福島原発構内取材未経験者」

だけを対象に、福島第一、第二原発を訪れた（2019/12/3～4 参加 18 社 18 人）。

地方紙・局では原発構内取材の経験者が少ないことから、原子炉建屋に入ることが

できる第二原発も訪れることで、原発を体感してもらおうと企画した。「地方メデ

ィアが福島第一に入る機会は少ない。貴重な機会を得た」と好評だった。 

毎年 3 月 11 日を前に行う被災地取材は、宮城県石巻市の大川小学校などを訪れ

た（2020/2/17～18 参加 9人）。大川小学校敷地内に入れるのは遺族関係者に限ら

れる。遺族で「小さな命の意味を考える会」代表を務める佐藤敏郎さんと現場を訪

問し、説明を聞いた。そのほか南三陸町、女川町を訪問し、復興の現状と課題を取

材した。この企画には河北新報社から全面的な協力を受け、同社も訪問して災害報

道の現場の話も聞いた。 

防災の日の翌日、9月 2日には、埼玉県春

日部市にある治水施設「首都圏外郭放水路」

を訪れた（参加 13人）（写真）。世界最大級

の広さを誇る調圧水槽を支える円柱群の威

容から「地下神殿」と称されている。視察

直後の 9月 9日に首都圏を襲った台風 15号

をはじめ、9 月～10 月にかけて関東では豪
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雨災害が続き、地下神殿もフル稼働で治水に貢献したことがニュースになった。 

≪記者ゼミは「社会部記者の醍醐味」、土曜記者ゼミはさらに活況≫ 

7 年目の記者ゼミは「社会部記者の醍醐味～面白い記事、深い記事～」のテーマ

で 11 回開催した。さまざまな取材の「職人」記者を講師に、情報をとる技術、ア

イデアを生むヒントなどを聞き、ディスカッションを行った。暴力団取材、調査報

道、街ダネなどをめぐっての討論は、社会部記者の“肥やし”になったのではない

か。2018 年度に開催日を土曜日に移した「調査報道」と「ＩＴ講座」は、“記者が

記者に教える”というスタイルで講師陣の記者を中心に運営に当たった。 

 

Ⅱ.公益目的事業② 日本記者クラブ賞 ―――――――――――― 

≪日本経済新聞論説フェローの芹川洋一氏に日本記者クラブ賞 
特別賞は金本麻理子氏、リチャード・ロイド・パリー氏に≫ 

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 2012年度には、より開かれた賞をめざして日本記者クラブ賞

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。 

2019 年度の日本記者クラブ賞は、長期の政

治報道で優れた業績をあげた日本経済新聞社

論説フェローの芹川洋一氏に、特別賞を金本

麻理子・ディレクター／椿プロ代表取締役と

リチャード・ロイド・パリー・英ザ・タイム

ズアジアエディター／東京支局長の両氏に贈

った。外国人の受賞はクラブ賞創設以来、初

めて。 

会員および日本新聞協会・日本民間放送連

盟の加盟各社から推薦を募り、2019年 1月末の締め切りまで日本記者クラブ賞に 5

候補、同特別賞に 8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は 3 月 11 日、応募のあったすべての候補

について検討し、総務委員会委員（15人）で構成される選考委員会へ意見を具申し

た。4 月 10 日、選考委員会は芹川、金本、ロイド・パリーの 3 氏への贈賞を決め、

4月 26日の理事会に答申、同日、報道各社に発表した。 

発表した贈賞理由は下記のとおり。 
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▼芹川洋一氏 

40 年にわたり一貫して日本政治をウオッチし、記者生活の大半を政治

報道に携わってきた。絶妙な距離感とバランス感覚に裏打ちされた解説は、

分かりやすく的確で鋭い。アカデミズムと連携した多数の著書では、ジャ

ーナリズムの在り方やメディアと政治の関わりを捉えなおそうと試みる

ほか、テレビキャスターも務めるなど、活動の幅は広い。2018 年には平

成政治の集大成的な『平成の政治』（編著）『平成政権史』を上梓し、高い

評価を受けた。 

▼金本麻理子氏 

番組制作会社の代表を務めながら、自らカメラを担いで数々のドキュメ

ンタリー番組を制作してきた。特に戦争が当事者や子ども、女性に与えた

影響という重いテーマに一貫して取り組み、戦争の記憶を次代に語り継ぐ

というジャーナリズムの重要な役割を果たしてきた。2018 年に制作した

「隠された日本兵のトラウマ～陸軍病院 8002人の“病床日誌”～」では、

兵士が受けた精神障害を取り上げただけでなく、彼らの戦後やその家族の

苦悩まで描いている。その取材力には目を見張るものがあり、映像の持つ

迫力と合わせ、形式化しがちな戦争ものとは一線を画すドキュメンタリー

となっている。 

▼リチャード・ロイド・パリー氏 

1995 年に英インディペンデント紙の特派員として来日、2002 年からは

ザ・タイムズ東京支局長として日本だけでなく韓国・北朝鮮、東南アジア、

イラクなど 29 カ国をカバーしてきた。インド太平洋大津波や日本の戦後

60 年を取り上げた一連の記事で海外のジャーナリズム賞を受賞、東日本

大震災では、震災翌日から現場で被災者の取材に当たる一方、専門家から

東北の歴史や風習などを取材した。著書『津波の霊たち─3.11 死と生の

物語』では、被災者や遺族と安易に一体化することなく一定の距離を置き

ながら貴重な言葉を引き出しており、その取材姿勢は全ての記者の模範で

ある。 

受賞者による受賞記念講演会は 2回に分けて開催した。芹川氏、ロイド・パリー

氏が登壇した 6月 21日には 61人、金本氏が講演を行った 8月 20日には 36人が参

加した。 

Ⅲ．公益目的事業③ 日本記者クラブ会報とネットによる情報開示 ― 

≪ウェブサイト さらに充実したコンテンツを掲載≫ 

日本記者クラブ会報は毎月 10 日に、3700 部を発行し、クラブ会員と会員社、さ

らに主要官庁の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、誰もが無料で読むことができる。ホームぺ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。 
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今年度も会報委員会は魅力ある紙面づくりを目指し、企画を中心としたクラブ事

業と連携した特集をその都度掲載した。 

「クラブゲスト」のページでは、毎号、記者会見・研究会等に出席した記者に内

容を紹介してもらった。全英女子オープンで優勝したプロゴルファーの渋野日向子

選手会見（2019/8/6）、映画「パラサイト」でアジア映画として初のアカデミー賞 4

冠の快挙を成し遂げた韓国のポン・ジュノ監督らの会見（2020/2/23）はそれぞれ

大きく取り上げた。 

参院選 7 党党首討論会（2019/7/3）では、司会や代表質問を担当した企画委員、

地方メディアの参加者らに感想を寄せてもらい特集ページを作った。 

実践的な災害報道をテーマに開催した夏の記者研修会（8/29、30）でも講師や参

加者から感想を執筆してもらい 4ページの特集を組んだ。 

時々の話題のニュースを取材・報道した記者に、その背景や取材の様子を 「ワ

ーキングプレス」として報告してもらった。今年度は「川崎殺傷事件」「京都アニ

メーション放火事件」「ゴーン被告関連」など注目を集めた事件の取材報告を執筆

してもらった。「改元」「代替わり」など歴史的なイベントについては、その取材の

舞台裏の報告のほか、フロント写真でも取り上げた。 

また、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」も回を重ねた。各社写真部の力作とべテラン OB 会員による

エッセーでつくる最終ページ「写真回廊」は、魅力的な写真と練達の筆のコラボレ

ーションが記者クラブの会報にふさわしい彩りを添えている。 

それぞれの地域の話題を取材している会員社記者に報告してもらう「新・列島報

告」では、大阪の「百舌鳥・古市古墳群の世界遺産登録」、横浜市の「IR誘致」、岩

手の「ラクビーW 杯」など全国的にも注目を集めたテーマを地元メディアならでは

の視点で執筆してもらった。 

幅広く自然災害を取り上げる「被災・防災・減災 最前線」では、甚大な被害を

もたらした台風 19 号関連での寄稿のほか、西日本豪雨から 1 年、阪神淡路大震災

から 25 年という、それぞれの節目での地元メディアの取り組みなどを紹介しても

らった。 

東日本大震災関連では 2020 年 3 月号に「3.11 から 9 年」特集を掲載した。岩手

日報社と河北新報社からの寄稿に加えて、初の試みとして福島のメディア（福島民

報社、福島民友新聞社、福島放送）の 30 代の記者による座談会を福島で行った。

駆け出し時代に大震災を経験して今も震災報道に携わる記者らが、日頃の悩みや苦

労、やりがいなどについて語り合った座談会は、読み応えがあると好評だった。同

じ 3月号には毎年派遣している東京電力福島第一原発取材団のほか、多数の児童が

犠牲になった旧大川小学校などを視察した宮城取材団について、参加者から感想を

寄せてもらい特集ページを作った。 

第７期記者ゼミは「社会部記者の醍醐味〜面白い記事、深い記事〜」をテーマに

11 回、13 人の講師を招いた。「大衆文化担当」「災害報道」「暴力団取材」「実名報

道」「国際協力報道」など社会部ならでのバラエティーに富んだ全てのゼミについ
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て、参加した記者の感想を掲載した。土曜日に継続して開催されている「調査報道」

と「IT講座」の土曜記者ゼミもその都度参加した記者による報告を掲載した。 

■創立５０周年関連特集 

クラブの創立 50 周年（2019/11/1）関連では、創立記念パ

ーティーについては安倍晋三首相ほか招待ゲストや参加者の

写真を中心に、11月号に特集を掲載した。また 12月号別刷り

として「創立 50周年特集」（32ページ）を発行した。クラブ

の 50 年の歴史をコンパクトにまとめた冊子で、創立 45 周年

事業でデジタル化した過去の会見ゲストの写真を多数掲載し

た。また歴代理事長、企画委員らからそれぞれの思い出を寄

稿してもらった。 

≪ウェブサイト、充実したコンテンツを掲載≫ 

資料価値の高い会見の文字記録を「会見詳録」としてウェブサイトに掲載してい

る。今年度は 19 年のノーベル化学賞を受賞した吉野彰・旭化成名誉フェロー、研

究会「安保改定 60 年 その功罪と今後」で招いた石破茂・衆議院議員、政府の新

型コロナウイルス感染症対策専門家会議のメンバーである岡部信彦・川崎市健康安

全研究所所長などを追加した。会員のエッセーを紹介する「取材ノート」には、会

報に掲載した「書いた話・書かなかった話」「リレーエッセー」やウェブサイト限

定コンテンツである「私の取材余話」「旅の記憶」も随時追加している。  

会見の動画公開以前の重要会見については、19 年度末現在、「音声アーカイブ」

に 127本の会見音声を公開している。その中にはこの 1年で亡くなったシラク元仏

大統領、李鵬元中国首相、元国連難民高等弁務官の緒方貞子氏、ムバラク元エジプ

ト大統領らの会見音声も含まれており、当時の貴重な肉声を聴くことができる。 

Ⅳ．収益事業 ――――――――――――――――――――――――― 

≪新型コロナウイルスの影響で大幅減に≫ 

日本記者クラブは大小 4つの会議室（9階・会見場、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。2019 年度は、新型コロナウイルスの感染拡大により、1～3 月の利用キャンセ

ルが相次いだ。貸室利用は 954 件（2018 年度は 1,122 件）、利用時間は 2,400 時間

（2018 年度は 2,770 時間）で、貸室収入は 33,461,194 円となり、前年度に比べ

7,274,961円減少した。 

貸室の利用者に対して行っているマイクや液晶プロジェクターなどの音響・映像

機器等の施設機器賃貸収入は 6,234,810 円で、前年度に比べ 655,850 円減少した。 

また、ラウンジは取材先との待ち合わせなどに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
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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。2019年度の飲食割戻収入は、新型コロナウイルスの影響を大き

く受けた結果、15,291,255円と前年度に比べて 2,010,135円減少した。 

以上、3つの事業収益の合計額は、54,987,259円となり、前年度に比べ 9,940,946

円減少した。 

Ⅴ．日本記者クラブの運営 ――――――――――――――――――― 

≪創立 50 周年パーティーを開催≫ 

1969 年 11 月に創立された日本記者クラブは 2019 年、創立 50 周年を迎えた。第

127回総務委員会（2018/11/9）で策定し、第 623回理事会（同日）で承認された基

本方針（1）50周年記念パーティーの実施（2）ウェブ版 50 年史の開設（3）備品・

施設の更新、に基づき、事務局で準備を進めてきた。 

11月 1日に実施した 50周年記念パーテ

ィーにはクラブ会員のほか、政治家、経

済人、各国大使、これまでのクラブゲス

トなど 315人が参加した。1999年の創立

30 周年、2009 年の 40 周年のパーティー

には、天皇皇后両陛下（現・上皇后両陛

下）のお出ましがあったことから、今回

も宮内庁と折衝をしたが代替わりの直後

で皇室行事が立て込んでいたためお出ま

しはならなかった。一方、2020 年は東京

オリンピックが開催される予定の年に当たっていたため、五輪での活躍が期待され

るアスリートの中から、白石黄良々選手（世界陸上選手権男子 400㍍リレー銅メダ

リスト）を招いた。 

過去の周年事業で作成していた「年史」を、デジタル時代に合わせてウェブサイ

ト上で作成したのが「ウェブ版 50 年史」（ https://www.jnpc.or.jp/history/50th ）であ

る。創立 45 周年記念事業で電子化した過去の会見写真をふんだんに使い、50 年の

活動をまとめた。会見だけでなく、クラブ会報の創刊、プレスセンタービルへの移

転、公益社団法人化などの節目の出来事の記録も掲載している。また、クラブの功

労者数人にも長尺の寄稿文を依頼した。同年史ページは 11 月 1 日の創立記念日の

朝に一般公開した。また、ウェブ版 50年史に掲載した原稿に加筆した印刷版の「5

0年特集」を作成、クラブ会報 12月号（12月 10日発行）の別刷りとして会員に配

布した。詳細は会報の報告を参照。 

さらに 9階会見場のワイヤレスマイク設備は、一般波を使用していたため以前か

ら混線の恐れがあった。周年事業の一環として混線の恐れがない業務使用のシステ

ムに更新した。 
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≪理事長に原田亮介さん 第 24 期執行部スタート≫ 

第 94 回定時社員総会（2019/5/27）で、任期満了に伴い第 24 期（2019・2020 年

度）の理事・監事が選任された。総会後の第 634回理事会（同日）において、原田

亮介理事（日本経済新聞社専務執行役員論説委員長＝当時・以下同様）を第 19 代

理事長に、梅野修理事（共同通信社常務理事）、正籬聡理事（日本放送協会理事）

を副理事長に選定した。また、小松浩理事（毎日新聞社主筆）に総務委員長、田中

隆之理事（読売新聞社取締役論説委員長）に会員資格委員長、西村陽一理事（朝日

新聞社常務取締役）に企画委員長、乾正人理事（産経新聞社論説委員長）に会報委

員長、上﨑正則理事（時事通信社総務局長）に施設運営委員長の委嘱が行われ、第

24期執行部の顔ぶれが決まった。 

≪個人 D 会員の会費値下げから 3 年 新規会員勧誘に注力≫ 

2017年 4月、各社 OB・OGを主な対象とした個人 D会員の会費を月額 5000円に引

き下げ、80 歳以上の会員に適用していた割引会費（月額 2000 円）の新規適応を廃

止した。値下げから 2年度目となった 18年度は新規会員が急増し、2007年以来 12

年ぶりにプラスに転じたが、19年度は死去、病気療養による退会希望が多く、再び

前年比マイナスとなった。これを受け、各社の社内報・社友会報の担当者に「クラ

ブ会員募集のお知らせ」を掲載してもらうよう依頼、全国紙・ブロック紙・キー局

から快諾を得た。今後の会員増に期待したい。 

≪ラウンジにワーキングスペースの機能拡張 設備・機器更新も≫ 

松山幸雄名誉会員（朝日新聞出身、78年度日本記者クラブ賞受賞）からの寄付金

300万円をもとに 18年度、ラウンジにワーキングスペースを設置した。導入時は全

ての作業席にコンセント、手元用ライトを装備していたが、会員からの要望で新た

に USBケーブルの挿入口を増設した。利便性が上がったと好評を得ている。 

各部屋の設備更新を行うことも決定した。第 640 回理事会（2019/10/25）は、予

算の執行状況を考慮し、場合によっては施設修繕を検討することを確認した。その

後、2019年 12月末時点で約 600万円の余裕があったため、第 236 回施設運営委員会

（2020/1/29）は、前回の修繕から 30 年以上が経過している次の施設について設備

更新の方針を決め、第 644 回理事会（2020/2/21）に上申した（（1）会見場床（2）

レストラン床（3）小会議室クロス（4）大会議室クロス・床）。いずれも施工は 2020

年 4月中を予定している。 

9 階ラウンジ奥に設置している喫煙室が 2020 年 4 月に施行される東京都受動喫煙

防止条例の技術的基準を満たしていないため、追加の換気設備工事が必要となった。

プレスセンタービルおよび、ビル着工業者の清水建設と内容を確認し、3月中下旬の

日曜日を中心に工事を行った。 

長期の使用で劣化が激しかった記者会見場で使用している緞帳の更新も行った。 

≪賛助会員の会 今年も開催≫ 

クラブの活動に賛同する一般企業や国際機関の広報担当者などの会員枠である
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賛助会員向けの催しを 2019 年度も行った。各社の政治・経済・外信・社会部の若

手記者と特別賛助会員をつなぐ立食スタイルの「特賛の会」は 12 月 12 日に行い、

参加者は約 40人だった。 

≪各委員会の活動≫ 

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。 

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。 

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、

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。 

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。 

≪法人会員は 1 社増 1 社減 法人賛助会員は 4 社減≫ 

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、放送各社が登録している法

人会員は会費収入の約 84％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、財政上も運営上も中心的存在としてクラブを支えている。2019 年度、

法人会員社は 1 社入会（日本国際放送）、1 社退会（BS 日本）だった。一般企業の

登録区分である法人賛助会員は 4社が退会した（ゴリンハリス、サントリーホール

ディングス、プラップジャパン、サカタインクス)。 

≪入会金免除 特別賛助会員の入会金を除き 2019 年度も継続≫ 

理事会では会員増加策の一環として、法人会員と法人賛助会員の入会金を 2013

年度から免除してきた。第 625回理事会（2018/12/20）は新規入会の特別賛助会員

を除き、この措置を 2019年度も継続することを申し合わせた。 

2020 年 3 月 31 日現在の会員数は以下の通り。カッコ内は前年との増減。 

【プレス会員】 

法人会員 132 社 （±0 社）  

基本会員 739 人 （±0 人）  
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個人Ａ会員 279 人 （- 14 人）  

個人Ｂ会員  56 人 （- 3 人）  

個人Ｃ会員  63 人 （±0 人）  

個人Ｄ会員 822 人 （- 14 人） 

【賛助会員】 

法人賛助会員 57 社 （- 4 社） 

 108 人 （- 7 人） 

個人賛助会員  19 人 （- 1 人） 

特別賛助会員 107 人 （+ 1 人） 

【その他の会員】 

名誉・功労会員 11 人 （± 0 人） 

学生会員 100 人 （- 21 人） 

  

合計 189 社   （- 4 社） 

 2,304 人 （- 59 人） 
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日本記者クラブ 理事・監事 2020年 3月 31日現在 

理事長 原 田 亮 介 日本経済新聞社論説主幹 

副理事長 梅 野  修 共同通信社常務理事 

副理事長 正 籬  聡 日本放送協会副会長 

専務理事 土 生 修 一 日本記者クラブ 

理事 小 松  浩 毎日新聞社主筆 
総務委員長 

理事 田 中 隆 之 読売新聞社取締役編集局長 
会員資格委員長 

理事 西 村 陽 一 朝日新聞社常務取締役、東京本社代表・コンテンツ 
企画委員長  統括・デジタル政策統括 

理事 乾  正 人 産経新聞社執行役員（論説・正論担当）論説委員長 
会報委員長   

理事 上 﨑正 則 時事通信社取締役 
施設運営委員長 

理事 小 林  巧 北海道新聞社東京支社長 

 石 川 雄 康 河北新報社東京支社長 

 真 田 裕 久 福島民報社東京支社長 

 町 田 明 久 下野新聞社役員待遇東京支社長 

 大須賀紳晃 静岡新聞社常務取締役 

 喜 聞 広 典 中日新聞社取締役論説担当兼 
  東京本社論説室論説主幹 

 清 水 隆 行 北國新聞社東京支社長 

 加 藤 佳 紀 福井新聞社参与東京支社長 

 都 留 正 伸 西日本新聞社執行役員東京支社長 

 岩 田 栄 一 ＴＢＳテレビ取締役 

 粕 谷 賢 之 日本テレビ放送網取締役執行役員報道局解説委員長 

 宮 川  晶 テレビ朝日報道局長 

 小 林  毅 フジテレビジョン取締役ニュース総局報道担当 

 福 田 裕 昭 テレビ東京上席執行役員報道局長 

 梅 本 史 郎 毎日放送代表取締役専務取締役 

 松 波 啓 三 ＣＢＣテレビ報道・制作局長 

 西 野 文 章 日本新聞協会専務理事・事務局長 

 永 原  伸 日本民間放送連盟専務理事 

 富 田  恵 日本プレスセンター専務取締役 

監事          岡 田 直 樹 日刊工業新聞社特別論説委員 

 岡 部 伸 康 神奈川新聞社統合編集局長 

 



タイトル 日付 人数 詳録

◆ 天皇誕生日会見 2月21日 13

◆ 7党党首討論会　安倍晋三 自由民主党総裁/山口那津男 公明党代表/枝野幸男 立憲民主
党代表/玉木雄一郎 国民民主党代表/志位和夫 日本共産党委員長/松井一郎 日本維新の
会代表/吉川元 社会民主党幹事長

7月3日 255

◆ 樋口恵子 評論家　【平成とは何だったのか（18）】 4月2日 47

◆ 脇祐三 日本経済新聞特任編集委員　【中東取材40年】 4月4日 50

◆ 井上亮 日本経済新聞社編集局編集委員　【平成とは何だったのか（19）】 4月5日 63

◆ 上野晃 弁護士/小田切紀子 心理学博士、東京国際大学教授/串田誠一 衆議院議員/ヴィン
セント・フィショ氏/トッマーソ・ペリーナ氏　【夫婦間の子どもの『連れ去り』を巡る問題】

4月9日 48

◆ 玉城デニー 沖縄県知事 4月10日 75

◆ 東郷重興　【平成とは何だったのか（20）】 4月10日 53

◆ 陳昌洙 韓国 世宗研究所主席研究員（前所長）　【朝鮮半島の今を知る（25）】 4月11日 62

◆ ラウル・フロレンティン＝アントラ 駐日パラグアイ大使/アンヘラ・カリン・アイリョン・キスベルト ボリ
ビア臨時代理大使/三村秀次郎  日本ラテンアメリカ文化交流協会会長

4月12日 23

◆ 番匠幸一郎 元陸上自衛隊西部方面総監　【平成とは何だったのか（21）】 4月12日 65

◆ アンヘル・グリア 経済協力開発機構（OECD）事務総長/ランダル・ジョーンズ 経済協力開発機
構（OECD）経済総局シニアエコノミスト、日本・韓国担当課長

4月15日 44

◆ ヨルゴス・カトゥルガロス ギリシャ外相 4月16日 22

◆ 水島治郎 千葉大学教授　【ポピュリズム考（4）】 4月16日 55

◆ モハメッド・エルーミ 駐日チュニジア大使 4月17日 20

◆ 立山良司 防衛大学校名誉教授/池田明史 東洋英和女学院大学学長　【イスラエル総選挙と
中東情勢の今後】

4月17日 54

◆ 浅見靖仁 法政大学法学部国際政治学科教授　【総選挙後のタイ】 4月18日 35

◆ 崔鳳泰 韓国元徴用工訴訟原告代理人、弁護士　【朝鮮半島の今を知る（26）】 4月22日 58

◆ ネイル・ルイス  ピュー・リサーチ・センターアソシエイト・ディレクター（移住・人口統計学担当）
【日本の労働を誰が支えるのか（7）】

4月22日 28

◆ 中満泉 国連事務次長（軍縮担当上級代表） 4月23日 55

◆ 吉野直行 アジア開発銀行研究所所長 4月24日 47

◆ 中国エコノミスト代表団　朱光耀 前財務次官/龍永図 元商務次官/張宇燕 中国社会科学院
世界経済及び政治研究所 所長/張燕生 中国国際経済交流センター 首席研究員/霍建国
中国世界貿易機関研究会 副会長/周強武 財政部国際財政経済センター 主任/金瑩 中国
社会科学院日本研究所 教授

4月25日 50

◆ 鳥井一平  特定非営利活動法人移住者と連帯する全国ネットワーク代表理事　【日本の労働を
誰が支えるのか（8）】

4月26日 34

◆ セイコウ・イシカワ 駐日ベネズエラ大使 5月10日 58

◆ 河村和徳 東北大学大学院准教授　【世論調査と報道（4）】 5月10日 60

◆ 吉村洋文 大阪府知事/松井一郎  大阪市長 5月15日 126

◆ カルロス・ミゲル・ペレイラ・エルナンデス 駐日キューバ大使 5月16日 34

◆ 金立群 アジアインフラ投資銀行（AIIB）総裁 5月20日 89

◆ 片山善博 早稲田大学公共経営大学院教授　【統一地方選の総括と地方の未来】 5月21日 32

◆ 森信茂樹 東京財団政策研究所研究主幹　【プラットフォーマー規制の論点（1）】 5月24日 73

2019年度　日本記者クラブ行事一覧　　　　　　　※「詳」はウェブサイトに「会見詳録」（文字起こし）を掲載しているもの

宮内庁記者クラブ、外国特派員協会との共同会見

討論会 1回

記者会見、研究会 192 回
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タイトル 日付 人数 詳録
◆ ナビール・アブルデイネ パレスチナ副首相 5月28日 17

◆ 石原真衣 北海道大学大学院文学研究院専門研究員　【アイヌからみた北海道150年と新法】 5月28日 48

◆ パトリシア・フロア 駐日EU大使 5月30日 32

◆ エリサベット・ダリーン スウェーデン 児童オンブズマン/森保道 弁護士　【体罰禁止　法制化と社
会啓発～スウェーデンの経験から】

5月30日 35

◆ タカーチ・サボルチ ハンガリー EU政策調整担当副大臣 5月31日 15

◆ 栗田禎子 千葉大学教授　【スーダン政変と民主化運動の行方】 5月31日 22

◆ 岩城あすか 箕面市立多文化交流センター館長　【日本の労働を誰が支えるのか（9）】 6月3日 34

◆ サンジェイ・クマール・ヴァルマ 駐日インド大使 6月4日 30

◆ ハンス・カール・フォン・ヴェアテルン 駐日ドイツ大使 6月5日 42

◆ ペッカ・オルパナ 駐日フィンランド大使 6月6日 26

◆ 外国人材の受入れに関する円卓会議  大河原昭夫 共同議長/國松孝次 共同議長/舟久保
利明 メンバー/毛受敏浩 事務局長　【日本の労働を誰が支えるのか（10）】

6月7日 27

◆ 吉川元 社民党幹事長、選対委員長　【野党に聞く（1）】 6月10日 29

◆ 周庭（アグネス・チョウ） 香港衆志（香港デモシスト）メンバー 6月10日 71

◆ 枝野幸男 立憲民主党代表　【野党に聞く（2）】 6月11日 92

◆ テーリカンガス里佳 ラヒホイタヤ　【フィンランドの高齢者ケアとラヒホイタヤ】 6月11日 27

◆ 玉木雄一郎 国民民主党代表　【野党に聞く（3）】 6月12日 70

◆ 伊藤達也 自民党競争政策調査会長　【プラットフォーマー規制の論点（2）】 6月12日 53

◆ 近藤康史 筑波大学教授　【BREXIT迷走の背景－英議会政治の変質】 6月12日 69

◆ 志位和夫 日本共産党委員長　【野党に聞く（4）】 6月13日 51

◆ 船橋洋一 アジア・パシフィック・イニシアティブ理事長　【著者と語る『シンクタンクとは何か　政策
起業力の時代』】

6月13日 30

◆ 馬場伸幸 日本維新の会幹事長、選対本部長　【野党に聞く（5）】 6月14日 21

◆ 川口貴久 東京海上日動リスクコンサルティング戦略・政治リスク研究所主任研究員　【デジタル
時代の選挙介入】

6月14日 50

◆ 内田雅敏 弁護士　【朝鮮半島の今を知る（27）】 6月20日 38

◆ 浅川雅嗣 財務省財務官 6月21日 69

◆ 孔鉉佑 駐日中国大使 6月21日 105

◆ モルテザ・ラフマーニ・モヴァッヘド 駐日イラン大使 6月24日 95

◆ 崔完圭 韓国 元北韓大学院大学総長、信韓大学教授　【朝鮮半島の今を知る（28）】 6月26日 40

◆ 鈴木俊一 東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当大臣 7月1日 43

◆ ムランボ・ヌクカ 国連女性機関（UN Women）事務局長 7月1日 12

◆ 岩下直行 京都大学公共政策大学院教授　【プラットフォーマー規制の論点（3）】 7月8日 60

◆ 林玲子 国立社会保障・人口問題研究所国際関係部長 7月9日 65

◆ 松中権 「プライドハウス東京」コンソーシアム代表　【LGBTのいま（1）】 7月11日 16

◆ 佐々木聖子 出入国在留管理庁長官 7月17日 78

◆ 海部陽介 国立科学博物館人類研究部人類史研究グループ長　【3万年前の航海　徹底再現
プロジェクト】

7月18日 68

◆ 青山瑠妙 早稲田大学大学院教授　【朝鮮半島の今を知る（29）】 7月19日 73

◆ 朱建栄 東洋学園大学教授　【米中争覇（1）】 7月22日 72

◆ 高杉暢也 元韓国富士ゼロックス会長　【朝鮮半島の今を知る（30）】 7月23日 57
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タイトル 日付 人数 詳録
◆ 渡部恒雄 笹川平和財団安全保障研究グループ上席研究員/坂梨祥 日本エネルギー経済研

究所中東研究センター研究理事　【米・イラン 軍事的緊張と核合意の今後】
7月23日 70

◆ 鈴木直道 北海道知事 7月24日 34

◆ 池上正樹 ジャーナリスト/伊藤正俊  KHJ全国ひきこもり家族会連合会共同代表　【大人がひき
こもる社会】

7月24日 42

◆ 松本正生 埼玉大学教授　【2019参院選後の日本 民意を読む（1）】 7月26日 62

◆ 細谷雄一 慶應義塾大学教授　【2019参院選後の日本 民意を読む（2）】 7月29日 45

◆ 横尾宣政 オリンパス粉飾決算事件被告 7月30日 40

◆ 朴喆熙 韓国 ソウル大学国際大学院教授　【朝鮮半島の今を知る（31）】 7月30日 70

◆ 白井聡 京都精華大学専任講師　【2019参院選後の日本 民意を読む（3）】 7月31日 65

◆ 庄司克宏 慶應義塾大学法務研究科（法科大学院）教授　【英新政権とＥＵ離脱を占う】 8月1日 54 詳

◆ 中島岳志 東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授　【2019参院選後の日本 民意を読
む（4）】

8月1日 52

◆ 細野祐二 会計評論家　【著者と語る『会計と犯罪　郵便不正から日産ゴーン事件まで』】 8月2日 52

◆ 待鳥聡史 京都大学大学院法学研究科教授　【2019参院選後の日本 民意を読む（5）】 8月5日 50

◆ 渋野日向子 プロゴルファー 8月6日 187

◆ 森聡 法政大学法学部教授　【米中争覇（2）】 8月6日 57

◆ 津上俊哉 現代中国研究家、国際問題研究所客員研究員　【米中争覇（3）】 8月8日 77

◆ 砂原庸介 神戸大学大学院法学研究科教授　【2019参院選後の日本 民意を読む（6）】 8月9日 38

◆ 開沼博 立命館大学衣笠総合研究機構准教授　【2019参院選後の日本 民意を読む（7）】 8月19日 38

◆ クレイグ・スペンス 国際パラリンピック委員会チーフマーケティング・コミュニケーションオフィサー
/山脇康 国際パラリンピック委員会理事、アギトス財団評議員/マセソン美季 I’mPOSSIBLE ア
ワード日本事務局、国際パラリンピック委員会教育委員/マルクス・レーム ドイツ 陸上競技選
手、リオ2016大会金メダリスト/木村敬一 水泳選手、リオ2016大会銀メダリスト　【「I’
mPOSSIBLE Award」発表会見】

8月21日 63

◆ 田中道昭 立教大学大学院教授　【米中争覇（4）】 8月23日 83

◆ ケマイエス・ジナウイ チュニジア外相 8月28日 27

◆ ジェイミー・ジョセフ ラグビー日本代表ヘッドコーチ 8月29日 88

◆ フィリッポ・グランディ 国連難民高等弁務官 8月30日 30

◆ ジハーン・ペレーラ スリランカ ナショナル・ピース・カウンシル常務理事 9月3日 10

◆ 阿部浩己 明治学院大学国際学部教授　【朝鮮半島の今を知る（32）】 9月5日 85

◆ 泉健太 衆議院議員（国民民主党）　【次代に問う 10年後の政治（1）】 9月9日 29

◆ 小川淳也 衆議院議員（立憲民主党・無所属フォーラム）　【次代に問う 10年後の政治（2）】 9月11日 25

◆ 木原誠二 衆議院議員（自由民主党）　【次代に問う 10年後の政治（3）】 9月13日 34

◆ 杉本和行 公正取引委員会委員長　【プラットフォーマー規制の論点（4）】 9月18日 84

◆ 小林史明 衆議院議員（自由民主党）　【次代に問う 10年後の政治（4）】 9月19日 25

◆ 朴正鎮  津田塾大学教授　【朝鮮半島の今を知る（33）】 9月20日 47

◆ 櫻田謙悟 経済同友会代表幹事 9月24日 38

◆ 吉田浩一郎  新経済連盟理事（クラウドワークス代表取締役社長CEO）　【プラットフォーマー規
制の論点（5）】

9月25日 30

◆ 和田春樹 東京大学名誉教授　【朝鮮半島の今を知る　（34）】 10月2日 69

◆ 遊川和郎 亜細亜大学教授　【米中争覇　（5）】 10月4日 83

◆ ウェイウェイ・ヌー ミャンマー 人権活動家 10月8日 30
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タイトル 日付 人数 詳録
◆ 松田康博 東京大学東洋文化研究所教授　【米中争覇　（6）】 10月10日 70

◆ 上野愛咲美 女流棋聖 10月11日 30

◆ 山梨 俊夫  独立行政法人国立美術館 国立国際美術館長 　【「＜表現の不自由展・その後＞
のその後」　（1）】

10月18日 57

◆ 芝野虎丸  名人 10月18日 45

◆ 浅川伸 日本アンチ・ドーピング機構専務理事　【オリンピック・パラリンピックと社会　（1）】 10月21日 30

◆ 松下修三 日本エイズ学会理事長、第33回日本エイズ学会学術集会・総会会長、熊本大学教
授

10月23日 24

◆ 野田邦弘 鳥取大学地域学部地域文化学科教授　【「＜表現の不自由展・その後＞のその後」
（2）】

10月24日 45

◆ 外村大 東京大学大学院総合文化研究科教授　【朝鮮半島の今を知る　（35）】 10月25日 46

◆ 横大道聡 慶應義塾大学法務研究科（法科大学院）教授　【「＜表現の不自由展・その後＞の
その後」　（3）】

10月25日 30 詳

◆ 津山恵子  ジャーナリスト 10月28日 96

◆ 吉田研作 上智大学特任教授　【英語教育改革の行方　（1）】 11月7日 56

◆ 児玉晃一 弁護士 11月8日 50

◆ 山中伸弥 京都大学iPS細胞研究所所長 11月11日 120

◆ 下山進 慶応義塾大学総合政策学部特別招聘教授 11月12日 110

◆ 篠田徹 早稲田大学社会科学部教授　【連合30年　（1）】 11月12日 42

◆ 鈴木秀洋 日本大学危機管理学部准教授 11月13日 20

◆ 大野元裕 埼玉県知事 11月13日 20

◆ 森泰夫 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会大会運営局次長　【オリンピック・
パラリンピックと社会　（2）】

11月14日 70

◆ 青木有加 弁護士 11月14日 40

◆ 武藤敏郎 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会事務総長　【オリンピック・パラリ
ンピックと社会　（3）】

11月15日 70

◆ 神津里季生 連合（日本労働組合総連合会）会長 　【連合30年　（2）】 11月15日 58

◆ 西村康稔 内閣府特命担当大臣（経済財政政策） 11月20日 73

◆ 五百旗頭真 　【安保改定60年　その功罪と今後　（1）】 11月20日 70

◆ 李栄薫 韓国 歴史学者、『反日種族主義』編著者　【朝鮮半島の今を知る　（36）】 11月21日 120

◆ 中北浩爾 一橋大学大学院社会学研究科教授　【連合30年　（3）】 11月21日 37

◆ 羽藤由美 京都工芸繊維大学教授　【「英語教育改革の行方」　（2）】 11月22日 32

◆ 山下泰裕 日本オリンピック委員会会長　【オリンピック・パラリンピックと社会　（4）】 11月27日 81

◆ 高橋源一郎　【ベルリンの壁崩壊がもたらしたもの　（1）】 11月27日 58

◆ 中尾武彦  アジア開発銀行総裁 11月28日 43

◆ ケント・カルダー アメリカ ジョンズホプキンズ大学高等国際問題研究大学院副学長 11月29日 42

◆ ロー・ダニエル 韓国 アジア・リスク・モニター代表　【朝鮮半島の今を知る　（37）】 11月29日 63

◆ 下村博文 衆議院議員　【英語教育改革の行方　（3）】 11月29日 77

◆ 田中均 日本総合研究所　国際戦略研究所理事長 12月2日 58

◆ 南風原朝和 東京大学名誉教授　【英語教育改革の行方　（4）】 12月2日 31

◆ 山本太郎 れいわ新選組代表 12月4日 76

◆ 北丸雄二  ジャーナリスト 12月5日 14

◆ 渡邊啓貴 帝京大学教授　【ベルリンの壁崩壊がもたらしたもの　（2）】 12月6日 42
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タイトル 日付 人数 詳録
◆ ファン・ボヨン 韓国 韓国YTN東京特派員　【朝鮮半島の今を知る　（38）】 12月6日 48

◆ 重村智計  東京通信大学教授／元毎日新聞論説委員　【朝鮮半島の今を知る　（39）】 12月10日 42

◆ 斎藤幸平 大阪市立大学准教授　【ベルリンの壁崩壊がもたらしたもの　（3）】 12月11日 41

◆ 吉野彰 旭化成名誉フェロー、2019年度ノーベル化学賞受賞者 12月20日 83 詳

◆ 遠藤俊英 金融庁長官 12月20日 81

◆ 津田大介 「あいちトリエンナーレ2019」芸術監督　【＜表現の不自由展・その後＞のその後
（4）】

12月24日 83

◆ 大村秀章 愛知県知事　【＜表現の不自由展・その後＞のその後　（5）】 12月24日 75

◆ 片岡真実 森美術館館長 1月8日 63

◆ 薗浦健太郎 衆議院議員（自由民主党）　【次の10年 若手政治家に問う　（1）】 1月9日 37

◆ 熊野英生 第一生命経済研究所経済調査部首席エコノミスト　【2020年経済見通し　（1）】 1月15日 83

◆ 小林亨  東京2020組織委員会国際局NOC/NPC部部長　【オリンピック・パラリンピックと社会
（5）】 1月16日

38

◆ 田中浩一郎 慶應義塾大学教授 1月17日 87

◆ 中空麻奈 BNPパリバ証券市場調査本部長　【2020年経済見通し　（2）】 1月20日 67

◆ ヴィヴェカ・ロング スウェーデン スウェーデン司法省上級顧問/ヘドヴィク・トロスト スウェーデン ス
ウェーデン検察庁上級法務担当 1月21日

31

◆ ホルヘ・トレド・アルビニャーナ スペイン 駐日大使 1月21日 16

◆ 森健 野村総合研究所上級研究員　【2020年経済見通し　（3）】 1月22日 77

◆ 河野克俊 前統合幕僚長　【安保改定60年　その功罪と今後　（2）】 1月24日 79

◆ 東郷和彦 京都産業大学教授／元駐オランダ大使　【朝鮮半島の今を知る　（40）】 1月27日 58

◆ 李雪連  丸紅経済研究所シニア・アナリスト　【2020年経済見通し　（4）】 1月29日 73

◆ 西村亮  東京2020組織委員会広報局プレスオペレーション部部長　【オリンピック・パラリンピッ
クと社会　（6）】 1月30日

37

◆ 達増拓也 岩手県知事 1月31日 28

◆ 佐々木毅  東京大学名誉教授 1月31日 77

◆ 高田創 岡三証券株式会社理事　【2020年経済見通し　（5）】 2月3日 77

◆ 小笠原欣幸 東京外国語大学大学院准教授 2月6日 45

◆ 中山俊宏 慶應義塾大学総合政策学部教授　【米大統領選の行方　（1）】 2月12日 81

◆ 尾身茂 独立行政法人地域医療機能推進機構理事長　【新型コロナウイルス　（1）】 2月13日 95

◆ 鈴木隼人 衆議院議員（自由民主党）　【次の10年　若手政治家に問う　（2）】 2月13日 28

◆ 朴裕河 韓国 世宗大学教授　【朝鮮半島の今を知る　（41）】 2月14日 85

◆ 畔蒜泰助 笹川平和財団シニア・リサーチ・フェロー　【プーチンのロシア　（1）】 2月19日 65

◆ 小塩隆士  一橋大学教授　【シリーズ人生100年　（1）】 2月20日 49

◆ 中南久志  東京2020組織委員会パラリンピック統括室長、パラリンピック・ゲームズ・オフィサー
（PGO）　【オリンピック・パラリンピックと社会　（7）】 2月21日

43

◆ ポン・ジュノ 韓国 映画監督/ソン・ガンホ 韓国 俳優 2月23日 177

◆ ケビン B. シュナイダー 米国 在日米軍司令官 2月25日 70

◆ 石破茂 衆議院議員（自由民主党）　【安保改定60年　その功罪と今後　（3）】 2月25日 109

◆ 川邊健太郎 ヤフー株式会社代表取締役社長 2月26日 72

◆ 山本章子 琉球大学講師　【安保改定60年　その功罪と今後　（4）】 2月27日 71

◆ マヤ・ムーア  ジャーナリスト/岡田勝秀  双葉ばら園園主 3月5日 21
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タイトル 日付 人数 詳録
◆ 小泉悠 東京大学特任助教　【プーチンのロシア　（2）】 3月9日 57

◆ 岡部信彦 川崎市健康安全研究所所長　【新型コロナウイルス　（2）】 3月10日 95

◆ 神吉知郁子 立教大学准教授　【雇用問題研究会　（1）】 3月16日 25

◆ 宮本雄二 元駐中国大使　【新型コロナウイルス　（3）】 3月17日 91

◆ 松本佐保 名古屋市立大学教授　【米大統領選の行方　（2）】 3月18日 80

◆ 久野明子 　【オリンピック・パラリンピックと社会　（8）】 3月19日 21

◆ 平田麻莉・フリーランス協会代表理事 3月19日 25

◆ 鈴木貴子 衆議院議員（自由民主党）　【次代に問う 10年後の政治　（3）】 3月23日 27

◆ 小熊英二 慶應義塾大学教授　【雇用問題研究会　（2）】 3月23日 55

◆ 夫馬信一  ジャーナリスト　【オリンピック・パラリンピックと社会　（9）】 3月24日 11

◆ ラフマーニ駐日イラン大使　会見 3月25日 45

◆ 小林慶一郎・慶應義塾大学客員教授　【新型コロナウイルス (4)】 3月25日 47

◆ 末松誠・日本医療研究開発機構理事長　【新型コロナウイルス (5)】 3月25日 75

◆ 髙橋正人弁護士/上谷さくら弁護士/加藤氏　【裁判員裁判を問う ～熊谷連続殺人事件の遺
族、弁護士 会見～】

3月26日 25

◆ 今野浩一郎 学習院大学名誉教授　【シリーズ人生100年　（2）】 3月26日 23

◆ 孔鉉佑・中国大使 3月27日 67

◆ 河合純一 日本パラリンピック委員会委員長　【オリンピック・パラリンピックと社会　（10）】 3月27日 23

◆ 柳澤協二  米軍基地問題に関する万国津梁会議委員長/野添文彬  米軍基地問題に関する
万国津梁会議副委員長/宮城大蔵   米軍基地問題に関する万国津梁会議委員

3月30日 26

◆ 松波功 中日新聞社電子編集部記者【オプション講座 デジタル時代のセキュリティ 自分と情報
源を守る】

8月29日

◆ 熊田安伸 NHKネットワーク報道部専任部長【災害と調査報道】

◆ 松波功 中日新聞社電子編集部記者【ネット情報の真贋チェック】

◆ 松井豊 筑波大学名誉教授【記者を災害報道のトラウマから守る～災害取材ロールプレイ～】

◆ 荒木紀貴 中国新聞社報道部デスク/山岡陽輔 TBSテレビ社会部デスク【災害報道の現場から
～西日本豪雨災害】

8月30日

◆ 井上直樹 グーグル・ニュース・ラボ フェロー【災害報道で使えるグーグルサービス】

◆ 近藤誠司 関西大学社会安全学部准教授・元NHKディレクター【災害報道現場のジレンマ クロス
ロード演習で考える】

◆ 「龍Q館」展示室▼ポンプ室▼調圧水槽▼第一立坑 9月2日

◆ 東京電力福島第二原発構内視察 12月3日

◆ Jヴィレッジ取材▼廃炉資料館見学▼福島第一原発視察 12月4日

◆ A班　福島第一原発取材、廃炉資料館見学 2月4日

◆ B班合流　JR東日本常磐線取材（双葉駅、第一前田川橋梁、Jヴィレッジ駅）▼復興庁「福島復
興に関する意識調査結果（第2回）について」井浦義典・同庁参事官/義澤宣明・三菱総研主
席研究員/開沼博・立命館大学准教授

2月5日

◆ Jヴィレッジ施設取材▼中間貯蔵施設取材▼伊澤史朗・双葉町長会見、県・町の特定再生拠
点担当者取材▼A班解散

2月6日

首都圏外郭放水路取材会 9/2 13人

第22回記者研修会 8/29～30 79社109人

東京電力福島第一、第二原発取材団  12/3～4 18社18人

東京電力福島第一原子力発電所取材団   2020/2/4～7 24社33人
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タイトル 日付 人数 詳録
◆ B班　福島第一原発取材、廃炉資料館見学▼解散 2月7日

◆ 河北新報社訪問　「震災後9-10年報道」「防災・減災について」▼南三陸町震災復興祈念公
園取材▼佐藤仁・南三陸町長会見▼同町「南三陸ホテル観洋」　女将・阿部憲子さんの話

2月17日

◆ 須田善明・女川町長会見▼同町災害公営住宅取材▼石巻市　旧大川小学校取材：佐藤敏
郎・「小さな命の意味を考える会」代表の話

2月18日

◆ 小泉信一 朝日新聞編集委員 5月13日 17

◆ 東野真和 朝日新聞編集委員/菊池由貴子 大槌新聞代表 6月1日 18

◆ マーティン・ファクラー 前ニューヨーク・タイムズ東京支局長 6月3日 12

◆ 溝口敦 フリージャーナリスト 7月1日 28

◆ 近野宏明 BS日テレ「深層NEWS」キャスター 9月9日 13

◆ 藤川忠宏 元日経新聞論説委員、弁護士 10月5日 10

◆ 文聖姫 『週刊金曜日』副編集長 11月11日 10

◆ 河原理子 朝日新聞社会部記者 12月3日 11

◆ 野嶋剛 ジャーナリスト、大東文化大学特任教授 1月20日 10

◆ 大久保真紀 朝日新聞編集委員 2月3日 11

◆ 奥山俊宏 朝日新聞記者、澤康臣 共同通信記者 3月5日 12

◆ 日本マイクロソフト （最新技術体験とエクセル講座） 5月11日 25

◆ 金子智樹 日本学術振興会特別研究員/西尾能人 朝日新聞社デジタル・イノベーション本部 6月8日 26

◆ 須藤龍也 朝日新聞編集委員/田中孝憲 報知新聞コンテンツ編集部 9月14日 23

◆ 渡邉宏和 内閣官房まち・ひと・しごと創生本部企画官/和田邦彦 関東経済産業局企画調査課 11月9日 16

◆ 山本智 NHKワールドニュース部/田中孝憲 報知新聞記者/川上貴之 時事通信記者 1月11日 31

◆ 那須隆博副 NHK社会部副部長、今村清人同記者、齋藤恵二郎同記者 3月14日

◆ 奥山俊宏 朝日新聞社記者/上林由宇太 日本経済新聞社政治部記者/横枕嘉泰 朝日新聞
社仙台総局次長

5月18日 36

◆ 奥山俊宏 朝日新聞記者/郡義之 NHKネットワーク報道部/倉辺洋介 日本経済新聞社会部 6月22日 32

◆ 青木紀美子 ＮＨＫ放送文化研究所メディア研究部研究主幹/坂本信博 西日本新聞社編集局
報道センター クロスメディア報道部シニアマネージャー

9月21日 29

◆ 横枕嘉泰 朝日新聞社特別報道部/知野雄介 フジテレビジョン社会部友軍キャップ 10月19日 29

◆ 大場弘行 毎日新聞特別報道部/渡辺秀樹・信濃毎日新聞社編集委員 11月16日 35

◆ 本間純 日経BP社副編集長/小野悠史 ニュースライター/藤本智充 NHK社会部 12月21日 49

◆ 松川敦志 秋田魁新報社編集委員/阿部欣司 テレビ東京「WBS」ディレクター 1月18日 38

◆ 蔵重龍 NHKネットワーク報道部チーフプロデューサー、斉藤直哉 同記者/藤田和也 朝日新聞
社経済部

2月15日 35

◆  日本記者クラブ賞贈賞式・パーティー 5月27日 118

◆ 総会記念講演　新井紀子 国立情報学研究所社会共有知研究センターセンター長・教授、一
般社団法人教育のための科学研究所　代表理事・所長

5月27日 102

一般行事 7回

宮城取材団  2/17～18 9人

記者ゼミ「社会部記者の醍醐味」 11回

土曜記者ゼミ「IT編」 6回

土曜記者ゼミ「調査報道編」 8回
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タイトル 日付 人数 詳録
◆ 日本記者クラブ賞受賞記念講演会　芹川洋一 日本経済新聞論説フェロー/リチャード・ロイド・

パリー ザ・タイムズアジアエディター、東京支局長
6月21日 61

◆ 日本記者クラブ賞受賞記念講演会　金本麻理子 ディレクター、椿プロ代表取締役 8月20日 36

◆ 創立50周年記念パーティー 11月1日 300

◆ 特別賛助会員の会 12月12日 40

◆ 新年互礼会員懇親会 1月17日 148

◆ パパは奮闘中！ 4月9日 85

◆ 山懐に抱かれて 4月15日 38

◆ クリムト　エゴン・シーレとウィーン黄金時代 5月17日 112

◆ 新聞記者 6月18日 258

◆ 工作　黒金星(ブラック・ヴィーナス)と呼ばれた男 6月24日 156

◆ アポロ11　完全版 7月10日 86

◆ お百姓さんになりたい 8月2日 33

◆ 春画と日本人 9月3日 103

◆ 天才たちの頭の中　～世界を面白くする107のヒント～ 9月25日 70

◆ 東京パラリンピック　愛と栄光の祭典 9月27日 40

◆ 閉鎖病棟－それぞれの朝－ 10月8日 73

◆ 国家が破産する日 10月23日 72

◆ アンドレア・ボチェッリ  奇跡のテノール 10月30日 131

◆ テルアビブ・オン・ファイア 11月8日 73

◆ 男はつらいよ　お帰り 寅さん 11月11、
12、18日

200

◆ リンドグレーン 11月15日 70

◆ さよならテレビ 11月26日 122

◆ プリズン・サークル 12月18日 58

◆ 風の電話 1月15日 65

◆ サマショール ～遺言 第六章 2月25日 53

◆ Fukushima 50　フクシマフィフティ 2月27日 167

◆ 最高の花婿　アンコール 3月4日 60

◆ 春を告げる町 3月13日 32

試写会・上映会 23 回
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