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安倍首相と加計理事長の記憶力は大丈夫か

PRESIDENT Online - 21 時間前

学校法人・加計学園の加計孝太郎理事長が、岡山市の学園本部で記者会見を開いた。

愛媛県今治市での獣医学部新設を巡る初めての記者会見だった。 加計理事長は、愛媛

県の文書にある「2015年2月25日」の安倍晋三首相との面会 ...

Litera 毎日新聞 日本経済新聞 下野新聞 朝日新聞

加計孝太郎氏の緊急記者会見、地元記者限定、25分で打ち切り

ハフィントンポスト - 2018/06/19

愛媛県今治市への獣医学部新設をめぐり、加計（かけ）学園の加計孝太郎理事長が１９

日、初めて会見に臨んだ。「総理のご意向」の文書の存在が明らかになって１年あまり。

今も国会で審議され続け、多くの国民が疑念を抱いている問題への ...

加計理事長ついに会見 大地震とW杯の中「わずか2時間前に告知」の思惑

文春オンライン - 2018/06/22

【加計学園問題】 加計孝太郎理事長の会見が失敗だったワケ

Yahoo!ニュース 個人 - 2018/06/20

「記憶もないし記録もない」加計氏 首相面会を否定

TBS News - 2018/06/19

加計氏の会見 国会での解明が必要だ

意見 - 中日新聞 - 2018/06/19

加計孝太郎理事長会見 一問一答

詳細 - 毎日新聞 - 2018/06/19

文春オンライン 毎日新聞 Yahoo!ニュー 産経ニュース ニフティニュース 西日本新聞

すべて表示

Litera

首相辞任まで加計追及 志位氏「野党が徹底共闘」

日本経済新聞 - 2018/06/24

終了後、志位氏は首相が出席する25日の参院予算委員会集中審議でも取り上げると記

者団に強調。森友、加計問題の真相究明には、それぞれ安倍昭恵首相夫人、加計孝太

郎理事長の国会招致が不可欠だとの考えを重ねて示した。 〔共同〕.

安倍首相が加計理事長ゲス会見をトンデモ擁護！ それでも誤魔化せない嘘 ...

Litera - 8 時間前

首相、疑惑一掃至らず 加計氏会見と矛盾

詳細 - 毎日新聞 - 7 時間前

【速報】首相「会見は独特の雰囲気」 加計氏を擁護？

詳細 - 朝日新聞 - 12 時間前

すべて表示

【報ステ】延長国会で集中審議(加計・森友・北朝鮮

テレビ朝日 - 6 時間前

参議院予算委員会で25日、安倍総理出席のもと集中審議が行われ、延長国会での与野

党の論戦が始まった。加計学園の加計孝太郎理事長が19日に会見で「獣医学部新設に

ついて総理と話をしたことはない」と説明したことについて「加計 ...

延長国会、参院予算委の集中審議が始まる。森友・加計問題の追及は ...

ハフィントンポスト - 15 時間前

すべて表示

(
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獣医学部新設問題 首相、疑惑一掃至らず 加計氏会見と矛盾 参院予算委

毎日新聞 - 3 時間前

安倍晋三首相は２５日の参院予算委員会で、学校法人「加計学園」の獣医学部新設を巡り、加計孝太郎理

事長が記者会見で首相との面会を否定したことについて「政府としてその内容や評価についてコメントする立

場にない」と論評を避けた。

BIGLOBEニュース

片山さつき氏「消化不良」(加計理事長の会見

読売新聞 - 2018/06/22

学園の加計孝太郎理事長は１９日の記者会見で、愛媛県の文書に記載されていた

２０１５年２月の安倍首相との面会を否定した。会見について、片山氏は「ちょっと消化不

良だった。学部新設への情熱が伝えられたら違った」と述べた。小池氏 ...

加計理事長、首相との面会否定 獣医学部新設巡り初会見

朝日新聞 - 2018/06/18

【動画】愛媛県今治市での獣医学部新設をめぐり、岡山市内で記者会見を開いた学校法

人「加計学園」の加計孝太郎理事長＝華野優気撮影. 写真・図版 会見する加計孝太

郎・加計学園理事長（右）と柳沢康信・岡山理科大学長＝岡山市北区理 ...

問題発覚後初めて 加計孝太郎理事長が緊急会見

テレビ東京 - 2018/06/18

学校法人・加計学園の加計孝太郎理事長が獣医学部新設の問題について先程から会

見を行っています。一連の問題発覚から加計理事長が公の場に出て話しをするのは初

めてです。加計学園は、愛媛県が国会に提出した文書を巡り、学園 ...

加計理事長の会見のやり口がゲスすぎる！ 大阪地震発生でメディアが動

Litera - 2018/06/18

こんなゲスなやり方があるのか──。さきほど、加計学園の加計孝太郎理事長が岡山市

で会見を開き、愛媛県新文書に書かれていた、面談時に安倍首相が「獣医大学いいね」

と述べたとする件について、渡邉（北村）良人事務局長が「虚偽の ...

加計学園理事長、急遽大阪地震翌日とW杯当日の「ドサクサ紛れ」会見で ...

Business Journal - 2018/06/19

学校法人「加計学園」の加計孝太郎理事長が6月19日に岡山県岡山市の学園本部で記

者会見を開き、獣医学部の新設をめぐって加計理事長と安倍晋三首相との間に面会が

なかったことをあらためて主張した。 5月21日に愛媛県が国会に ...

「うそをうそで塗り固めた」前文科事務次官、加計学園理事長会見にコメント

産経ニュース - 2018/06/19

前文部科学事務次官の前川喜平氏は２０日、学校法人「加計学園」の加計孝太郎理事

長が１９日の記者会見で、愛媛県今治市での獣医学部新設を巡って安倍晋三首相との

面会を否定したことに対し「うそをうそで塗り固めた上に、さらにうその ...

北海道新聞

「うその上塗り」と前川喜平氏 加計孝太郎理事長の会見を批判

西日本新聞 - 2018/06/19

前文部科学事務次官の前川喜平氏は２０日、学校法人「加計学園」の加計孝太郎理事

長が１９日の記者会見で、愛媛県今治市での獣医学部新設を巡って安倍晋三首相との

面会を否定したことに対し「うそをうそで塗り固めた上に、さらにうその ...

前川喜平氏、加計氏の会見は「嘘を嘘で塗り固めた」

日刊スポーツ - 2018/06/20

すべて表示

国会の招致要請あれば「お待ちしている」加計氏会見詳報

朝日新聞 - 2018/06/19

加計孝太郎理事長の記者会見での主なやり取りは次の通り。 ――担当者（事務局長）

が、愛媛県などに首相との面会を伝えた経緯は. 「記録を調べたところ、３年前のことで記

憶にもないし、記録にもなかった。担当者が誤解を生むようなことを ...

首相、加計氏の証人喚問に消極姿勢

佐賀新聞 - 16 時間前

安倍首相は参院予算委員会で、加計学園の加計孝太郎理事長の証人喚問に関して「国

会で自主的に決めることだ」と述べ、消極姿勢を示した。 このエントリーをはてなブック

マークに追加 · シェア ...
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加計理事長の記者会見にコメントせずと首相

佐賀新聞 - 16 時間前

加計理事長の記者会見にコメントせずと首相. 6/25 13:41. 安倍晋三首相は２５日の参

院予算委員会で、加計学園の加計孝太郎理事長が行った記者会見について「政府とし

てその内容や評価についてコメントする立場にない」と述べた。

「加計孝太郎理事長はふさわしいことをやって」自民・石破茂元幹事長が ...

産経ニュース - 2018/06/06

自民党の石破茂元幹事長は７日、自身が会長を務める石破派の会合で、学校法人「加

計学園」の獣医学部新設をめぐる議論が続き国会審議が停滞している状況を念頭に

「（同学園の）加計孝太郎理事長はふさわしいことをやっていただきたい。

石破氏、加計孝太郎理事長の説明求める 「国を一番憂えているのでは」

iza（イザ！） - 2018/06/08

すべて表示

「面会」否定ぶり突出 「学園」の不自然さ露呈

毎日新聞 - 2018/06/01

加計学園の獣医学部新設をめぐり、国や学園との交渉経過をつづった愛媛県文書の余

波が収まらない。国会質疑や関係者の発言などから分析すると、一連の経過と多くの点

で合致している。信頼性を否定する材料が見当たらないなか、安倍 ...

加計学園の面会、架空なら県文書と矛盾 愛媛知事「説明不足」

ハフィントンポスト - 2018/06/01

すべて表示

朝日新聞

太田光、地震翌日に会見した加計理事長「罪深い」

日刊スポーツ - 2018/06/19

爆笑問題の太田光（５３）が、学校法人「加計学園」の加計孝太郎理事長（６６）が大阪で

地震が発生した翌日に会見を行ったことについて、「罪深い」と批判した。 太田は１９日深

夜放送のＴＢＳラジオ「爆笑問題カーボーイ」に出演。加計学園の ...

加計孝太郎理事長が会見（全編動画・後）

日テレNEWS24 - 2018/06/18

加計学園の加計孝太郎理事長が、獣医学部設置をめぐる一連の問題発覚後、初めて

記者会見を行い、愛媛県に対し誤った情報を与えたとして事務局長の処分を発表した。

また、問題となっている安倍首相との面会については、記憶にないと ...

嘘で嘘を塗り固め(加計理事長に逮捕の可能性はあるのか

日刊ゲンダイ - 2018/06/20

司法の鉄槌をくらう日は来るのか――。 愛媛県今治市に新設された獣医学部を巡る問

題で、１９日に緊急会見した加計学園の加計孝太郎理事長のことである。 会見では、

２０１５年２月２５日に安倍首相と面会したかどうかについて「記憶にも ...

「加計孝太郎」の最新情報なら
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