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名前 肩書（職業） 居住地 得意分野 希望地域
愛敬　浩二 名古屋大学大学院法学研

究科教授
愛知県 憲法９条、政治情勢、立憲主義（歴

史と理論）
日程が可能であれば
特になし

青木　宏治 高知大学人文学部教授 高知県 教育問題、平和思想、アメリカ憲法 四国、要望により四
国以外も可

青木　正芳 弁護士 宮城県 ①９条、２５条関係。②文化と憲法 東北６県
浅井　　薫 詩人 愛知県 詩を書いている。元名古屋市職労

副委員長。「暮らし」「権利「地方自
東海地方

浅倉むつ子 早稲田大学教授 東京都 女性、労働問題。例）ジェンダー平
等社会をめざして―平和を守るた
めに条約を活用しよう　例）国連女
性差別撤廃条約の30年　その他男
女共同参画や同一価値労働同一
賃金原則など、専門の労働法、ジェ

日程が可能であれば
特になし

莇　　昭三 全日本民医連名誉会長 石川県 戦争と医療。』戦争と国民生活。２５
条など

鰺坂　真 関西大学名誉教授　全国
革新懇代表世話人

京都府 哲学・思想・政治情勢 どこでも

足立　英郎 大阪電気通信大学助教授 大阪府 ９条。教育改革・教育基本法。改憲
論天谷　和夫 元群馬大学教授 東京都 持続可能な社会の立場から９条の
意義と先進性を。リオ宣言、アジェ
ンダ21に則り、21世紀には改正でな
く、世界にひろげていくべき

雨宮　昭一 獨協大学教授 茨城県 占領と９条。脱戦後体制と９条。日
本ナショナリズムと９条

新井　章 弁護士 東京都 憲法9条裁判（砂川事件から名古屋
イラク訴訟まで）

高齢につき遅い時
間、遠方の会は不可

新垣　進 琉球大学名誉教授・日本
科学者会議沖縄支部代表

沖縄県 １．沖縄米軍基地問題の憲法視座
からの解明　２．幸福追求権のため
の民主化と平和　３．生存競争から
共助共栄の世界へ転換する緊要性
１～３の組み合わせも可

新崎　盛暉 沖縄大学名誉教授・沖縄
平和市民連絡会代表世話

沖縄県 政治情勢（安保・沖縄・尖閣・その
他）

安斎　育郎 立命館大学名誉教授 京都府 政治情勢。 かなり広い間口の話
ができるが本当に忙
しいのが実情。

安藤　実 静岡大学名誉教授・谷山
財政税制研究所理事

静岡県 財政問題（税制、国債など）　憲法９
条と財政法

特になし

飯田　泰雄 鹿児島大学名誉教授・か
ごしま九条の会代表幹事

鹿児島
県

憲法９条、日米安保

家　　正治 姫路獨協大学教授 兵庫県 ９条と国際法
兵庫県およびその周
辺

五十嵐　仁 法政大学教授 東京都 政治情勢、活憲、労働問題 特になし
池　享 一橋大学教授 東京都 日本史に関すること

池田香代子 翻訳家 東京都 文化と憲法 半年くらい先でないと
おこたえできないかも
しれない。やさしい話
しかできない

池辺　晋一郎 作曲家 東京都 「話のみ」は原則としてやらない。ピ
アノを使ったり合唱を伴うなど、音楽
をからませた企画に限る

タイトルは決めるがレ
ジュメは作らない。レ
ジュメを要する講演
はお断りしている。

石川　文洋 報道写真家 長野県 この目で見てきた戦争と憲法９条 どこでも
石川　勇吉 真宗大谷派報恩寺住職 愛知県 仏教・真宗の教えと憲法９条／真宗

大谷派の戦争責任と「不戦決議」／
一僧侶（私の父）の戦争協力と懺悔
／「愛知宗教者九条の会」「宗教者
九条の和」の実践とこれから

特になし

石坂　　啓 漫画家 東京都 教育問題など

九条の会アピール賛同者による講師団名簿



石田　　雄 政治学研究者 東京都 ９条。文化と憲法。専門は政治学、
近代史。学徒出陣以後の戦争体
験。戦時中の軍国主義体験とその
分析

セミナー方式で市民
とじっくり話せるよう
な。遠出はできない、
都内の便利なところ。

石田　法子 弁護士 大阪府 ９条 大阪　難しい話は苦
手。女性グループか
らの要請歓迎

石山　久男 歴史教育者協議会元委員
長

東京都 平和。歴史。教育。教科書 特になし
伊勢﨑賢治 東京外国語大学大学院教

授
東京都 平和構築と紛争予防、９条

板井　　優 弁護士 熊本県 公害・環境問題 特になし
一海　知義 神戸大学名誉教授 兵庫県 文化と憲法。憲法の言葉（その字義

と歴史）
兵庫県、大阪府、京
都府

伊東　史朗 人形劇団ひとみ座代表 神奈川
県

人形をつかってのパフォーマンス。
紙芝居なども可能

特になし

伊藤　博義 宮城教育大学名誉教授 宮城県 ９条・２５条関係（専門は労働法、社
会保障法）

仙台市中心に近隣地
域

稲　正樹 国際基督教大学教養学部
教授（憲法）

東京都 憲法の平和主義、人権、統治機構
全般　東アジアの歴史和解と人権・
平和をもとにした地域統合の可能

首都圏中心

井上　輝子 和光大学教授 神奈川
県

女性学・ジェンダー関連　憲法25条
関連

特になし

井上　美代 女性「九条の会」世話
人・新日本婦人の会代表
委員

東京都 日本国憲法の世界的価値について
／政治情勢の発展と日本国憲法／
今日の国際的平和運動の発展と日
本国憲法　など。また女性「九条の
会」の発足に参加してきたので、そ
の実践と発展などを具体的に。女
性の方々に訴えたい。

なるべく近県

岩井　忠熊 立命館大学名誉教授 京都府 ９条。戦争の歴史と体験。戦闘と海
軍水上震洋特攻隊の体験

なるべく関西

岩島　久夫 国際政治軍事アナリスト 東京都 ９条。政治情勢 特になし
岩淵　正明 弁護士 石川県 ９条、憲法改悪問題
岩本　智之 環境研究者 大阪府 ９条、２５条関係。環境問題 近畿圏内
植田　健男 名古屋大学大学院教授 愛知県

兵庫県
教育基本法と憲法　教育問題 主として愛知を中心と

する東海圏　兵庫を
中心とする近畿圏

上原　公子 前国立市長 東京都 まちづくり（市民自治）　有事法制関
連　教育と平和

全国どこへでも

植松　健一 島根大学法文学部助教授
（憲法学）

島根県 ９条。改憲論を中心とする憲法問題
全般

島根、鳥取

内田　雅敏 弁護士 東京都
浦田　一郎 明治大学教授 東京都 ９条
浦田　賢治 早稲田大学名誉教授 東京都 ９条、２５条関係。文化と憲法。政治

情勢。高齢者の憲法問題などにつ
浦野　東洋一 東京大学名誉教授 東京都 「憲法と教育」　「教育問題」（小・

中・高校）
大井　健地 広島市立大学芸術資料館

長（教授）
広島県 美術

大石　芳野 写真家（フォトジャーナ
リスト）

東京都 戦争（紛争）・平和・人間をテーマ
に、これまでとってきた写真（スライ
ド）を上映しながら、会って撮影をし
話を聞くことができた人たちを通し
てかれら一人一人の思いを伝える

特になし

大久保　史郎 立命館大学教授（法科大
学院）

京都府 1.憲法全般（９条、人権、違憲審
査、憲法裁判）　2.人間安全保障
（human security）　3.安全保障一般

特になし

大澤　豊 映画監督 東京都 これまでにつくった反戦・反核の映
画をお話と併用すること可能。映画
「日本の青空」や「いのちの山河」の
一部を使って9条や25条を暮らしに

全国どこへでも



大塚　英志 まんが原作者 東京都 憲法前文を中高生に自分の言葉で
かいてもらうことをつうじての護憲
論。サブカルチャーと戦後民主主
義。名古屋におけるイラク派兵差し
止め訴訟について

物理的に日帰りでき
る距離が望ましい。
中高校の先生若しく
は生徒を対象にはな
すことができれば幸

大西　　広 京都大学教授 京都府 イラク戦争問題。東アジア共同体問
題。日中関係問題。北朝鮮経済改
革の問題

可能なかぎり協力す
る。

大原　穣子 方言指導 神奈川
県

「おくにことばで憲法を」
大森　正信 広島大学名誉教授 広島県 政治情勢。核兵器廃絶運動と関連

して
特になし

大脇　雅子 弁護士 愛知県 遠隔地・夜間不可
小川　和也 北海道教育大学札幌校準

教授
北海道 日本近世政治思想史、戦争と知識

人、大佛次郎、鞍馬天狗
小山内美江子 脚本家 神奈川

県
文化と憲法。「ＪＨＰ学校をつくる会」
というＮＰＯを主宰、カンボジアへ
行っている。その体験を話す。

２００５年３月までは連
続もののドラマ執筆、
間を縫ってＮＰＯ活
動、しばらくは遠くへ
はいけない。

加藤　一彦 東京経済大学現代法学部
教授

東京都 政党政治　議会制度
東京地域

加藤　節 成蹊学園専務理事・成蹊
大学教授

東京都 現代世界の政治哲学的考察／日
本国憲法の政治哲学的考察／ナ
ショナリズム論

金子　勝 立正大学法学部教授 東京都 21世紀型「平和主義」　基本的人権
の歴史的展開　「平和的福祉国家」
論　政治革新の方法など

どこでも可

亀山　統一 日本科学者会議平和問題
研究委員・大学教員

沖縄県 沖縄の基地と安保問題／基地・軍
事問題と自然環境／「持続可能な
社会」と９条など。大学での専門は

全国どこでも

河相　一成 東北大学名誉教授 宮城県 ９条・２５条関係。政治情勢。憲法の
成り立ち。憲法と経済民主主義

東北を中心に関東、
西日本を希望。

川﨑　英明 関西学院大学教授 大阪府 刑事裁判／司法への国民参加（裁
判員）／司法制度／誤判・えん罪

特になし

川端純四郎 世界キリスト教協議会前
中央委員

宮城県 ９条。政治情勢 どこでも。忙しいので
２～３ヵ月前に連絡

川辺　久造 文学座 東京都 文化と憲法。専門的な講義ではな
く、できれば俳優仲間とかたりあうな

限定しない。

菊地　明子 美術評論家連盟員　近代
美術資料館館長

埼玉県 戦時中の軍部の暴虐、特別高等警
察（特高）の尾行・臨検による美術
における新しい試みへの弾圧につ

東京都・埼玉県

岸　松江 弁護士 東京都 女性の地位向上と憲法９条（日本国
憲法）／労働者の権利と憲法９条／
労働者の権利と平和について　な

北澤　洋子 国際問題評論家 神奈川
県

国際情勢（イラク戦争の国際法上の
違反）。９条（自衛隊のイラク派兵な

全国。

北村　　実 早稲田大学名誉教授 埼玉県 ９条。環境問題。文化と憲法。平和
論（思想としての）。人権・民主主義
の思想（その歴史）

関東と信州が望まし
いが遠方でも可。

紀藤　正樹 弁護士 東京都 法律一般および憲法（憲法につい
ては修士課程修了）

特になし

君島　和彦 ソウル大学教授・元東京
学芸大学教授

韓国・
埼玉県

歴史（日本近代史／韓国近代史／
日韓交流の歴史／日本と韓国の教
科書とその問題）

2011年8月まではソウ
ル大教授。日本での
講演は旅費要

木村　朗 鹿児島大学法文学部教
授・日本平和学会理事

鹿児島
県

日米安保・沖縄問題／原爆投下・
日本降伏／民族・地域紛争と国連
PKO／えん罪と報道被害（志布志
事件と裁判員裁判）、9・11事件と
「テロとの戦い」など国際情勢・国内
状況（戦争とファシズムの動き）全般

全国どこでもＯＫ。

金城　　睦 弁護士、沖縄県憲法普及
協会会長

沖縄県 あえて言えば沖縄問題、憲法運動・
平和運動

歌手の妻（久美子）と
「二人で一人前」とど
こへでも行く。



草薙　順一 弁護士 愛媛県 ９条関係 日曜日は不可。一カ
月前の予約必要

久冨　善之 一橋大学名誉教授 東京都 教師の状況／教師の危機と再生／
学力問題／階級・階層と教育

特になし

國弘　正雄 元参議院議員 東京都 ９条・２５条関係。政治情勢。軍縮。
経歴（外務省、参院議員、NHK講
師、テレビキャスター。現英国エジ
ンバラ大学客員教授など）をいかし
かなりひろくできる、特に国際問題

特になし

窪島　誠一郎 「信濃デッサン館」「無
言館」館主・作家

長野県 「文化」、とくに「美術」。戦没画学生
慰霊美術館「無言館」の活動をつう
じての「戦争観」「平和観」。

全国どこでも可

栗田　禎子 中東研究者 東京都 中東現代史。中東情勢など
神山征二郎 映画監督 東京都
後藤　安子 神戸山手大学現代社会学

部教授
兵庫県 環境法　ジェンダー法学　家族法 関西地域（京都・大

阪・兵庫・奈良・和歌
小沼　通二 世界平和アピール七人委

員会委員
神奈川
県

日本国憲法前文と第9条／核兵器
と科学者／核廃絶と戦争廃絶／
パグオッシュ会議／世界平和ア
ピール七人委員会　など

小林　　勇 医学博士 神奈川
県

環境問題。食品安全問題。水環境
問題

国内どこでも。
小林　　武 愛知大学教授 愛知県 憲法に関することなら。特に改憲問

題、９条・２５条、教育基本法改定問
題などを政治情勢をふまえて話して

全国。

小松　浩 立命館大学法学部教授 大阪府 選挙制度を中心に研究活動を行っ
ているが、平和、９条問題でも可

特になし

小森　香子 詩人 東京都 「憲法９条は私のいのち」と題した話
をさきごろ都内の母親大会でおこ
なった。詩の朗読もおこなう

都内か近辺で半日で
すむところ。毎木曜
午後、第一土曜午
後、第一火曜午前は
他の用事がありだ

小森　龍邦 新社会党委員長 広島県 ９条 中四国
早乙女勝元 作家 東京都 東京大空襲と９条、そして今、アメリ

カ支持を撤回したコスタリカと憲法９
坂本進一郎 農業 秋田県 農業／満州国と興農合作社（満州

版農業協同組合）　満州から5歳の
時に母子３人で引揚げ。父はシベリ
ア抑留。１９４９年（昭和２４年）にシ

３～５月は農繁期で
外出不可。

佐々木　光 東京音楽ペンクラブ 東京都 音楽分野。戦前の音楽（文化）統制
の実態を通じで今の文化を考える

東京中心に。

佐々木　光明 神戸学院大学法学部教授 兵庫県 刑事法、少年司法、こどもの権利保
障笹本　潤 弁護士　日本国際法律家

協会事務局長
東京都 世界各国の憲法制定の動き／それ

らが破られようとしている現実／９条
が果してきた役割、世界での反応
／９条と安保条約の関係／アジア
で９条的世界をいかにつくるか　な
ど世界各地での反応を中心に

どこでも可

佐相　憲一 詩人 東京都 詩歌と世界、時代、９条の心
佐藤　和夫 千葉大学教授 山梨

県・千
文化・ジェンダー・哲学・人権 特になし

佐藤　学 東京大学大学院教育学研
究科教授

東京都 教育 多忙を極めているの
でお応えできない可
能性大

佐藤　義雄 弁護士 北海道 ９条・２５条関係 札幌市周辺。
猿田　佐世 弁護士 ワシン

トン
東京都

ワシントンＤＣにおける日米関係、
沖縄基地問題をめぐる情報など

2011年中は在ワシン
トンＤＣ。帰国中の講
演可能

沢田　昭二 名古屋大学名誉教授 愛知県 核兵器廃絶と平和憲法。世界・アジ
アの中での９条が輝く情勢の発展

特になし

敷地　あきら 新俳句人連盟会長 東京都
志田　なや子 弁護士 東京都 選挙制度・国民主権／労働／男女

平等（性差別）／平和
相模原市・町田市･八
王子市（多忙につき
遠方不可）



柴垣　和夫 東京大学・武蔵大学名誉
教授

東京都 専門は経済。戦後日本の歴史のな
かで現在がどういう時点にあるか、
評価と課題

地域にこだわらない。

柴山　恵美子 元名古屋市立女子短大教
授・女性労働評論家

東京都 「私の戦争体験と軍国主義教育」

清水　雅彦 日本体育大学准教授（憲
法学）

神奈川
県

平和主義（９条解釈、日本国憲法と
国連憲章の平和主義観の違い、有
事法制など）、改憲論、監視社会論
（特に「生活安全条例」「安全・安心
まちづくり」問題について）

下重　暁子 作家 東京都 文化、環境など
その都度相談した
い。

下田　　泰 弁護士 山口県 平和行事（美術展、コンサート含
む）の開催。９条関係

白藤　博行 大学教員 東京都 憲法と地方自治
日程ははやめに相談
要

新船海三郎 文芸評論家 東京都 文学・文化と憲法問題 特にない。
杉井　静子 弁護士 東京都 憲法とくらし／憲法と女性の権利／

憲法と子どもの権利／憲法と高齢
者の権利／司法問題

特になし

杉原　泰雄 一橋大学名誉教授 東京都 憲法と平和国家、社会国家、文化
国家、公教育、民主主義、地方自

杉本　　朗 弁護士 神奈川
県

憲法各条文、憲法（人権）の歴史 首都圏から日帰りで
きる範囲ならどこで

鈴木　道彦 フランス文学者 東京都 専門はフランス文学。２０世紀のフラ
ンス、その植民地問題や独立戦争
を弾圧する軍隊内での反戦行動や
脱走兵の問題などについて調べ
た。お役に立てるかどうか…

鈴木　　良 近代史研究家、前立命館
大学教授

大阪府 できるのは９条、教育・文化関係 近畿地方でないとい
けない。

住江　憲勇 大阪府保険医協会理事長 東京都 ９条、２５条関係
隅野　隆徳 専修大学名誉教授・憲法

会議代表委員
千葉県 憲法９条関連／基本的人権、とくに

生存権、表現の自由、人身の自由
など／選挙制度／議会、とくに参議
院／憲法改正問題

地域は問わない。な
るべく中規模ないし
は小規模な集会

関本　立美 弁護士　全国・山梨革新
懇代表世話人

山梨県 憲法各条文、第２章戦争の放棄、
第３章人権など／政治情勢／憲法
運動／政治革新の運動など

関東近県

髙嶋　伸欣 琉球大学教授 沖縄県 社会科教育・教科書問題と沖縄の
基地問題。東南アジア（マレー半
島）での日本軍の住民虐殺を調べ

髙田　公子 新日本婦人の会会長 東京都 ９条・２５条関係。女性の立場から。
草の根からどう運動をひろげるか

高遠　菜穂子 イラク支援ボランティア 北海道 イラク情勢・支援／イラクから見た日
本・９条／イラク戦争と日本の関わり
／イラク戦争の検証を求める活動

特になし

高橋　哲哉 東京大学教授 東京都 戦争と平和／歴史認識／靖国問題
／戦争責任･戦後責任／天皇制／
沖縄基地／思想・良心・信教・表現
の自由／民主主義論

田口富久治 名古屋大学名誉教授 愛知県 政治情勢 愛知県を中心に中部
地方。

武居　利史 府中市美術館学芸員　美
術評論家

東京都 美術に関すること（現代美術、美術
教育、美術館など）

特になし

竹内　常一 国学院大学教員 東京都 教育基本法問題なら引き受ける
武村二三夫 弁護士 大阪府 第９条 関西、大阪
田島　隆 ひとミュージアム上野誠

版画館館長
長野県 教育、美術（版画）

特になし

田島　征彦 画家、絵本作家 兵庫県 絵本でつたえてきたこと（９条・２５条
関係）

子ども文庫、図書館
などの活動を中心に
しているひとたちが主
軸になってくれるなら
どこでも。



多田　一路 立命館大学法学部教員 京都府 憲法のそもそも（立憲主義、国民主
権など）　憲法２５条関係　その他、
大学で講義する程度の憲法解釈論

近畿圏および福井県

田中　孝彦 都留文科大学教授 東京都 子どもの権利、教育を受ける権利と
憲法

とくになし
俵　　義文 子どもと教科書全国ネッ

ト21事務局長、立正大学
心理学部非常勤講師

千葉県 憲法と教育・教科書、平和、『心の
ノート』、「日の丸・君が代」問題、歴
史認識とアジアの人びととの連帯な

特になし。

丹野　　章 写真家 東京都 表現の自由と著作権。戦争とフリー
ジャーナリズム、写真家。写真とプラ
イバシーそして憲法。沖縄取材の
話とスライドなどなど。

スケジュールがあえ
ばどこでも。

千葉　　眞 国際基督大学社会科学科
教授（政治思想）

東京都 ９条・25条関係。環境問題。文化と
憲法

学習会もOK。できれ
ば関東、東北、信州
くらいまで。

土山　秀夫 長崎大学名誉教授（元長
崎大学長）

長崎県 核兵器を中心とした安全保障問題
を探求してきた立場から、たとえば
「日米安保条約と憲法９条」といった
分野を取り上げている

特になし、ただし体調
によってお断りする場
合も

暉峻　淑子 埼玉大学名誉教授（経済
学博士）

東京都 ９条と２５条、難民救援など国際ボラ
ンティア活動

学習会ＯＫ。講演より
セミナー(学習会)の
ほうを希望

徳武　敏夫 教科書問題研究家 東京都 ９条と教育、教科書のかかわりにつ
いてなど

特になし。

戸田　　清 長崎大学助教授 長崎県 環境問題、特に「環境と平和」の
テーマ

全国どこでも。
土橋　　亨 映画監督 京都府 文化と憲法。戦前の映画弾圧と戦

後ＧＨＱの文化検閲
京都

富森　虔児 北海道大学名誉教授 神奈川
県

日本経済、国際経済が専門。「経済
と平和」というテーマで可能

場所は一応問わな
い。

富山　和子 立正大学名誉教授 東京都 ９条・25条関係、環境問題、文化と
憲法、政治情勢など全般

そのつど相談した
い。遠方でも時期、
都合で可も。

冨山　洋子 日本消費者連盟運営委員
長

千葉県 消費者運動、環境運動と平和憲
法、など。

鳥生　忠佑 東京北法律事務所所長・
日本民主法律家協会代表
理事

東京都 憲法の各条文／政治情勢（現政権
の行末、憲法制定時の文化人の活
動、安保体制の成立・改定・政治に
及ぼしている影響、など）

東京都北区をはじめ
都区内

永井　憲一 法政大学名誉教授（憲
法、教育法）

東京都 ９条。文化と憲法

中川　聰七郎 愛媛大学名誉教授　農業
経済学研究者

京都府 農業・農林問題
特になし

中川　益夫 香川大学名誉教授 大阪府 環境問題。原子力問題。資源・エネ
ルギー問題と憲法

近畿、四国、中国地
方歓迎。

中北　龍太郎 弁護士 大阪府 ９条、２５条。政治情勢など 特に特定しない
中西　新太郎 横浜市立大学教授 神奈川

県
文化、青年、教育 特になし。

中平　まみ 愛犬小説家 東京都 環境問題。文化と憲法 特に限定しない
中村　浩爾 元大阪経済法科大学教授 京都府 法哲学、法思想史、スポーツ法学、

法社会学。憲法では１３条、２３条、
２４条など

権威主義でない会合
に限る。余裕ある日
程で。

中村　　博 日本子どもを守る会、絵
本作家

東京都 文化と憲法、自分史と憲法 地域に関しては特に
希望なし。水､木、第
２日曜は不可。

永山　利和 日本大学教員 東京都 経済、地方自治など 特になし
なだいなだ 老人党提案者 神奈川

県
環境問題。政治情勢 高齢なので考慮した

企画で
成澤　孝人 信州大学准教授 長野県 憲法総論（憲法とは何か／9条とは

何か／憲法改正とは何か、など）
長野県近辺

成見　幸子 弁護士 宮崎県 ９条。子どもの権利と平和
新倉　修 青山大学教授・日本国際

法律家協会会長
東京都 平和への人権（国際人権法）／アジ

アの平和運動／国際刑事法
特になし

西田　　勝 文芸評論家 千葉県 ９条と非核平和都市宣言 千葉県内
二宮　厚美 神戸大学教授 大阪府 経済／憲法第25条／福祉国家



丹羽　徹 大阪経済法科大学法学部
教授

奈良県 憲法全般／教育法領域／子どもの
権利

特になし

野口　邦和 日本大学教員（専任講
師）

東京都 原子力、核問題と憲法９条との関係
／原爆投下と憲法９条との関係　な

どこへでも、ただし土
日以外は難しい

萩原　伸次郎 横浜国立大学教授 神奈川
県

日米の政治経済情勢 関東地域（首都圏）
浜林　正夫 一橋大学名誉教授 埼玉県 ９条。政治情勢 特になし
肥田　　泰 全日本民医連元会長 東京都 医療関係
平岡　敬 マスコミ九条の会よびか

け人　中国・地域づくり
交流会会長　元広島市長

広島県 原爆・平和問題／国際ボランティア
活動／地域づくり活動／マスコミ論
／文化

高齢なので、すべて
の要望にお応えする
のは難しい

平野喜一郎 三重大学名誉教授 愛知県 民主主義思想史のなかでの日本国
憲法。近代の生存権、所有権、抵
抗権と憲法

居住地周辺

平山　知子 弁護士　沖縄・日本から
米軍基地をなくす草の根
運動共同代表

東京都 「女性の地位」「くらし」と憲法の関
係、戦前の明治憲法と何が違うかを
明らかにしながら、憲法の平和条項
や人権条項にふれ、押し付けられ
た憲法ではないこと、一国平和主義
でもないことに確信を持ってもらうよ

どこへでも

福島　新吾 政治研究者 東京都 （高齢で現在の動向に通暁しない
が）

高齢をご承知の上で
福島　瑞穂 社会民主党党首 東京都 ９条・２５条関係。２４条関係。政治

情勢不破　哲三 日本共産党中央委員会前
議長

神奈川
県

保立　道久 東京大学教授（歴史学） 千葉県 専門は歴史学。歴史と文化にかか
わること

特にない

堀尾　輝久 東京大学名誉教授 東京都 ９条、平和教育。１２条、２３条、２６
条。憲法と教育、教育基本法

日程さえあえばどこ
でも

堀川　弘通 映画監督 東京都 文化と憲法。戦時下の陸軍経験か
ら憲法を語る。大空襲。日本映画
界、東宝撮影所

どこへでも。夜間は不
可。高齢をご承知の
上で

牧野　忠康 日本福祉大学教授 愛知県 ９条・２５条関係。環境問題。保健・
医療・社会福祉のミッションとしての
生命・生活・生産をまもる個の立場
から憲法を語る

牧野　富夫 日本大学名誉教授 神奈川
県

社会政策／社会保障／労使関係
／経済情勢／雇用･賃金・労働問

特になし

益川　敏英 科学者会議・学士院会員 京都府
増田　正人 法政大学教授 東京都 グローバル経済／アメリカ経済／

パックス・アメリカーナ／アメリカ経
特になし

松井　芳郎 立命館大学法科大学院教
授

京都府 国際法、とくに人権と自決権、武力
行使禁止原則、国連の集団安全保
障など、９条の国際的位置づけ、意

ゆとりのある日程で

松浦　悟郎 日本カトリック正義と平
和協議会会長

大阪府 ９条について宗教者の立場で
希望なし

松川　康夫 海洋学者 神奈川
県

９条・２４条関係。環境問題 神奈川県内がよいが
もとめられればどこで

松野　　迅 ヴァイオリニスト 東京
都、兵

日本国憲法が育てた文化-音のか
なたに

国内にいる時はどこ
でも

丸山　重威 関東学院大学法学科教授 東京都 憲法とジャーナリズム
三上　昭彦 明治大学（文学部）教授 東京都 専攻は教育学（教育行政、教育政

策、教育法、学校経営などの領域）
ほかに「憲法と教育」 「憲法制定過
程」 「人権と教育」など

三上　満 教育子育て九条の会呼び
かけ人

東京都 教育
特になし

水尾　比呂志 武蔵野美術大学名誉教授 東京都 文化（美術史）
関東近辺（高齢につ
き）

宮崎　定邦 弁護士 熊本県 憲法全般 熊本県天草郡市
宮村　光重 日本女子大学名誉教授 東京都 憲法９条と食糧・農業
宮本　弘典 関東学院大学教授 東京都 憲法の人権・平和理念と刑事法（刑

事法における戦時＝非常時体制の
連続と非連続）

首都圏、または九州･
四国

明珍　美紀 毎日新聞記者（元新聞労
連委員長）

東京都 憲法とメディア



三輪　定宣 千葉大学名誉教授 千葉県 教育基本法「改正」問題など教育分
野本　　秀紀 名古屋大学教授 愛知県 特になし。強いて言えば、９条、統
治機構関係

名古屋から日帰りで
きる範囲

安川寿之輔 名古屋大学名誉教授 愛知県 戦争責任論。「日の丸・君が代」論。
良心的兵役拒否・軍務拒否論。日
本の近代化の問い直し

どこへでも。毎週木・
金は不都合

矢田部　理 元参議院議員、新社会党
前委員長

東京都 ９条・２５条関係。政治情勢
どこでも

柳沢　　遊 慶応義塾大学教授 埼玉県 ９条関係。テーマとしては「日本は
なぜ１９３１年に『満州』侵略をはじま
たのか」「日本の軍国主義はなぜ広
範な日本国民をとらえ、動員した
か」「戦後日本の政治・経済改革は
なぜおこなわれたか」など

東京周辺

山内　敏弘 一橋大学名誉教授 東京都 憲法各条文 特になし
山口　泰二 美術運動史研究会主宰 千葉県 戦争と美術
山崎　朋子 女性史・ノンフィクショ

ン作家
東京都 「アジア女性交流史」（からゆきさん

からじゃぱゆきさんまで）　明治以
降、現在に至るまでのアジア諸国と
日本女性のかかわりを戦争と平和
について軸に話します。2011年に3

全国どこでも可

山本　俊正 関西学院大学教授・宗教
主事

兵庫県 宗教者（キリスト者）として平和、憲
法９条をどうとらえるか

山本　博史 農林水産９条の会事務局
長　農民運動全国連合会

東京都 農業・食糧問題、アジアの農村、協
同組合など

特になし

湯浅　　誠 「ＮＰＯ法人自立生活サ
ポートセンター・もや
い」事務局長

東京都 ９条と２５条

湯川　れい子 音楽評論・作詞 東京都 文化、環境、特に実体験と音楽を通
しての話。時にＣＤを使ったりする。
争いや闘いに向かう根元には強い
男性性、親子の関係、社会の価値
観などがあると思われ、そこを何と

朝が弱いので地方の
場合は前泊希望

横田　力 都留文科大学教授 山梨県 平和主義／教育基本権／25条／
近現代憲法史

吉田　栄司 関西大学法学部教授 大阪府 憲法各条文（とりわけ９条、96条）／
自由権、社会権、参政権／国会、
内閣、裁判所／選挙制／政党制

日程調整がつけば全
国どこでも可

吉田　千秋 岐阜大学教授（哲学） 岐阜県 専攻は哲学。９条・２５条関係。文化
と憲法。思想としての９条問題

中部圏

吉田　傑俊 法政大学教員 東京都 ９条の思想的意義。戦後思想にお
ける９条の位置。文化と憲法

東京三多摩地域（八
王子、立川、町田な
ど）　できれば小集会

吉武　輝子 著述業 東京都 平和憲法を次世代に無傷で手渡す
ために／平和なくして平等なし、平
等なくして平和なし／９条・１４条・２
４条の３つをセットで／シロタ・ベア
テ・ゴードンさんとトークの旅の中で

特になし

吉原　　功 明治学院大学社会学部教
授

東京都 マス・メディア問題、オルタ・グロー
バリズム

吉原　泰助 福島大学名誉教授　福島
大学元学長

福島県
東京都

最近の演題「歴史の叡智から生ま
れた日本国憲法」

東北６県と北関東３県
くらい

吉峯　啓晴 弁護士 東京都 ９条関係 可能な時、可能な場
所なら

米田佐代子 女性史研究者 東京都 女性と憲法。女性史と憲法 どこでも
李　　恢成 文筆業 東京都 場所にこだわらない
ワシオ・トシ

ヒコ
美術評論家 東京都 「父子二代戦後継続論」

２月から８月の間に

和田　進 神戸大学発達科学部教授 兵庫県 憲法９条、安保、沖縄、平和主義 特になし
和田　肇 名古屋大学法学研究科教

授
愛知県 セーフティネット論　労働法分野 特になし


