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NHKニュース深読み、ニュース深読み、2012年年9月月22日日
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by HayakawaYukio

津田大介、江川紹子、山田まりや、小野文恵。

話題はデモと世論調査。 
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Mikijan21
2012/09/22 08:46:26

来た来た。江川さんと津田さん出る。 #nhk

movieslife
2012/09/22 08:48:23

お、津田さん #NHK 出演なう。原発問題のネタか。

hitachiIde
2012/09/22 08:48:58

NHK　すごいねえ　山田マリアと金髪津田とネコ好き姉さんかー　＃NHK

inokie
2012/09/22 08:49:04

毎週金曜日の官邸デモのニュースがニュース深読みで取り上げられた。ブタくんが再選されたので解禁っ
てことだな。 #NHK

utopiano
2012/09/22 08:51:08

津田さん、しょこたん。「どうなる原発ゼロ 民意は生かされる！？」 #NHK

mama_jp
2012/09/22 08:51:38

デモ=集団で圧力をかける行為、と。 #nhk

casseroleeditor
2012/09/22 08:51:50

NHK深読み「どうなる原発ゼロ、民意は生かされる？」　江川紹子 @amneris84 さんも出演中。#n
hk

mediage48bot
2012/09/22 08:52:47

#nhk 津田さんと江川さんが(ﾟ〇ﾟ;)

nobukatagiri6
2012/09/22 08:53:03

江川紹子さんや、津田さんも出てる。 #NHK

a_flake_of_snow
2012/09/22 08:53:51

江川紹子さんの立ち位置は、どっちだ？ #nhk #genpatsu

官邸前デモについて、いままでの経緯を解説しとる。 #NHK
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utopiano
2012/09/22 08:54:01

官邸前デモについて、いままでの経緯を解説しとる。 #NHK

pongyuf917
2012/09/22 08:54:53

NHKニュース深読み　あの江川紹子さんが「反原発デモ」のコメンテーター？、さあどんな言論誘導をす
るのでしょうか？#NHK

shigeo_sato
2012/09/22 08:54:54

週間ニュース深読み、オモロイよ。 #NHK

inokie
2012/09/22 08:55:49

津田大介発見！ニュース深読み。山田まりや、増田英彦（ますだおかだ）はなんでコメンテーターなの？
いい事言われても脳に響かないと思うよ。 #NHK

sakunary
2012/09/22 08:55:53

#NHK 深読みで原発デモについて特集している。このデモの拡がりの背景には、各地での「子どもを放
射能から守る」運動が起こったことと無関係ではない、と個人的には考えている。

macerino
2012/09/22 08:56:49

津田さん達すごいメモとってる #nhk

sakunary
2012/09/22 08:57:26

まず、そこで、放射能を心配する親（に限らず）が繋がった。ML、SNSを通じて、情報や意見が非常に
活発に飛び交った。そこで、原発関連の政策的動向、運動の状況も広く伝えられたのである。

a_flake_of_snow
2012/09/22 08:57:58

江川紹子さん、緊張してる…。原発ゼロに、反対意見を投じる立場かな？ #nhk #genpatsu

ma_kuroki
2012/09/22 08:58:44

#nhk つけたら @tsuda がデモの件でしゃべっておる（生

pyopyou
2012/09/22 08:59:30

山田まりやのほうがビミョーだ。デモに行く友達まともだろ。#nhk

arisecret
2012/09/22 09:01:05

反原発デモについて #NHK で話をしてる。…小野アナ「デモでナニシテルンデスカ？」ってw…行けばわ
かるよ。行って、見なくちゃいけないでしょ。

sakunary
2012/09/22 09:01:07

#nhk 津田大介さん、原発デモは、シングルイシューでの強みを発揮したと指摘。

sonomix
2012/09/22 09:01:34

今朝の深読み、津田さんに萱野さんに江川さんかー。 #nhk

mediage48bot
2012/09/22 09:01:34

#nhk 津田さん、いつものノートPCがない(つд`)

menmichan
2012/09/22 09:02:26

#NHK #週間ニュース深読み で、脱原発デモとは？をやってる。毎週2時間という時間で、ゲストの山
田まりやが「自分と待ち合わせしていた友人が自分と会う前に、ちょっとデモに行ってきてて、これもらっちゃ
ったと光る輪をもらってるのを見て、なんか微妙と思った」とのコメント。
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産地別 すぐわかるうるし塗りの見わ
け方 

実録・ドキュメント893 THE 暴走族
レディース 貴女編 [DVD] 

司法が認定した日本軍「慰安婦」―
被害・加害事実は消せない! (かもが
わブックレット) 

アメリカでもＤアメリカでもＤr.シーラボシーラボ
ドクターシーラボ公式通販サイトOPEN 今なら"お試
しセット"無料プレゼント
cilabousa.com

円高円高60円と株大暴落の前兆円と株大暴落の前兆
14万人が受講した株の学校メール講座 現役プロから
学べる無料の25日間とは
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新製品新製品  ハンディスペアナハンディスペアナ
小型・軽量・バッテリ4時間・低価格！ 平均雑音レベル
－127dBm。デモ機有り
www.micronix-jp.com/

笑点笑点DVD
笑点. 放送日: 5/27-6/17. 大喜利歌丸 爆笑初夏のドライ
ブなど.送料無料あり
www.japanesedvdstore.com

1ドルドル100円と日本株復活の気配円と日本株復活の気配
14万人が受講した株の学校メール講座 現役プロから学べる
無料の25日間とは
www.kabunogakkou.com

関西電子の放射線機器関西電子の放射線機器
放射線機器・システムの 開発・製作
www.kansaidenshi.co.jp
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Like 13,241

Sign Up Create an account or log in to see what your friends are recommending.

iOS6ででgoogle mapととyoutubeを外した本当の理由を外した本当の理由

45 people recommended this.

【話題の画像】見ていたい女の子と彼女にしたい女の子「かわいい系よりサバサバキレイ系の方が実はモテる？」【話題の画像】見ていたい女の子と彼女にしたい女の子「かわいい系よりサバサバキレイ系の方が実はモテる？」

28 people recommended this.
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study2007 3 days ago
0

なんか山田まりやの口角が下がってるっぽいのが気になって気になって、、、

karitoshi2011 3 days ago
0

NHKの城本解説委員が、口の端で山田まりやをあざ笑っていたことを確認。浅く語るメンバーを集め、
江川紹子にも殆ど語らせないで、『深読み』はタイトルに偽りあり。

mami_tanaka 3 days ago
0

いちおう確認ですが、口角が下がっていたのは竹内ではなく山田ですね？

study2007 3 days ago
0

ですです。せっかくのお顔立ちが、、、みたいな？w

belcantohana 3 days ago
0

津田大介さんが原発ゼロと核燃料サイクルは成立しないと力説、山田マリア、ウンウンと同意してたみた
いけど、小野アナに「今日は民意をテーマに考えてるゴニョ！」とこの話打ち切り・・・

pochipress 3 days ago
0

いま棒読み再生中。江川さんは直接民主主義への懸念を表明して時間切れになったんだね。デモに対
する評価もそう。ぼくは頭悪いけど、だれが何を念頭に話しているかぐらいはわかる。

lautrea 2 days ago
0

早川教授は私をブロックしてるのになぜ私に無許可でつぶやきをまとめに使ってるのですか？ブロックしてる
のに見れるわけですか。変わった人ですね。次からはブロックを外して掲載許可を取ってくださいね。

paaruhan 1 hour ago
0

「早川マップはデママップ。その事実を隠蔽するためにブロックを多用する迷惑な詐欺師。」http://tog
etter.com/li/379479 　をトゥぎゃりました。青プリンの病的なブロックと病的なまとめ作りは、単なる逃
亡劇です。

iOS6にしたらFacebookとiPhone.. 
216 users

死ぬほど綺麗だったらしい本日の夕焼けと虹の
画像.. 48 users

空港で荷物待ってたら海老のおすしが流れて
きた！！  24 users

「最狂のふたり」 5 users

ただ、「読みました」と言いましょう(笑)　
301 users

iOS6でgoogle mapとyoutube.. 
215 users

もっと見るもっと見るもっと見るもっと見る
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paaruhan 3 minutes ago
0

「フクシマのセシウムは、134と137がベクレルで等量。この時シーベルトの比は2.5:1.0になる」のソー
スは？半減期2年の134がたった2.5倍なの？どの時点の話。減衰率に応じて色を薄くしなくていいの
？だいたいチェルノは5年後だし、日本の降水量は3倍でウェザリング効果は強力だし。

paaruhan 1 minute ago
0

どうして、あんなデママップを恥ずかしげもなく公開し、販売までできるの？ブロックして反論は封印できる
から平気なの？それで科学者のはしくれ？素人の抗議に反論もできないくせに、いつまでもデマを拡散
するのは止めなさい！

paaruhan now
0

と抗議しても、ブロック＆投稿削除で、「なかったこと」にされるんだろうね（笑）どういう神経構造なの？不
思議でならない。一度、心療内科に受診することをお薦めします。
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