
習志野市関係新聞記事索引　平成２０年（２００８年）１１月

記事名 掲載日 掲載新聞 件名

秋季関東大会きょう開幕　高校野球 H20.11.1 東京 スポーツ

褒章・県内受章者 H20.11.2 千葉 表彰等

秋の褒章県内１７人　緑綬１団体 H20.11.2 朝日 表彰等

県内の受章者 H20.11.2 読売 表彰等

バイク事故で高校生重体（※） H20.11.2 千葉 事件・事故

事故後に同乗者を残して逃げた疑い、高校生を逮捕（※） H20.11.2 朝日 事件・事故

ユニーク風力発電ズラリ　県内外から２７チーム参加 H20.11.2 千葉 工業

習志野接線制す　秋季関東地区高校野球 H20.11.2 千葉 スポーツ

県代表２校８強　秋季関東高校野球 H20.11.2 朝日 スポーツ

県勢２回戦へ H20.11.2 読売 スポーツ

県勢２回戦へ　秋季関東地区高校野球 H20.11.2 毎日 スポーツ

秋の叙勲県内受章者 H20.11.3 千葉 表彰等

受章した人たち H20.11.3 朝日 表彰等

県内の受章者 H20.11.3 読売 表彰等

瑞宝小綬章　旭日双光章 H20.11.3 日経 表彰等

県内関係は２０８人　秋の叙勲 H20.11.3 東京 表彰等

風力発電競う H20.11.3 読売 工業

高校生が風力発電コンペ H20.11.3 産経 工業

習志野、市柏振り切る　県高校サッカー H20.11.4 千葉 スポーツ

習志野延長サヨナラ４強　秋季関東地区高校野球 H20.11.4 千葉 スポーツ

習志野・八千代４強　高校サッカー県大会 H20.11.4 朝日 スポーツ

習志野延長制す　関東高校野球 H20.11.4 朝日 スポーツ

４強決定　全国高校サッカー H20.11.4 読売 スポーツ

習志野逆転サヨナラ４強 H20.11.4 読売 スポーツ

習志野ベスト４　秋季関東地区高校野球大会 H20.11.4 毎日 スポーツ

お待たせ富士山ナンバー H20.11.5 産経 交通

習志野３３年ぶり決勝へ　秋季関東地区高校野球 H20.11.5 千葉 スポーツ

習志野決勝へ　関東高校野球 H20.11.5 朝日 スポーツ

習志野慶応と決勝　高校野球 H20.11.5 読売 スポーツ

習志野決勝へ　秋季関東地区高校野球大会 H20.11.5 毎日 スポーツ
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記事名 掲載日 掲載新聞 件名

習志野が決勝進出　秋季関東高校野球 H20.11.5 東京 スポーツ

求刑通り無期懲役　習志野の路上刺殺（※） H20.11.6 千葉 裁判・訴訟

求刑通り無期懲役判決　習志野路上強殺（※） H20.11.6 朝日 裁判・訴訟

強盗殺人で無期懲役（※） H20.11.6 読売 裁判・訴訟

通り魔殺人に無期懲役判決（※） H20.11.6 産経 裁判・訴訟

故人への愛一冊に　メモリアルブック H20.11.6 読売 文化

習志野逆転許し準V　秋季関東地区高校野球 H20.11.6 千葉 スポーツ

習志野準優勝　関東高校野球 H20.11.6 読売 スポーツ

習志野準優勝　秋季関東地区高校野球 H20.11.6 毎日 スポーツ

素直さ生かし選抜へ　高校野球関東大会慶応V H20.11.6 産経 スポーツ

習志野が選抜出場へ　秋季関東高校野球 H20.11.6 東京 スポーツ

受賞者９人表彰　作文コンクール H20.11.7 読売 文学

災害時に高齢者を支援　名簿作成し関係機関に配布 H20.11.7 千葉 消防・防災

重症負わせた容疑（※） H20.11.8 読売 事件・事故

BR実籾勢制す　県高校ライフル H20.11.8 千葉 スポーツ

赤ちゃん「残った」 H20.11.9 読売 レジャー

高齢者を地域で支えよう　習志野市で検討会議が発足 H20.11.11 千葉 社会

２２００事業者に概要パンフ　国の緊急保障制度受け H20.11.11 千葉 経済・商業

市船橋猛攻５得点　県高校サッカー H20.11.11 千葉 スポーツ

決勝は八千代―船橋　全国高校サッカー H20.11.11 読売 スポーツ

習志野でも６万被害 H20.11.12 千葉 事件・事故

コンビニ強盗６万奪い逃走 H20.11.12 読売 事件・事故

習志野でコンビニ強盗 H20.11.12 東京 事件・事故

ドイツ捕虜の調べ永遠に　収容所跡地に記念碑 H20.11.12 千葉 郷土

「ドイツ捕虜楽団」記念碑を除幕　遺族の写真提供で実現 H20.11.12 朝日 郷土

オーケストラ碑除幕　ドイツ捕虜と住民の音楽交流記念 H20.11.12 毎日 郷土

ドイツ捕虜が奏でたウィンナワルツ H20.11.12 産経 郷土

「くるくる研究会」が県代表　温暖化対策コンテスト H20.11.12 読売 環境

３歳棚から転落、重体　ひもで縛り監禁致傷（※） H20.11.13 千葉 事件・事故

市役所で火災発生！　本番さながら防災訓練 H20.11.13 千葉 消防・防災
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独兵捕虜は親善大使　市教育委員招き講演会 H20.11.13 毎日 郷土

昏睡強盗の疑いで男２人逮捕（※） H20.11.14 千葉 事件・事故

昏睡強盗の疑いで２人を逮捕（※） H20.11.14 朝日 事件・事故

３歳虐待起訴（※） H20.11.14 読売 事件・事故

昏睡強盗で２人逮捕（※） H20.11.14 東京 事件・事故

グリーングローブ認証取得　習志野・谷津干潟自然観察センター H20.11.14 千葉 谷津干潟

受賞者、喜び新たに　学生科学賞県表彰式 H20.11.15 読売 高校

エコ運営国際認定　谷津干潟自然観察センター H20.11.16 読売 谷津干潟

捕虜オケとの交流後世に　習志野に碑建立 H20.11.17 読売 郷土

比較検討が大切　お金の賢い使い方学ぶ H20.11.19 千葉 中学校

女児側と示談成立　ブランコから落下しけが H20.11.21 毎日 事件・事故

慰謝料など支払い女児側と示談成立　習志野市の公園遊具の修理ミス H20.11.21 東京 事件・事故

PAC３で抗議活動　２４日、基地周辺で H20.11.21 東京 社会

船橋、ミニバイクの高校生死亡（※） H20.11.22 千葉 事件・事故

手作りで街華やか H20.11.23 読売 文化

１６議案を提出 H20.11.26 千葉 市議会

「蟹工船」ブームの背景は　多喜二研究者が解説 H20.11.28 毎日 文学

盗撮で会社員逮捕（※） H20.11.29 千葉 事件・事故
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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。


