
「ニュース」部門 １６社２５件 （追加応募４件含む）

「写真・映像」部門 １７社２２件 （追加応募５件含む）

「企画」部門 ４１社５０件

合　　計 ４９社９７件

２０２２年度新聞協会賞応募作品一覧



作　　品　　名

国末　憲人

伊藤　嘉孝

木村　俊介

隅　俊之

〈作品概要〉中国新疆ウイグル自治区でのウイグル族らを対象とした収容政策に関して、中国当局から流出した数万件の資料を基
に、キャンペーン「新疆公安ファイル」として特報した。施設内部の写真など価値の高い資料を分析・検証し、収容の実態を明らか
にした。

はやぶさ２取材班

（代表）東京本社編集局科学みらい部次長

「新疆公安ファイル」取材班

（代表）ニューヨーク支局長

毎日新聞社

「新疆公安ファイル」内部資料が暴いたウイグル族収容の実態

〈作品概要〉探査機「はやぶさ２」が小惑星リュウグウから持ち帰った砂にアミノ酸２０種類以上が含まれていたことを特報した。
生命の起源が「宇宙由来」の可能性を示す意味づけをはじめ、はやぶさ計画の技術的な困難、日本や世界の宇宙探査の状況について
も幅広く報じた。

ウクライナ取材班

（代表）ヨーロッパ総局長

朝日新聞社

国土交通省による基幹統計の不正をめぐる一連のスクープと関連報
道

統計不正問題取材班

（代表）東京本社編集局編集委員

〈作品概要〉ロシア軍の侵攻を受けたウクライナの首都キーウにいち早く入り、ロシア軍撤退直後の住民の証言を体系的、継続的に
取材し、虐殺や処刑など残虐行為や無差別攻撃の実態を詳細に特報した。多方面での取材に基づき、戦争の実態を立体的に描いた。

２０２２年度新聞協会賞応募作品一覧
「ニュース」部門（１６社２５件）

被推薦者

朝日新聞社

ウクライナにおけるロシア軍の残虐行為とその被害に関する一連の
緊急ルポと関連報道

朝日新聞社

小惑星「リュウグウ」の砂からアミノ酸検出のスクープと関連報道

〈作品概要〉国土交通省が、基幹統計「建設工事受注動態統計」を無断で書き換えて二重計上し、統計が８年前から過大になってい
たことをスクープした。国内総生産の計算にも関わる重要なデータをめぐる不正は、統計への信頼を根底から揺るがし、社会に大き
な衝撃を与えた。
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作　　品　　名

「ニュース」部門（１６社２５件）

被推薦者

安田　幸一

恒川　良輔

綱嶋　亨

小澤　慧一

〈作品概要〉大学入学共通テストの問題が、試験中にネットを通じて流出した事実を特報した。不正を行った受験生が警察に出頭し
たことや、協力者がいた事実もスクープした。受験生は失格となった。文部科学省はその後、大学入試の実施要項に再発防止策を明
記した。

〈作品概要〉米国の次世代高速炉の開発計画に「もんじゅ」で技術的な蓄積を持つ日本が参加することを２０２２年元日の朝刊で伝
えた。世界的な脱炭素の流れの中、日米が協力して高速炉の実用化を目指す動きは、原子力利用の将来像の検討を急ぐ重要性を浮き
彫りにした。

〈作品概要〉中国が自衛隊の早期警戒管制機（ＡＷＡＣＳ）を仮想標的としている事実を人工衛星写真でスクープし、台湾有事の際
に日本が攻撃される可能性があることを示した。北朝鮮の国連制裁破りや軍備拡張の懸念など東アジアの安全保障を脅かす動きを分
析記事であぶり出した。

〈作品概要〉刑事確定記録を閲覧する手法を使い、桜を見る会夕食会をめぐる政治資金規正法違反事件などで、これまで明らかに
なっていなかった事件当事者の供述や埋もれていた事実を掘り起こした。

日本経済新聞社

東アジアの安全保障をめぐるＯＳＩＮＴ報道取材班

（代表）編集　ビジネス報道ユニットテックグループ

東京新聞

刑事確定記録を活用した桜を見る会夕食会をめぐる事件などの報道
0

編集局社会部

「中国、空自機形の標的設置か」のスクープをはじめとする、東ア
ジアの安全保障をめぐる一連のＯＳＩＮＴ報道

科学部次世代炉問題取材班

（代表）編集局科学部長

「共通テスト流出」取材班

（代表）編集局教育部主任

読売新聞東京本社

「次世代高速炉開発の日米技術協力」に関する一連の報道

読売新聞東京本社

大学入学共通テストの問題流出を巡るスクープと関連報道
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作　　品　　名

「ニュース」部門（１６社２５件）

被推薦者

永原　慎吾

玉嵜　栄次

小林　直秋

渡辺　秀樹

〈作品概要〉生活保護基準引き下げ取り消しを求めた集団訴訟で、原告の訴えを退けた京都、金沢各地裁の判決文が、その前の福岡
地裁の判決文と誤字が同じで、文章も随所で酷似している。判決文をパソコン上でコピーして貼り付ける「コピペ」で作成した可能
性が高い。

〈作品概要〉東京電力福島第１原発の処理水海洋放出をめぐり、海底トンネルを整備し沖合１キロに放出する計画が有力であること
を、２０２１年５月１１日付朝刊で報じた。同年８月２５日の東電の発表に先駆け、水面下で検討された工程を速報し、社会的な関
心に応えた。

岸田文雄氏が自民党総裁選出馬のスクープと一連の報道

共同通信社

「大阪のビル放火殺人事件」取材班

（代表）大阪支社編集局社会部

0

編集局編集委員

信濃毎日新聞社

「判決文『コピペ』か　京都・金沢地裁　誤字も同じ」のスクープ

〈作品概要〉２６人が犠牲となった大阪市の心療内科クリニック放火殺人事件で、通院していた６１歳の男が容疑者として浮上した
ことを警察発表に先駆けてスクープ。放火殺人の手口や犯行に至る準備状況の詳細を連日特報し、容疑者の顔写真も独占入手し配信
した。

「大阪のビル放火殺人」を巡る一連の特報

令和３年９月自民党総裁選取材班

（代表）編集局政治部

産経新聞東京本社

東京電力福島第１原発の処理水海洋放出をめぐる一連の報道
0

編集局社会部

〈作品概要〉令和３年９月の自民党総裁選で、その前年に菅義偉氏に大敗した岸田文雄氏が再起をかけて出馬の決意を固めたことを
スクープした。菅氏退陣で混戦となる中、終盤で旧竹下派（茂木派）が岸田氏支持を決め、岸田首相誕生を決定付ける動きも先駆け
て報じた。

産経新聞東京本社
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作　　品　　名

「ニュース」部門（１６社２５件）

被推薦者

坂本 信博

宮崎　拓朗

明　真南斗

櫻井　慎太郎

〈作品概要〉中国新疆ウイグル自治区に関する当局の公式統計を解析するオープンソース調査報道で、当局が否定しようのない不自
然な不妊処置件数急増や出生率激減をスクープ。現地ルポや当事者の証言も交え、ウイグル族を狙う人口抑制策や人権抑圧の実態を
浮き彫りにした。

〈作品概要〉全国郵便局長会が６億円超の会社経費で購入したカレンダーを政治流用した疑惑をスクープ。自民党から擁立する組織
内候補の選挙に協力する人物を局長採用できるようマニュアルを作成した問題も特報し、政治を巡る郵政グループのいびつな構造を
明らかにした。

西日本新聞社

全国郵便局長会による会社経費政治流用のスクープと関連報道

琉球新報社

「米軍基地とコロナ」を巡る一連の報道

〈作品概要〉新型コロナが急拡大し医療体制がひっ迫する中、幼い命が失われた。自宅療養中の妊婦について入院調整が行われたも
のの医療機関が見つからず、赤ちゃんが死亡する事態が起きていたことを特報。国は妊婦の受け入れ体制の調査を行うなど対策に乗
り出した。

千葉放送局

西日本新聞社

ウイグル　抑圧の実相　～人口抑制などを巡る調査報道

〈作品概要〉２０２１年１２月、米軍キャンプ・ハンセンで働く日本人従業員が新型コロナウイルスの変異株、オミクロン株に感染
したことが発表された。日米地位協定により日本国内の防疫措置に適合せず、住民の安全を脅かす実態が米軍基地内にあることに
迫った。

「米軍基地とコロナ」取材班

（代表）東京支社報道部

日本放送協会

「新型コロナ感染妊婦の搬送拒否で赤ちゃん死亡」のスクープ
0

0

中国総局長

「ひずむ郵政」取材班

（代表）編集局社会部
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作　　品　　名

「ニュース」部門（１６社２５件）

被推薦者

須賀川　拓

神保　圭作

秌場　聖治

石原　未菜

〈作品概要〉木下富美子都議（当時）の選挙期間中の無免許人身事故をスクープ。当局の発表事案ではない本報道がなければ事案自
体が社会に埋もれていた可能性があった。その後の“雲隠れ”は社会問題となり都議会や大阪府議会の「長期欠席には報酬不支給」
の条例改正につながった。

ロシアによるウクライナ侵攻を巡る一連の報道

ＴＢＳテレビ

木下富美子都議が当選前に無免許運転人身事故のスクープ

社会部都議無免許運転事故取材班

（代表）ニュース総局報道局報道センター（前取材セン
        ター社会部）

タリバン復権後、日本メディア初のアフガニスタン独自取材
0

報道局中東支局

ＴＢＳテレビ

ＪＮＮウクライナ取材班

（代表）報道局ロンドン支局長

〈作品概要〉記者は米軍撤退直前の８月、タリバンの幹部シャヒーン報道官に日本メディアとして初めて対面インタビューを行っ
た。１１月には現地を独自取材、タリバン統治下の首都の様子や食糧不足・貧困にあえぐ人々の様子を生々しく伝えた。

〈作品概要〉「ＧｏＴｏトラベル事務局から身に覚えのない長期連泊の確認書類が届いた」。一つの情報提供をきっかけに調査報道
を展開し、政権の目玉政策・ＧｏＴｏトラベルで旅行会社ＨＩＳの元社長や子会社が組織的に給付金を不正に受給していた実態をス
クープした。

〈作品概要〉ロシアのウクライナ侵攻を、ＪＮＮは１月から４か月以上途切れることなくウクライナ国内で取材した。この間、南部
や東部の最前線の状況を報じたのは日本のメディアでＪＮＮだけである。３月にはベラルーシ・ルカシェンコ大統領の単独インタ
ビューも行った。

フジテレビジョン

「旅行会社ＨＩＳ元社長らによるＧｏＴｏトラベル給付金の不正受
給」の調査報道

ＴＢＳテレビ

報道局調査報道番組部調査報道ユニット

（代表）報道局調査報道番組部調査報道ユニット
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作　　品　　名

「ニュース」部門（１６社２５件）

被推薦者

吉田　駿平

松本　麦生

金井　誠一郎

及川　佑子

日本放送協会（追加応募）

〈作品概要〉安倍元総理銃撃事件の発生４日後に、「母の統一教会入会と破産が元凶」「火炎瓶襲撃計画」「圧力鍋爆弾作成」など
容疑者取り調べ全容をスクープ。２５日は警護警察官の証言をスクープ、犯行動機や警備の問題点の考察につながる包括的で重要な
情報を視聴者に伝えた。

２３歳女性死体遺棄事件取材班

（代表）報道局社会部

テレビ朝日（追加応募）

安倍晋三元総理銃撃事件　容疑者の供述全容・警護の警察官証言の
スクープ

0

奈良放送局コンテンツセンター

〈作品概要〉憲政史上で最長期間、総理大臣を務めた安倍晋三氏が演説中に銃撃された事件を、犯行の瞬間を捉えた映像とともに速
報。特設ニュースの中継で当時の状況を的確に伝えたほか、事前に撮影していた映像によって犯行にいたる状況の一端を明らかにし
た。

「安倍元総理大臣　奈良市で演説中に銃撃される」の速報と現場・
スタジオ中継

安倍元総理殺害事件取材班

（代表）報道局ニュースセンター社会部

〈作品概要〉国内で大量に流通する“熊本産”アサリのほぼ全てが中国・韓国産だったことを３年に及ぶ追跡取材でスクープ。報道
後、国と熊本県は重い腰を上げて対策に乗り出した。行政、業者、スーパー、消費者などが複雑に絡み合ったニッポンの食の闇を
追った調査報道。

ＣＢＣテレビ

「熊本産アサリ　産地偽装の実態」のスクープと一連の報道

日本テレビ放送網（追加応募）

「アサリ産地偽装」取材班

（代表）東京支社営業部

２３歳女性死体遺棄事件のスクープと一連の関連報道

〈作品概要〉２３歳の女性が行方不明となった事件で、水面下の捜査を覚知。遺体発見と同時に日本テレビだけがとらえた容疑者映
像などを交えて速報。ＳＮＳで知り合った末に女性が死亡、遺体で発見される社会的インパクトの大きな事件で、起訴まで継続的に
スクープ報道を展開した。
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作　　品　　名

「ニュース」部門（１６社２５件）

被推薦者

稲垣　信

〈作品概要〉東京五輪を舞台にした汚職事件を巡る一連のスクープは、東京地検特捜部による捜査をいち早く詳細かつ正確に報じた
ことで、大会組織委元理事とスポンサー企業との癒着ぶりを社会に初めて明るみに出し、五輪利権の構図を浮き彫りにした。

五輪汚職事件取材班

（代表）編集局社会部主任司法キャップ

読売新聞東京本社（追加応募）

「五輪汚職事件」を巡る一連のスクープ
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作　　品　　名

竹花　徹朗

喜屋武　真之介

今井　拓也

桐原　正道

２０２２年度新聞協会賞応募作品一覧
「写真・映像」部門（１７社２２件）

被推薦者

朝日新聞社

ウクライナ、戦禍に生きる
0

東京本社編集局映像報道部

〈作品概要〉ロシア軍の撤退後、いち早くウクライナ首都・キーウ周辺に入り、破壊された街並みなど、その戦跡を丹念に記録。また、被害
を受けた市井の人々の思いを、５０人以上に及ぶポートレートを通じて伝えたことで、深く重層的な現地報告となった。

毎日新聞社

「アメリカーと呼ばれて」
復帰５０年　二つのルーツに揺れるウチナーンチュ

0

西部本社編集局写真部兼那覇支局

〈作品概要〉太平洋戦争後の米軍統治を経て日本本土に復帰し５０年を迎えた今もなお、多くの米軍基地を抱える沖縄で、米軍関係者をルー
ツに持ち、基地と沖縄の狭間で揺れながら生きてきたウチナーンチュの姿を通じ、基地問題や差別とどう向き合うべきかを問うた作品。

日本経済新聞社

環境アップデート　持続可能な社会に向けて

環境アップデート取材班

（代表）編集　データビジュアルセンター写真映像グルー
        プ部次長

〈作品概要〉脱炭素社会を目指し各地で進む取り組みにレンズを向けた写真特集の連載企画。ＣＯ２を固定させる海藻のブルーカーボンや環
境負荷の大きい動物性たんぱく質を使わない食品開発。紙面１ページを写真で構成し、電子版では映像などビジュアルに展開し表現した。

産経新聞東京本社

悲しみのウクライナ色
0

写真報道局

〈作品概要〉ロシアによるウクライナ侵攻で、露軍の銃撃により息子を亡くした母親が棺（ひつぎ）にすがりつき涙する瞬間を捉えた報道写
真。母親の手にした黄色い花束と真っ青な棺が、くしくもウクライナカラーとなり、同国を覆う哀しみを物語っているかのようだった。
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作　　品　　名

「写真・映像」部門（１７社２２件）

被推薦者

遠藤　弘太

大沼　廉

恵守　乾

大城戸　剛

共同通信社

ウクライナ　戦禍の街から「悲しみは終わらない」
0

ビジュアル報道局写真部

〈作品概要〉ロシアのウクライナ侵攻で息子を失った夫婦をウクライナの首都キーウ近郊のイルピンで取材した。自宅庭で砲弾に倒れた息子
を公園の片隅に埋葬し、泣き崩れる母親と寄り添う父親。戦争は日常を奪い、人を終わりのない悲しみに突き落とす。

共同通信社

泣き笑い、カメラマンと選手がつながった瞬間
0

大阪支社編集局写真映像部

〈作品概要〉連覇が期待されていた北京冬季五輪・スピードスケート女子団体追い抜きで、高木菜那が転倒し銀メダルとなった日本。試合後
のセレモニーを撮影しながら号泣するカメラマンを見た選手たちは、泣き笑いの表情に。撮影者の写真コラムは反響を呼んだ。

産経新聞大阪本社

北新地ビル放火殺人
0

写真報道局

〈作品概要〉２０２１年１２月１７日、大阪・北新地のビル４階にある「西梅田こころとからだのクリニック」に通院中の谷本盛雄容疑者
（６１）＝死亡＝がクリニックにガソリンをまいて火をつけ、２６人が亡くなった。現場を取材したヘリからの写真が緊迫した現場を捉え
た。

北海道新聞社

知床観光船沈没事故の空撮取材
沈没した船体引き揚げに関するスクープ写真と一連の報道

知床観光船沈没事故空撮取材班

（代表）編集局写真映像部次長

〈作品概要〉知床観光船沈没事故で、難航する観光船引き揚げの様子を空撮で取材した。１度は引き揚げられた船は再び落下。その原因と
なったベルトの切断をスクープ撮影し、紙面掲載した。日没ぎりぎりで船が海上に姿を現した場面も、ヘリからとらえ読者に伝えた。
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作　　品　　名

「写真・映像」部門（１７社２２件）

被推薦者

菊池　健生

刈谷　洋文

編集局報道部（映像担当）　　　橘田　俊也

三上　聡一

岩手日報社

白い大陸　神秘の光
0

編集局国際部

〈作品概要〉南極の低温と高緯度、澄んだ空気がもたらす太陽と大気光学現象に焦点を当てた。昭和基地で活動する越冬隊に同行し「沈まぬ
太陽」「太陽の蜃気楼」などを撮影。ハロー（日暈＜ひがさ＞）出現時にドローンで空から「映日」「映幻日」を捉えることに初めて成功し
た。

岩手日報社

戦火の祖国へ　悲しみのウクライナ
0

編集局報道部次長

〈作品概要〉ロシアの軍事侵攻でウクライナの人々は美しい祖国と平穏な暮らしを奪われた。不安や絶望の中で、愛する古里や家族を思う
人々の姿は、東日本大震災後に見た景色と重なる。子どもたちの表情に焦点を当て、理不尽な暴力に翻弄される人々の心情を写した。

山梨日日新聞社

写真連載「リニア新景」
0

編集局報道部部長（映像担当）　広瀬　徹

〈作品概要〉リニア中央新幹線のルートに生まれた「新景」を写真で報じた。リニア営業線は地下が大部分を占め、超高速の移動と引き換え
に、車窓から望む風景は限定的となる見通し。新時代の交通であるリニア路線のイメージを、山梨リニア実験線の姿などを通じて伝えた。

北國新聞社

石川県知事選　保守分裂「ガンバロー」にそっぽ
0
編集局写真部主任

〈作品概要〉全国最多選の現職の引退で、保守分裂の争いで注目を集めた石川県知事選。告示翌日には、ともに自民党県連から「支持」を受
ける２候補の遊説ルートが重なり、「ガンバロー」と拳を上げる候補に聴衆の一部が背を向ける激戦を象徴する異例の場面を切り取った。

10



作　　品　　名

「写真・映像」部門（１７社２２件）

被推薦者

安部　慶彦

板山　康成

中島　雅隆

館岡　篤志

中国新聞社

写真連載｢太田川　恵みと営み｣
0

防長本社編集部（前編集局報道センター映像担当）

〈作品概要〉デルタに発展した広島市にとって「母なる川」である太田川。西中国山地を源に広島市街地で六つの川となって瀬戸内海に注
ぐ。全長１０３キロ。渓谷美や動植物に彩られ、古くから船運や漁、発電などで生活を支えてきた。１年余りかけてその恵みと営みを追っ
た。

読売新聞西部本社

沖縄の海を覆う大量の軽石
0

編集局写真部長

〈作品概要〉２０２１年８月に小笠原諸島付近の海底火山「福徳岡ノ場」から噴出した軽石は、３か月後に約１３００キロ離れた南西諸島の
海岸に漂着した。一面が軽石で覆い尽くされ、漁業や観光業に大きな被害が出た沖縄県恩納村の漁港の様子を一枚の写真で伝えた。

宮崎日日新聞社

カメラルポ　環境異変　自然からの警告
「環境異変」取材班

（代表）編集局写真映像部長

〈作品概要〉便利な生活を求める人類の活動が、自然をむしばんでいる。それは青い海と緑の山が豊かに広がる宮崎県も同じ。環境保全の重
要性を問いかけようと、写真映像部を中心とする取材班が自然界の異変などを県内各地で取材し、ルポルタージュ形式で連載した。

日本放送協会

水中カメラ、ドローン等を駆使した天然クロマグロの大群の撮影
北海道沖クロマグロ撮影取材班

（代表）函館放送局放送部チーフカメラマン

〈作品概要〉北海道南部松前町の沖合で、数千匹におよぶ天然のクロマグロの大群の撮影に成功した。乱獲などで数が激減していたクロマグ
ロだが、漁獲の規制で回復傾向にあり、群れの目撃情報も寄せられていた。様々なカメラを駆使して姿を捉え、実態を映像で裏付けた。
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作　　品　　名

「写真・映像」部門（１７社２２件）

被推薦者

大中　一

久保　聡

平野　和彦

上田　真美

読売テレビ放送

ｙｔｖドキュメント「みのだん～夢　コロナ　青春　強豪ダンス部の
１年～」

報道局報道映像グループ

（代表）報道局報道映像グループ

〈作品概要〉関西屈指の強豪・箕面高校ダンス部の部員たちが、全国ダンス大会への切符を勝ち取ったが、校内で発生した新型コロナの影響
で大会の出場を見送るという厳しい経験をしながらも、高校生として成長していく姿を丹念に描いたドキュメンタリー番組。

毎日新聞社（追加応募）

安倍晋三元首相銃撃事件の写真報道
0

奈良支局

〈作品概要〉２０２２年７月８日の白昼、参院選の応援のため奈良市を訪れていた安倍晋三元首相が、男に突然銃撃される事件が発生。久保
記者は、銃撃直後の安倍氏を至近距離で撮影した。首相経験者が選挙中に殺害されるという前代未聞の事件の重大さを迫真性ある写真で伝え
た。

読売新聞大阪本社 （追加応募）

安倍晋三元首相銃撃事件を伝える一連の現場写真
0

編集局奈良支局

〈作品概要〉２０２２年７月８日、安倍晋三元首相が奈良市で街頭演説中に銃撃されて死亡した。発砲の瞬間を目撃した記者は取り押さえら
れる容疑者を連続写真でとらえ、救急車で搬送される安倍氏の姿を写真に収めた。凶行直後の騒然とする現場の動きを多様な視点で報じた。

朝日新聞社（追加応募）

安倍晋三元首相銃撃事件
0

奈良総局員

〈作品概要〉参院選の投開票日の直前に、街頭演説中の安倍晋三元首相が背後から銃撃され死亡した衝撃的な事件。現場に居合わせた記者は
発生直前の演説から、容疑者確保の瞬間、救命措置を受ける元首相の姿などを余すことなく克明に撮影した。
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作　　品　　名

「写真・映像」部門（１７社２２件）

被推薦者

藤井　博信

酒井　由人

共同通信社（追加応募）

街頭演説中、凶弾に倒れた安倍晋三元首相の写真と映像
0

奈良支局

〈作品概要〉奈良市の近鉄大和西大寺駅前で街頭演説中だった安倍晋三元首相を銃撃した山上徹也容疑者が、警護の警察官に取り押さえられ
る瞬間を捉えた写真。

安倍元首相を銃撃後、取り押さえられる山上徹也容疑者

奈良新聞社（追加応募）

0

編集部写真係長

〈作品概要〉７月８日午前１１時半ごろ、奈良市で行われた参院選の街頭演説で、自民党候補の応援演説をしていた安倍晋三元首相が、男に
銃撃され死亡した。発生直後からの約２０分間で、蘇生措置が取られる元首相や、確保された男の様子を写真と動画で撮影した。
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作　　品　　名

小西　宏幸

藤原　学思

川崎　桂吾

八田　浩輔

ニューヨーク支局

〈作品概要〉陰謀論集団「Ｑアノン」について、米国内外の広がりを追った。謎の投稿者「Ｑ」だと疑われる男には長時間密着し、Ｑアノンに深
く関与していたと示唆する発言を引き出した。日本における広がりにも注目し、陰謀論が社会に浸透している状況に警鐘を鳴らした。

（代表）毎日新聞労働組合委員長（前東京本社編集編成局社
　　　　会部）

毎日新聞社

「厳戒下の祭典で」
コロナ禍で異例の五輪を迎えた都市の表情を記録した一連の報道

連載企画「Ｑを追う　陰謀論集団の正体」と関連報道

「厳戒下の祭典で」取材班

〈作品概要〉新型コロナ感染拡大に伴い緊急事態宣言が出された「厳戒下」で夏季五輪を開くという、未曽有の経験をした開催都市・東京を克明
に描いた。感染者の最多更新が続く中、命の現場で患者と向き合った医師や酒の提供を控えた飲食店主らの様々な肉声や思いを伝えた。

毎日新聞社

連載企画「オシント新時代～荒れる情報の海」と関連報道

〈作品概要〉公開情報から真相に迫る「オシント」の重要度が増している。日本最大級ニュースサイトの読者コメントが改ざんされ、ロシア政府
系メディアに転載されている実態をオシントで明らかにしたほか、各分野の最前線の動向や課題を報じ広範な議論を提起した。

オシント新時代取材班

２０２２年度新聞協会賞応募作品一覧
「企画」部門（４１社５０件）

被推薦者

朝日新聞社

「ＭＩＮＡＭＡＴＡ　ユージン・スミスの伝言」取材班

0

ＭＩＮＡＭＡＴＡ　ユージン・スミスの伝言
朝日新聞デジタル特集「プレミアムＡ」と関連報道

〈作品概要〉「ＭＩＮＡＭＡＴＡ」を記録した米国の写真家ユージン・スミスの作品を軸に、元パートナーのアイリーン・美緒子・スミスさんに
新たに語ってもらった撮影秘話などを交え、公式確認から６５年経ても患者らを苦しめる水俣病の実相をデジタルと大型紙面で伝えた。

朝日新聞社

（代表）東京本社編集編成局外信部

（代表）鹿児島総局長
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作　　品　　名

「企画」部門（４１社５０件）

被推薦者

岡　大介

柳沢　亨之

二階堂　祥生

鷺森　弘

（代表）東京本社編集編成局経済部

（代表）編集　社会・調査報道ユニット調査報道グループ部
　　　　次長

読売新聞東京本社

日本経済新聞社

（代表）編集局経済部編集委員

「岐路の資本主義」取材班

〈作品概要〉気候変動対策を加速させる世界を背景に大変革を迫られる資源小国・日本のエネルギー政策。福島発事故後に突き付けられた宿題を
抱えたまま、解決しなければならない課題は山積み。ビジネスや暮らしに不可欠なエネルギーを「自分ごと」として考えた。

連載企画「再考エネルギー」震災十年、資源小国ニッポンの課題を追
う

読売新聞東京本社

毎日新聞社

連載企画「岐路の資本主義」

デジタル技術が国の統治や経済の仕組み、人間の意識にもたらした激
変を、世界と日本の現場から多角的に報じた企画「奔流デジタル」

再考エネルギー取材班

「奔流デジタル」取材班

（代表）編集局国際部次長

調査報道シリーズ「国費解剖」

〈作品概要〉地球規模で奔流のように拡大する人工知能（ＡＩ）やインターネットなどのデジタル技術が、政治のあり方や経済の仕組み、人間の
意識に激変をもたらしている最新の事情を取材し、課題を考察した。世界各地と日本国内の現場から多面的に、長期にわたり連載した。

〈作品概要〉人々の暮らしを豊かにしてきた資本主義が岐路に立っている。貧富の格差が深刻さを増し、デジタル空間では巨大ＩＴ企業による独
占の弊害が広がる。世界の資本主義の現場を取材し、関連の文学史や論壇の動向も取り上げ、あるべき姿を問題提起した。

〈作品概要〉データジャーナリズムの手法を駆使し、危機対応や経済成長を名目に歳出を膨らませ続ける財政の構造問題に迫った「経済調査報
道」。巨額資金が塩漬けになっている基金や使途を追えない予備費など、見過ごされてきた不透明な資金の流れと無駄をあぶり出した。

「国費解剖」取材班
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作　　品　　名

「企画」部門（４１社５０件）

被推薦者

山本　公彦

藤本　欣也

有田　司

山脇　絵里子

ウクライナ報道チーム

産経新聞東京本社

都道府県版ジェンダー・ギャップ指数取材班

（代表）編集局社会部長

共同通信社

「都道府県版ジェンダー・ギャップ指数」公表と一連のキャンペーン
報道

「データで読む地域再生」取材班

（代表）編集　地域報道センターニュースエディター補佐
　　　　（部次長）

〈作品概要〉世界最低レベルに沈む日本の男女平等度を地域から底上げするため、国内の男女格差の現状をデータで可視化した「都道府県版ジェ
ンダー・ギャップ指数」を加盟社紙面などで公表。足元の課題を読者に示し、取り組みを呼びかけるキャンペーン報道を展開した。

連載「香港　改造」
0

ウクライナ各地の一連のルポ

〈作品概要〉ロシア軍に侵攻されたウクライナで現場取材を重ね、キーウ、ハリコフ、オデッサ、ドニプロなどの主要都市、戦場となった地域、
原発、前線に近い村など多数の現場から８５本のルポを配信。質量ともに厚みのある報道で侵攻の実態を重層的に記録した。

編集局外信部編集委員兼論説委員

（代表）編集局外信部長

〈作品概要〉人口減や少子高齢化、産業衰退…。東京１極集中が加速する反面、地方は疲弊する一方とみられてきた。オープンデータをつぶさに
分析すると、再生の芽がいぶき始めた地域が浮かび上がる。流れにあらがう課題解決の「先進地」から、再生のヒントを追う。

〈作品概要〉香港国家安全維持法（国安法）施行で自由な言論が奪われた香港に滞在し、中国共産党が進める「香港改造」の実態を連載と関連記
事で伝えた。摘発を恐れて香港人の多くが口を閉ざす困難な環境下で、休刊となった蘋果（ひんか）日報元記者らから貴重な証言を引き出した。

連載企画「データで読む地域再生」

共同通信社

日本経済新聞社
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作　　品　　名

「企画」部門（４１社５０件）

被推薦者

中沢　直紀

宝田　良平

渡辺　玲男

黒田　大介

虚実のはざま取材班

（代表）編集局社会部次長

安倍政権の日ロ交渉を追った長期連載「消えた『四島返還』」を柱と
する「＃北方領土考」キャンペーン

北海道新聞日ロ取材班

（代表）編集局東京報道センター部次長

北海道新聞社

〈作品概要〉真偽不明の情報や陰謀論が、社会に混乱や分断をもたらす実態に迫った長期キャンペーン報道。徹底した当事者取材で発信者の意
図、情報に翻弄される人の心理、事実が軽視されるネット空間のゆがみを解き明かし、どう向き合うべきかを多角的に問題提起した。

産経新聞大阪本社

連載「真・治安論」

岩手日報社

連載企画「つなぐ　農・食・命」
0

〈作品概要〉コメ余りと米価下落、食格差の拡大、自死の増加…。新型コロナウイルス禍で危機的状況に陥った「農・食・命」を守るため、地産
地消の推進で農を守り、フードバンクと子ども食堂の輪を広げることで食と命を守るという、岩手ならではの共助の再構築を提唱した。

〈作品概要〉ある日突然、大切な人の命が奪われる。不条理、理不尽な犯罪を起こすのは、多くが前科・前歴のある「再犯者」だ。刑事司法―行
刑―更生のプロセスは果たして機能しているのか。「治安」の課題を探り、真に再犯を防ぐ方策を考えた。

「真・治安論」取材班

編集局報道部専任部長兼編集委員

読売新聞大阪本社

キャンペーン報道「虚実のはざま」

（代表）編集局社会部次長

〈作品概要〉四島から２島へ――。２０１８年１１月、安倍晋三元首相が大きくかじを切ったロシアとの北方領土交渉は、なぜ行き詰まったの
か。１万７千件超の取材メモから交渉の舞台裏に迫った長期連載「消えた『四島返還』」を柱とするキャンペーン。
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作　　品　　名

「企画」部門（４１社５０件）

被推薦者

今里　直樹

喜田　良直

伊藤　英俊

秋山　義仁

山形新聞社

「若者のミカタ」取材班

秋田魁新報社

（代表）編集局報道部副部長

「明日につなぐ地域医療」取材班

福島民報社

連載企画「戻せ　恵みの森に――原発事故の断面」
森林連載取材班

〈作品概要〉東京電力福島第一原発事故で影響を受けたのは避難指示区域だけではない。福島県全体の７割を占め、人々の暮らしを支えてきた森
林にも放射性物質が飛散し、以前の輝きを失った。山林の除染はほぼ手つかずで荒廃が懸念される。恵みの森を取り戻せるのかを問う。

（代表）編集局報道部長
連載企画「明日につなぐ地域医療――本県から探る在り方」

〈作品概要〉東日本大震災と東京電力福島第１原発事故の影響で亡くなる「震災関連死」は今も続いている。遺族の声を丹念に拾い、一人一人の
死からその実態と制度の問題点を教訓として浮かび上がらせ、私たちが次の災害に備えてどうすれば無念の死を防げるのか考えた。

〈作品概要〉全国の先頭を走る秋田の人口減少は、変えられない未来なのか。戦後、全国で最も若者が減り、出生減と人口減の縮小ループに陥っ
た軌跡を描写。若い世代から選ばれる秋田になるため彼らの価値観（見方）を知り挑戦を後押し（味方）するキャンペーンを展開した。

〈作品概要〉人口減少と自治体財政の悪化により、医療介護供給体制の再構築が迫られている。踏み込んだ連携で注目される県内の地域医療連携
推進法人日本海ヘルスケアネットの改革を掘り下げながら、高齢化・過疎化が深刻な山形県から、持続可能な地域医療の在り方を探る。

河北新報社

連載企画「震災関連死に迫る」
報道部震災取材班

（代表）編集局次長兼報道部長

（代表）統合編集本部報道センター社会部次長
連載「若者のミカタ」および人口減少と若者流出を考える一連の報道
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作　　品　　名

「企画」部門（４１社５０件）

被推薦者

中田　和宏

臂　真里緒

五十嵐　啓介

佐藤　大介

震災・原発事故報道取材班

福島民友新聞社

千葉ロッテ・佐々木朗希完全試合達成時の号外発行

〈作品概要〉プロ野球・千葉ロッテの佐々木朗希投手が４月１０日、ＺＯＺＯマリンスタジアム（千葉市）でのオリックス戦で完全試合を達成。
最年少での快挙についての号外を翌日１１日組１２日付紙面に日付のノンブルは１０日のまま入れ込み発行。大きな反響があった。

（代表）編集局報道部長

〈作品概要〉出生数が減少し、少子高齢化が顕著になっている現代において、不妊治療や特別養子縁組など妊娠、出産、そしてその後の子どもた
ちを取り巻く課題を取り上げることにより、「いのち」のありようとその背景を探り、改めて「いのち」の重みを考える長期企画。

「揺らめくいのち」取材班

上毛新聞社

（代表）編集局報道部

〈作品概要〉連合赤軍が群馬県を中心に起こした一連の事件から半世紀を機に、事件を多角的、網羅的に取材し、今に通底するものは何か再考し
た。人が自らを自分以外の何かに仮託した際の心の闇から現代社会の将来像まで、事件を直接知らない３０代の視点で描いている。

上毛新聞社

千葉日報社

〈作品概要〉震災と原発事故から１１年、被災地も報道機関も「伝承」が課題だ。当時のリーダーの決断の記憶と教訓をベテラン記者が連載
「続・証言あの時」で追う。震災報道未経験の若い記者たちは被災者の叫びと復興への発信を受け止めるため、さまざまな挑戦を続けた。

「連赤に問う」取材班

（代表）編集局報道部
連載企画「連赤に問う」

連載企画「続・証言あの時」と震災・原発事故報道の継承への挑戦

0

執行役員編集局長

長期企画「揺らめくいのち」
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作　　品　　名

「企画」部門（４１社５０件）

被推薦者

前島　文彦

豊竹　喬

島田　誠

寺岡　秀樹

〈作品概要〉富士山麓の北富士演習場に存在した米軍基地の米海兵隊部隊が日本復帰前の沖縄に移駐した歴史を、関係者への証言や公的文書に基
づき報じた。また、日米地位協定で米側に認められた特権的な地位や沖縄へのヘイトスピーチなど現代的なテーマを伝えた。

連載企画「Ｆｕｊｉと沖縄　本土復帰５０年」

罪人(つみびと)の肖像

〈作品概要〉リニア中央新幹線の建設工事で出る残土を運ぶ車両が増え、残土置き場の下流で住民が災害の不安を抱える。家々が路線にかかり土
地を追われる集落もある。コロナ禍で価値観や暮らしが変わる中、地域の「土の声」に耳を澄ませ「国策民営」事業の実相を探った。

「土の声を」取材班

（代表）編集局報道部次長

連載「残土の闇　警告・伊豆山」と一連の関連報道

〈作品概要〉悲劇はなぜ起きたのか。「人災」と叫ばれる熱海土石流。死者２７人、不明者１人という惨事の起点は残土ビジネスの末に十数年前
に積まれた盛り土だった。住民はその存在すら知らないまま命を奪われた。運命の日までに伊豆山で何が起きていたのかを追った。

熱海土石流取材班

「罪人の肖像」取材班

（代表）編集局社会部

中日新聞社

信濃毎日新聞社

土の声を「国策民営」リニアの現場から

〈作品概要〉我々の身のまわりで日々起きている事件の背後にあるものを、独自取材でたどった。加害者だけではなく、被害者や加害者の家族な
ど当事者たちの群像を通し、罪を犯すことの意味や、罪を生む温床となった社会のゆがみを、読者とともに考えた。

（代表）熱海支局長

静岡新聞社

「Ｆｕｊｉと沖縄」取材班

（代表）編集局報道部部長兼企画担当

山梨日日新聞社
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作　　品　　名

「企画」部門（４１社５０件）

被推薦者

大成　朋広

小原　広紀

中谷　巌

鈴木　雅人

新潟日報社

〈作品概要〉１８８２年４月６日、自由党総裁の板垣退助が岐阜で暴漢に襲われた岐阜遭難事件から今年で１４０年。「板垣死すとも自由は死せ
ず」の名言が生まれ、自由民権運動の広がりの契機ともなった事件を検証した。

北日本新聞社

（代表）編集局次長兼報道本部長

長期企画取材班

（代表）編集局報道部

「７００万人時代　認知症とともに生きる」取材班

（代表）編集局社会部次長

岐阜新聞社

連載「自由と刃（やいば）　板垣退助岐阜遭難１４０年」と関連報道
統合編集局報道本部生活文化部

（代表）統合編集局報道本部生活文化部長

連載企画「楓（ふう）との約束　薬都プライド」

長期企画「政治はどこへ」

〈作品概要〉衆院選が小選挙区比例代表並立制になって四半世紀。新潟県選出の議員は減り、政治の質も問われるようになった。その歴史と重な
るように、県の勢力も振るわない状況が続く。政治は、地域はどう変わっていったのか。その歩みを検証し、課題や展望を探った。

「楓との約束」取材班

〈作品概要〉３００年以上の歴史と伝統を誇る「富山のくすり」が全国的に知られる中、県内の製薬企業の不正が発端となり、２０２１年から全
国的な医薬品不足が起きた。県民に衝撃を与えた不正と向き合いながら、医薬品を取り巻く現状や課題を多角的な視点から報じた。

〈作品概要〉２０２５年、認知症の人が７００万人を超えるとされる。認知症は病気でなく誰もが将来になる症状ととらえ、認知症の人や家族へ
の取材をもとに、基礎的な知識や情報、ケアの現状や課題を、具体的にわかりやすく、連載や写真特集、深掘りリポートなどの形で掲載した。

京都新聞社

７００万人時代　認知症とともに生きる
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作　　品　　名

「企画」部門（４１社５０件）

被推薦者

小寺　幸治

和多　正憲

井上　誉文

二宮　京太郎

山陰中央新報社

（代表）編集局報道センター社会担当

〈作品概要〉全国の選挙で投票率の低下が深刻だ。とりわけ元国会議員の河井元法相夫妻の大規模買収事件が発覚した広島県では有権者の政治不
信が無関心やあきらめにつながり、投票の棄権にまで波及した。どうすれば政治を有権者に取り戻せるか。地方の現場で方策を探った。

連載企画「みんなの政治」と関連記事

「ワクチン接種を考える」取材班

（代表）米子総局報道部長（前編集局ニュースセンター部次
　　　　長）

原発取材班

「吉備の環（わ）プロジェクト」
連載企画「吉備を環（めぐ）る～地域をみつめ　未来をひらく」
吉備の環ＰＴ（プロジェクトチーム）見聞録
吉備の環アクション

山陽新聞社

連載企画「県都の原発」

〈作品概要〉全国で唯一、県庁所在地に立地する中国電力島根原発。３０キロ圏に約４６万人が暮らし、自力避難が難しい住民の数は全国で最も
多い。電力会社はなぜ再稼働を急ぐのか、避難計画は万全か、首長の判断に民意は反映されるのか、山積する課題と疑問に迫った。

〈作品概要〉ワクチン接種を巡り社会の分断が生じつつある中、ＳＮＳで多様な意見を取材。メリット、デメリットを、連載「ワクチン接種を考
える」「５～１１歳接種を考える」で報じた。子どもの副反応疑い報告を独自集計し、重い症状が一定数あることも明らかにした。

ワクチン接種を考える

〈作品概要〉コロナ禍で一気に加速する環境変化の中、持続可能な郷土づくりに取り組む「吉備の環プロジェクト」。地域の隅々まで歩いて聞き
取った多種多様な情報を踏まえ、地域の魅力を丁寧に発信、地域を巻き込みながら課題解決を目指す連載、記事を展開している。

（代表）東京支社編集部副部長

「みんなの政治」取材班

（代表）編集局報道本部長

「吉備を環る」取材班

中国新聞社

愛媛新聞社
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作　　品　　名

「企画」部門（４１社５０件）

被推薦者

編集局報道部  高井　美咲

久保田　かおり

添田　恭正

坂本　文生

連載企画「どうする？桂浜　現在　過去　未来」
0

高知新聞社

連載「解藩知県」

編集局報道本部報道部社会グループ

（代表）編集局報道本部報道部次長

（代表）編集局部長（前編集局文化部長）

「解藩知県」取材班

読売新聞西部本社

（代表）編集局社会部次長

〈作品概要〉刑事司法が転機を迎え、障害者や高齢者ら生きる力の弱い人を罪に向かわせない地域社会と刑事司法の在り方をテーマに据えた。シ
ンポジウムでは法曹界トップらが討議。連載は第１部「老いと懲役」、第２部「更生とは何か」。支え、支えられる両者の胸の内に迫る。

幡多支社長（前編集局報道部主任）  芝野　祐輔

「ワカモノの現在地」
「ワカモノの現在地」取材班

〈作品概要〉坂本龍馬像などで知られる高知の一大観光地、桂浜。その「現在」「過去」「未来」を３部構成で書いた。最も労力を割き、読者の
関心を呼んだのは闇社会の面々も跋扈（ばっこ）した裏面史を浮き彫りにした「過去」編。残された公文書を読み解き、関係者の証言を集めた。

西日本新聞社

長崎新聞社

〈作品概要〉明治政府が藩を廃して県を設置した廃藩置県から１５０年になるのを機に、九州・山口に残る藩の遺風を取り上げ、県の近代化の歩
みをたどった。東京一極集中が指摘される中、藩と今をつなぎ、豊かな歴史と文化が息づく地方の可能性を発信した。

〈作品概要〉虐待やいじめ、貧困などで生きづらさを抱えながらも懸命に日々を送る若者を描くとともに、支援者側の思いや必要な制度、社会の
在り方を考える企画。若者２００人以上に取材し、３人に１人が「死にたい」と思うなど追い込まれる実態を明らかにした。

刑のゆくえ
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作　　品　　名

「企画」部門（４１社５０件）

被推薦者

高宗　亮輔

三宅　太郎

福元　大輔

島　洋子

沖縄の日本復帰５０年取材班

沖縄タイムス社

（代表）編集局経済部

（代表）編集局地域報道本部政治経済担当部門

復帰５０年に関する一連の企画

翔べ和牛取材班

熊本日日新聞社

（代表）編集局編集委員

〈作品概要〉牛肉の輸入自由化から３０年。霜降り重視の高級路線をひた走ってきた和牛業界は曲がり角を迎えている。家庭では手の届かない価
格、インバウンド需要消失、消費者の嗜好の変化など課題は山積している。畜産王国・鹿児島県から持続可能な和牛づくりを考える。

編集局

〈作品概要〉沖縄の日本復帰５０年に当たる５月１５日付紙面で５０年前の同日付１面を復刻し、同じ主見出し「変わらぬ基地　続く苦悩」を付
けて基地問題の現状を訴える紙面と本紙をラッピングする特別号を発行したほか、「復帰」を多角的に報じた。

くまもと発　♯選挙のリアル

琉球新報社

特別号「変わらぬ基地　続く苦悩」など沖縄の日本復帰５０年に関す
る一連の報道

南日本新聞社

翔（と）べ和牛

（代表）取締役編集局長

「♯選挙のリアル」取材グループ

〈作品概要〉沖縄県が１９７２年５月１５日に日本に復帰してから今年で５０年になる。復帰を経験したのは都道府県単位では沖縄県だけ。復帰
によって県民の生活や心情がどのように変わったのか、復帰とは県民にとって何だったかなどを検証する企画。

〈作品概要〉熊本での国政選挙、地方選で露呈した事象を取り上げたワッペン報道。「政治とカネ」「検証　公選法」「選挙制度」を主テーマと
し、選挙余剰金の不透明な処理、違法献金、障害者・高齢者への配慮を欠く公報や投票所などを通し、現行制度の課題を提起した。
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作　　品　　名

「企画」部門（４１社５０件）

被推薦者

善家　賢

内山　拓

足立　義則

森　政貴

日本放送協会

「最高裁判所裁判官　国民審査　特設サイト」を中心とした投票啓発
キャンペーン

ＮＨＫスペシャル取材班

〈作品概要〉２０２１年の最高裁判所裁判官の国民審査において投票方法や裁判官の経歴、個別の判断等を伝える過去に無い総合的なサイトを開
設。放送とあわせてキャンペーン展開し、形骸化が指摘されていた国民審査への関心を高め、投票判断に資する情報を提供した。

クローズアップ現代「戦火の下の『情報戦』　ウクライナ“虚と実”
の闘い」

（代表）プロジェクトセンターチーフ・プロデューサー

日本放送協会

ＮＨＫスペシャル「忘れられゆく戦場～ミャンマー泥沼の内戦～」

ウクライナ公共放送取材班

（代表）クリエイターセンター＜報道番組センター＞チー
　　　　フ・リード

〈作品概要〉去年２月のクーデター以降、ミャンマー軍の弾圧や攻撃の実態に迫り、国内外で反響を呼んだＮＨＫスペシャルの第３弾。世界の関
心が“ウクライナ危機”に集まる陰で、ミャンマーでは内戦が激化し泥沼の様相を呈している。「オープンソース調査」で現地の実態に迫る。

〈作品概要〉「税金を使った政治家の海外視察」を追跡し、６年間継続的に放送。中でも香川県議の欧州視察では昼から飲酒し、有名観光地を巡
る様子、そして８泊９日で視察は４時間だけという実態をスクープ。裁判所が県に費用を返還させるよう命じた判決につながった。

「国民審査特設サイト」取材・制作チーム

（代表）報道局ネットワーク報道部チーフ・リード

「税金を使った政治家の海外視察」調査報道（代表）報道局報道センターＬｉｖｅ　Ｎｅｗｓ　イット！
　　　　企画班統括デスク

「税金を使った政治家の海外視察」追跡取材チーム

フジテレビジョン

日本放送協会

〈作品概要〉ロシアの侵攻が続く中、戦地の情報を伝え続ける「ウクライナ公共放送」。今回、その臨時放送拠点に、特別な許可を得てＮＨＫの
カメラが入った。情報統制やプロパガンダが飛び交う中、公平公正に伝えようとする戦時下の公共放送の姿に迫る。
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作　　品　　名

「企画」部門（４１社５０件）

被推薦者

野田　雄輔

堀川　雅子

〈作品概要〉２０２０年３月から約２年間、国内の主な製薬会社の新型コロナのワクチン・治療薬の開発を取材、塩野義製薬やＫＭバイオで進む
開発や治験の状況をメディアで初めてカメラを入れて独占撮影した。現在、塩野義製薬は治療薬の承認を厚労省に申請中である。

テレビ東京

報道局経済プロジェクト

（代表）報道局ニュースセンター部長（経済担当兼経済プロ
        ジェクト担当）

読売テレビ放送

ＮＮＮドキュメント’２２「生きる力～神戸連続殺傷２５年　途絶え
た手紙～」

〈作品概要〉１９９７年の「神戸児童連続殺傷事件」について被害者と加害者双方の２５年の軌跡を伝える番組。２人の子供が殺害され「酒鬼薔
薇聖斗（さかきばらせいと）」と名乗った加害者は当時１４歳だった。「償いと謝罪」について１０歳の娘を亡くした父親が初めて心中を語っ
た。

報道局チーフプロデューサー

0

新型コロナの治療薬＆ワクチンの開発を独占取材
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