
習志野市関係新聞記事索引　平成１８年（２００６年）６月

記事名 掲載日 掲載新聞 件名

路上で両親殺害し自殺　２２歳、何度も刺す（※） H18.6.1 千葉 事件・事故

悲鳴近所に響く　早朝の路上、住民ら目撃（※） H18.6.1 朝日 事件・事故

次男の退学届直前に父提出　千葉の両親殺害（※） H18.6.1 朝日 事件・事故

早朝の住宅街に悲鳴　習志野の両親殺害・自殺（※） H18.6.1 読売 事件・事故

「すごい形相で････」　習志野の両親刺殺（※） H18.6.1 毎日 事件・事故

先月に自主退学　両親刺殺の２２歳（※） H18.6.1 毎日 事件・事故

逃げる両親刺殺　２２歳二男、自殺（※） H18.6.1 産経 事件・事故

早朝の惨劇街騒然　習志野両親殺害（※） H18.6.1 産経 事件・事故

主張　殺伐社会変えるのは家族 H18.6.1 産経 事件・事故

二男の動機解明急ぐ　習志野両親刺殺（※） H18.6.1 日経 事件・事故

「怖くて戸締りした」　近隣住民に衝撃（※） H18.6.1 東京 事件・事故

ポスター・標語コンクール入賞者 H18.6.1 千葉 文化

試食販売自前で　イオンが新会社献立なども提案 H18.6.2 朝日 経済・商業

台所で母を襲う？　習志野殺害事件（※） H18.6.2 朝日 事件・事故

二男、以前から暴力　両親殺害（※） H18.6.2 読売 事件・事故

死因は失血死　習志野・刺殺された両親（※） H18.6.2 毎日 事件・事故

台所から玄関まで血痕　母親刺して追う?（※） H18.6.2 産経 事件・事故

両親の死因は失血死　習志野の事件（※） H18.6.2 東京 事件・事故

伝説をつむぐ　阿武松広生編１ H18.6.2 読売 スポーツ

習志野市議会 H18.6.3 朝日 市議会

第２３回日本少年軟式野球千葉日報杯県大会　精鋭１６チーム参加今日開幕 H18.6.3 千葉 スポーツ

伝説をつむぐ　阿武松広生編２ H18.6.3 読売 スポーツ

習志野など２回戦突破　県定通制軟式高校野球第２日 H18.6.4 千葉 スポーツ

技と速さ上級生翻弄　玉田選手 H18.6.4 読売 スポーツ

広域行政で研究会　船橋など７市 H18.6.6 日経 行政

がれきの上もスイスイ　新型救助用ロボット公開 H18.6.6 千葉 大学

災害救援　ロボに任せろ H18.6.6 日経 大学

新型レスキューロボットを公開　千葉工大 H18.6.6 東京 大学

四季折々、絵手紙に　郵便局で恒例の作品展 H18.6.6 千葉 文化

伝説をつむぐ　阿武松広生編３ H18.6.6 読売 スポーツ
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「開票で不正経費返還を」　元市議が監査請求 H18.6.7 朝日 選挙

「開票作業で不正」　元市議が監査請求 H18.6.7 読売 選挙

生き物の生態や保護など　干潟の学校 H18.6.8 千葉 谷津干潟

伝説をつむぐ　阿武松広生編５ H18.6.8 読売 スポーツ

仕出し弁当で２５人が食中毒 H18.6.9 千葉 事件・事故

市川の弁当店で２５人が食中毒に　３日間営業停止 H18.6.9 朝日 事件・事故

高校教師、電車内で痴漢の疑い（※） H18.6.9 朝日 事件・事故

合唱発表会参加者２５人が食中毒症状 H18.6.9 毎日 事件・事故

合唱発表会で食中毒 H18.6.9 東京 事件・事故

伝説をつむぐ　阿武松広生編６ H18.6.9 読売 スポーツ

伝説をつむぐ　阿武松広生編７ H18.6.10 読売 スポーツ

電車と接触し重体　京成津田沼駅で男性 H18.6.11 千葉 事件・事故

京成線で電車に接触、男性重体（※） H18.6.11 朝日 事件・事故

特急電車に接触頭打ち男性重体 H18.6.11 読売 事件・事故

習志野・京成津田沼駅で接触事故 H18.6.11 毎日 事件・事故

関係者ホッ大きく育て　セイタカシギのヒナ谷津干潟で２羽誕生 H18.6.11 毎日 谷津干潟

セイタカシギ孵化　「谷津干潟の日」かわいいお客 H18.6.11 産経 谷津干潟

セイタカシギのヒナ誕生　「最高の贈り物」 H18.6.11 東京 谷津干潟

第５３回全国高校定時制通信制軟式野球大会 H18.6.11 朝日 スポーツ

１０代コーナー好評　習志野市立大久保図書館 H18.6.13 朝日 図書館

「若者自立塾」が４期生募集説明会 H18.6.13 千葉 社会

「談合関与なかった」　習志野市工事 H18.6.13 朝日 行政

伝説をつむぐ　阿武松広生編８ H18.6.13 読売 スポーツ

伝説をつむぐ　阿武松広生編９ H18.6.14 読売 スポーツ

探知機 H18.6.15 千葉 警察・防犯

痴漢を気づかれ女性にかみつく（※） H18.6.15 読売 事件・事故

女性の手首をかんだ男を逮捕（※） H18.6.15 産経 事件・事故

伝説をつむぐ　阿武松広生編１０ H18.6.15 読売 スポーツ

潮風バック健康づくり　茜浜パークゴルフ場オープン H18.6.15 産経 スポーツ

草刈り提案パートに「ノルマ」　店長、強制を否定 H18.6.16 朝日 経済・商業
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伝説をつむぐ　阿武松広生編１１ H18.6.16 読売 スポーツ

きょう抽選会　高校野球県予選 H18.6.17 千葉 スポーツ

伝説をつむぐ　阿武松広生編１２ H18.6.17 読売 スポーツ

第８８回全国高等学校野球選手権千葉大会 H18.6.18 千葉 スポーツ

伝説をつむぐ　阿武松広生編１３ H18.6.18 読売 スポーツ

伝説をつむぐ　阿武松広生編１４ H18.6.20 読売 スポーツ

電車と接触、重傷 H18.6.21 読売 事件・事故

伝説をつむぐ　阿武松広生編１５ H18.6.21 読売 スポーツ

思い出の作品で２０周年の写真展　全日写連習志野支部 H18.6.22 朝日 文化

ダイエー店舗跡売却へ　日生、習志野市長に伝える H18.6.23 朝日 経済・商業

先制ゴール忘れない　玉田、巻選手へ惜しみない拍手 H18.6.24 東京 スポーツ

小中学生１１９人任命　習志野「キラット・ジュニア防犯隊」 H18.6.25 産経 警察・防犯

習志野市議会 H18.6.27 朝日 市議会

高校野球千葉大会チーム紹介 H18.6.28 毎日 スポーツ

２人に市長賞　習志野高のボクシング部員 H18.6.28 東京 スポーツ

県内から２９２人　毎日書道展無鑑査会友 H18.6.29 毎日 文化

緻密な試合運び長所　習志野　１点ずつ確実に得点　東邦大東邦 H18.6.29 千葉 スポーツ

総合力で勝負の強豪　習志野　好機逃さぬ堅実野球　実籾 H18.6.30 千葉 スポーツ
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◎「事件・事故等」で被害者等の個人のプライバシーに係る記事（記事の後ろに※印）は、別のファイル
に綴っていますので、ご覧になりたい方はカウンターに申し込んで下さい。


