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集団的自衛権容認許さぬ世論盛り上げへ
――旺盛な学習を軸に多彩な取り組みを
「

「九条の会」事務局が記者会見

しました。九条の会事務局では、各界で活

「九条の会」の小森陽一事務局長ら事務

躍されている方々にこのアピールへの賛同

局スタッフは２月 14 日、国会内で記者会見

をお願いし、多くの方から賛同を寄せてい

を開き、昨年 10 月７日に「九条の会」よび

ただきました。この呼びかけに応えた、全

かけ人が発表したアピール「集団的自衛権

国の各地域、各分野の九条の会によるさま

行使による『戦争する国』づくりに反対す

ざまな取り組みも広がっています。

る国民の声を」
（別項再録）への賛同者名簿

現在、憲法をめぐる情勢は、まさしくこ

を発表しました。そして小森事務局長らは、

のアピールが懸念した方向で推移していま

この間の憲法をめぐる情勢はアピールが懸

す。与党による国家安全保障会議設置法や

念した方向で推移していることを指摘し、

特定秘密保護法の採決の強行、
「国家安全保

全国の「九条の会」が「戦争する国」づく

障戦略」、「防衛計画の大綱」、「中期防衛力

りに反対する世論と運動をさらに大きく盛

整備計画」の閣議決定、南スーダン PKO で

り上げるため旺盛な学習を軸に、多彩な取

の自衛隊による韓国軍への小銃弾の提供、

り組みをすすめることをよびかける「九条

仲井真沖縄県知事による名護市辺野古の埋

の会事務局からの訴え」を発表しました。

め立て承認など、アメリカとともに海外で
戦争する国づくりへの道が敶かれようとし
ています。さらに、安倍首相は、12 月 26

「九条の会事務局からの訴え」
九条の会は、昨年 10 月 7 日に、
「集団的

日にこともあろうに靖国神社に参拝して、

自衛権行使による『戦争する国』づくりに

侵略戦争に対する無反省ぶりをさらして、

反対する国民の声を」とのアピールを公表

国内外から激しい批判を呼んでいます。
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そうしたなかで、
安倍首相は、1 月 24 日、

《再録》九条の会アピール
(2013 年 10 月 7 日)

施政方針演説であらためて集団的自衛権の
容認と明文改憲に意欲を燃やしました。4 月

集団的自衛権行使による「戦争する国」

にも予想される「安全保障の法的基盤の再

づくりに反対する国民の声を

構築に関する懇談会」の報告を受けた、閣

日本国憲法はいま、大きな試練の時を迎

議決定によって集団的自衛権に関する政府

えています。安倍首相は、
「憲法改正は私の

の憲法解釈を変更することが画策されてい

歴史的使命」と憲法の明文を変えることに

ます。安倍首相は、
「政府の答弁に私が責任

強い執念をもやす一方で、歴代内閣のもと

をもって、そのうえで選挙で審判を受ける。

では「許されない」とされてきた集団的自

審判を受けるのは内閣法制局長官ではな

衛権行使に関する憲法解釈を転換し、
「戦争

い」
（２月 13 日、衆院予算委）と、選挙で

する国」をめざして暴走を開始しているか

信任されれば時々の内閣が自由に憲法解釈

らです。

の変更ができるかのごとく述べていますが、

日本が武力攻撃を受けていなくともアメ

これはそもそも憲法は権力行使のあり方を

リカといっしょに海外で戦争するという集

規制するものとする立憲为義の原則を根本

団的自衛権の行使が、「必要最小限度の範

から否定するものです。

囲」という政府の従来の「自衛権」解釈か

こうした動きのなかで、昨年の九条の会

ら大きく逸脱することは明白です。それど

のアピールは、いっそう切実さを増してい

ころか、日本やアメリカの「防衛」ではな

ます。辺野古への普天間基地移転にきっぱ

く、日米同盟を「世界全体の安定と繁栄の

りと NO を突き付けた 1 月 19 日の名護市長

ための『公共財』」（防衛省「防衛力の在り

選挙での稲嶺市長の再選は、憲法 9 条を守

方検討に関する中間報告」
）とみなし、世界

ってアジアの平和を実現しようと願う人々

中のあらゆる地域・国への武力介入をめざ

に大きな励ましとなっています。

す体制づくりです。

九条の会にとって正念場ともいえる今こ

この企ては、本来なら衆参両院の 3 分の 2

そ、特定秘密保護法の廃止を求める取り組

以上と国民投票における過半数の賛成とい

みなどによって培われた運動の広がりを踏

う憲法「改正」の手続きを経なければ許さ

まえて、集団的自衛権行使による『戦争す

れない内容を、閣議決定だけで実現してし

る国』づくりに反対するさらに大きな運動

まうものです。そのため、長年にわたり集

を盛り上げていこうではありませんか。そ

団的自衛権行使を違憲とする政府の憲法解

のための旺盛な学習運動を軸とした多彩な

釈を支えてきた内閣法制局長官の入れ替え

取り組みを活発にすすめることを、心から

までおこないました。麻生副総理が学ぶべ

呼びかけます。

きと称賛したナチスがワイマール憲法を停

2014 年 2 月 14 日

九条の会事務局

止した手口そのものです。これは立憲为義
を根本からつき崩すものであり、とうてい
容認することはできません。
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それだけではありません。安倍内閣は、

の教訓に背を向ける安倍内閣を草の根から

自衛隊を戦争する軍隊にするために、海外

の世論で包囲し、この暴走を阻むための行

での武力行使に関する制約をすべて取り払

動にたちあがりましょう。

い、
「防衛計画の大綱」の再改訂により、
「海

九条の会 10・７アピール 賛同者一覧

兵隊的機能」や「敵基地攻撃能力」など攻
撃的性格をいちだんと強めようとしていま

阿英紹[真宗大谷派僧侶]

す。

屋大学教授]

「戦争する国」づくりにも足を踏み入れ

愛敬浩二[名古

相澤牧人[日本聖公会司祭]

相磯富士雄[医師]

青井未帄[学習院大学法

ようとしています。すでに安倍内閣は、防

務研究科教授]

葵生川玲[詩人]

衛、外交に関する情報を国民から覆い隠し

子

青柳志解樹[俳人]

首相に強大な権限を集中する「特定秘密保

治[新潟大学名誉教授]

護法案」や日本版 NSC(国家安全保障会議）

音楽部教授

設置関連法案などを臨時国会に提出しよう

二三子

としています。自民党が作成した｢国家安全

究グループ代表] 赤羽道子

保障基本法案」では、
「教育、科学技術、運

庭稔男[日本アジア・アフリカ・ラテンアメ

輸、通信その他内政の各分野」でこれらの

リカ連帯員会代表理事]

｢安全保障」政策を優先させ、軍需産業の「保

大学名誉教授] 秋村宏[詩人] 秋本信孝

持・育成」をはかるとしているばかりでな

秋山幹男[弁護士]

く、こうした政策への協力を「国民の責務」

団体連絡会]

と規定しています。これを許せば、憲法の

東江寺前住職]

条文には手をふれないまま自民党が昨年 4

顧問]

月に発表した「日本国憲法改正草案」にお

昭一[専修大学名誉教授]

ける第 9 条改憲の内容をほとんど実現して

芸術大学] あさのあつこ[作家] 浅野徹[美

しまいます。

術評論家]

さらには福島原発事故の無責任と棄民、

青木哲夫

赤井純

赤石敏夫[相愛大学

日本作曲家協議会理事] 赤石

赤川次郎[作家]

赤木一子[声楽研
赤松宏一

秋

秋間実[東京都立

浅井薫[詩人

愛知文化

浅井孝順[東江幼稚園理事長
浅尾忠男[詩人

詩人会議

朝倉むつ子[早稲田大学教授]

麻島

浅田彰[京都造形

浅見和彦[成蹊大学名誉教授]

浅見輝男[茨城大学名誉教授]

原発技術輸出の問題、その他問題山積の現

大学名誉教授]

状があります。

香流宗家]

戦前、日本国民はすべての抵抗手段を奪

青木恵美

鯵坂真[関西

明日香曄子[日本舞踊明日

梓志乃[歌人

歌誌｢芸術と自

由｣発行人] 東幹夫[長崎大学名誉教授]

われ、ズルズルと侵略戦争の泥沼に巻き込

安孫子麟[元東北大学教授]

阿部浩己[神

まれていった苦い経験をもっています。し

奈川大学教授]

かし、いま日本国民は国政の最高決定権を

前住職]

もつ为権者であり、さらに侵略戦争の教訓

部百合子[俳優]

を活かした世界にも誇るべき 9 条を含む日

学名誉教授]

本国憲法をもっています。いまこそ日本国

このみ[東京外国語大学名誉教授]

憲法を守るという一点で手をつなぎ、歴史

[東京大学名誉教授]

3

阿部章道[元教員

冷源寺

阿部真也[福岡大学名誉教授]

阿

天野正子[お茶の水女子大

雨宮処凛[作家

新井リコ

活動家]

荒

荒井献

荒川智[茨

城大学教授
員長]

全国障害者問題研究会全国委

藤博義[宮城教育大学名誉教授]

荒川庸生[日本宗教者平和協議会理

済学者]

事長] 荒木繁[和光大学名誉教授] 荒木豊

安斎育郎

伊藤康子[市川房江研究会]

井戸

田侃[弁護士] 稲正樹[国際基督教大学教授]

嵐圭史[俳優] 有原誠治[映画監督] 有馬頼
底[臨済宗相国寺派管長]

伊藤誠[経

稲沢潤子[作家]

安在

誉教授

弁護士]

稲本洋之助[東京大学名
井上和衛[明治大学名誉

邦夫[早稲田大学名誉教授]

安藤元雄[明治

教授] 井上勝生[歴史研究者] 井上完二[東

大学名誉教授]

飯田泰三[島根

京農工大学名誉教授] 井上敬[京都大学]

安野光雅

県立大学副学長 法政大学名誉教授] 飯田

井上輝子[和光大学名誉教授]

裕康[慶應義塾大学名誉教授]

大学地域科学部教授]

飯田マリ子

稲生勝[岐阜

今井清一[横浜市立

[東京都原爆被害 者団体協議会名誉 会長 ]

大名誉教授]

飯田泰雄[鹿児島大学名誉教授]

立善子演劇活動家]

今堀愛子

[東京大学名誉教授]

今宮謙二[中央大学名

教員]

飯高茂[元

猪飼隆明[大阪大学名誉教授]

嵐暁郎[立教大学名誉教授]

五十

五十嵐隆明[総

誉教授]

今関信子[児童文学作家]

[東京海洋大学名誉教授]

[金沢大学教授]

学名誉教授]

井川比佐志

池享[一橋大

[立命館大学名誉教授]

合研究大学院大学理事]

文学者協会]

学大学院特任教授]

池田香代子[翻訳家]

池田澄子[現代俳句協会]

名誉教授]

伊理正夫[東京大
岩井忠熊

岩﨑京子[日本児童

岩崎正衞[浄土真宗僧侶]

垂弘[ジャーナリスト]

井ヶ田良治[同志

弥永健一

色川大吉[歴史家]

学教授] 池内紀[ドイツ文学者] 池内了[総
池住義憲[立教大

今堀和友

いまむらいづみ[女優]

本山永観堂禅林寺第八十八世法为] 碇山洋

今

岩

岩間一雄[岡山大学

いわむらかずお[絵本作家]

岩

社大学名誉教授]

池長潤[カトリック大阪

本智之[日本科学者会議大阪支部]

大司教区大司教]

伊佐千尋

士[著述家] 植坂行雄[日蓮宗実相寺前住職]

京大学名誉教授]

石井摩耶子[恵泉女学園

大学名誉教授]

石井寛治[東

石川逸子[詩人]

[俳人新俳句人連盟副会長]

上田勝美[龍谷大学名誉教授]
[日本学士院会員]

石川貞夫

石川文洋[報道

訳者]

上野正[東京大学名誉教授]

慶[國學院大學法学部教授]

ンガ家]

大学法科大学院教授]

石田法子

[弁護士] 石原昌家[沖縄国際大学名誉教授]
石部正志[文化財保存協議会]
[歴史教育者協議会]
ーム研究者]

女性史学会]

石山久男

板坂耀子[福岡教育大学名誉

ぼる[歌人]

名誉教授]
教授]

ル教授]

一海知義[神戸大学名誉教授]

井戸謙一[弁護士]

鵜沢秀行[文学座俳優]

牛山

臼井久和[獨協大

内野正幸[中央大学ロースクー

内橋克人[経済評論家]

子[早稲田大学名誉教授]

伊藤定良[青山学院大学

土宗徳正寺住職]

伊

経済学部教授]
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内山美樹

宇都宮健児[弁護

士前日本弁護士連合会会長]

伊藤高弘[武蔵野美術大学名誉

伊藤千尋[国際ジャーナリスト]

右崎正博[獨協

学・フェリス女学院大学名誉教授] 碓田の

教授] 一ノ瀬秀文[大阪市立大学名誉教授]
一戸葉子

植村勝

宇佐美ミサ子[総合

積[早稲田大学名誉教授]

板垣雄三[中東イスラ

上田誠也

上田真而子[児童文学翻

写真家] 石黒友大[日蓮宗僧侶] 石坂啓[マ
石田雄[政治学研究者]

巖谷國

釆澤良浩[浄

梅川勉[元大阪市立大学
梅崎萌子[日本民为为義文

学会]

梅澤喜夫[東京大学名誉教授]

英治[大阪経済大学教授]
学教授]

梅原

学教授]

梅原利夫[和光大

城県連盟会長]

浦野東洋一[東京大学名誉教授]

浦野広明[立正大学法学部客員教授]

子[津田塾大学名誉教授]

瓜生

寺住職]

県宗教者平和懇談会]

江尻美穂

表取締役]

江藤价泰[東京都

乗院]

小野伸一[㈱仕事 代

小野文珖[日蓮宗僧侶]

小野塚幾澄[金

小野寺弘道[元山形大学教授]

畠郁生[国立科学博物館名誉館員]

井恒行[俳人] 大倉一美[カトリック司祭]

小野幹

小野塚春吉[公益財団法人政治経済

研究所]

大

小田

小野和典[静岡

雄[東京都立大学名誉教授]

遠藤秀賢[真宗大谷派乗満

遠藤浩良[帝京大学名誉教授]

小田順子

中聰樹[東北大学名誉教授]

立大学名誉教授] 海老坂武[フランス文学]
遠藤剛[俳優]

小山内美江子[脚本家]小澤

勝美[法政大学名誉教授]

崇[真宗大谷派玄照寺住職] 漆畑利男[俳人]
江沢洋[学習院大学名誉教授]

尾崎吉彦[新日本スポーツ連盟宮

正[同朊大学特任教授]

小

尾畑文

小原聖子[ギタリス

大崎滋生[桐朊学園大学教授(西洋音楽史)]

ト]

大澤豊[映画監督]

宗教者平和の会事務局長] 尾山宏[弁護士]

大島かおり

大城立

裕[作家] 太田一男[酪農学園大学名誉教授]
太田幸男[東京学芸大学名誉教授]

甲斐道太郎[大阪市立大学名誉教授]

大高

全洋[山形大学農学部元教員] 大竹美登利
大谷昭宏[ジャーナリスト]
岩波書店]

大塚信一[元

大西広[慶應義塾大学教授]

野一夫[東洋大学非常勤講師]
志社大学(経済学部)教授]

大

角瀬保雄[法政大学名誉教授]

掛

川恭子

筧文生[立命館大学名誉教授]

影

優]

大林

香

川良成

山健[愛知教育大学名誉教授]

大野節夫[同

大橋巨泉

小山弘泉[浄土真宗本願寺派僧侶東京

葛西和雄[俳

糟谷憲一[一橋大学名誉教授]

粕谷進

[日本大学名誉教授]

加瀬和俊[東京大学社

会科学研究所教授]

片方信也[日本福祉大

宣彦[映画作家] 大原穣子[方言指導] 大平

学教授] 片桐直樹[映画監督] 形野清貴[大

聡[宮城学院女子大学教員]

阪経済法科大学法学部教授]

大学名誉教授]

大堀孝雄[東海

大牧広[俳人｢港｣为宰]

村益夫[早稲田大学名誉教授]
文学作家]

大

害問題研究者]

丘修三[児童

丘沢静也[ドイツ文学者]

勝俣鎭夫

片平洌彦[薬
桂敬一[マスコ

ミ研究者] 桂壮三郎[映画プロデューサー]

岡田

桂直久[大阪音楽大学名誉教授

オペラ演

京子[作曲] 尾形勇[東京大学名誉教授] 岡

出家]

加藤アオイ[ジャズ歌手]

加藤一彦

野薫子[日本文藝家協会々員]

[東京経済大学現代法学部教授]

加藤幸三

岡野俊一郎

[国際オリンピック委員会名誉委員]

岡部

郎[専修大学名誉教授

昭[彫金家] 岡村遼司[早稲田大学教員] 岡

究所兼職教授] 加藤節[成蹊大学名誉教授]

本篤尚[神戸学院大学(法科大学院)教授] 小
川絢子

小川志道[妙見寺住職]

[日本社会事業大学名誉教授]

中国河南大学日本研

加藤武[劇団文学座]

小川政亮

家]

奥田靖二[浅

加藤典洋[文芸評論

加藤久晴[メディア総研研究員]

三由紀[和光大学]

門脇厚司[筑波大学名誉

川金刀比羅神社宮司]

奥村皓一[国際エコ

教授]

ノミスト経営学博士]

奥村宏[経済評論家]

胖[写真家] 金子幸枝[劇作

奥村まこと[建設設計]

小倉英敬[神奈川大

門脇佳吉[上智大学名誉教授]

ルオ[東京都立大学名誉教授]
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加藤

金瀬

俳優] 金子ハ
金田茉莉[戦

争孤児の会代表]
学部教授]
研究者]

金原瑞人[法政大学社会

鹿野政直

キ[劇作家] 熊澤喜久雄[東京大学名誉教授]

加納実紀代[女性史

上笙一郎[児童文化研究者]

熊田眞幸[元和歌山大学教授]
[慶応大学名誉教授]

上條

倉沢愛子

倉持孝司[大学教員]

恒彦[歌手] 神山寛[劇団俳優座俳優] 亀田

栗岩恵一[元アルペンスキーWC 選手 全国

美佐子[ヴァイオリニスト]

勤労者スキー協議会会長] 栗城壽夫

農工大学名誉教授]

亀山純生[東京

亀山統一[日本科学者

会議平和問題研究委員長]

彬[政治社会学者]

河相一成[東北

名誉教授]

大学名誉教授] 川北亮司[児童文学作家]
川崎健[東北大学名誉教授]
態学研究者]

栗原

来間泰男[沖縄国際大学

栗山淳[フリーエディター]

黒

田杏子[俳人] 黒田吉益[信州大学名誉教授]

川那部浩哉[生

桑野隆[早稲田大学教員]

川野弘之[新日本スポーツ連

小石雅夫[歌人

新日本歌人協会・編集長] 小泉和子[日本家

盟大阪府連盟事務局長] 川端善明 川村湊

具史研究者]

[文芸評論家 法政大学教授]

川本隆史[東

名誉教授] 甲田四郎[詩人] 河野勝彦[京都

京大学大学院教育学研究科教員] 神沢利子

産業大学教授] 香山美子[作家] 郡敏昭[早

[児童文学作家]

稲田大学名誉教授]

教授]
授]

菊井禮次[立命館大学名誉

菊田幸一[弁護士

法学部教授 ]

明治大学名誉教

菊地功[カトリック新潟司教]

木田千

女[俳誌｢天塚｣名誉为宰 狩白羽同人]

神品芳夫

授・数学]

小口彦太[早稲田大学

小 島順[早稲田大学 名誉教

小島美子

後藤勝子

みな子 きたがわてつ[シンガー・ソングラ

後藤乾一[早稲田大学名誉教授]

小中陽太

イター]

北原

郎[第一回野村胡堂賞受賞]

小沼通二[世界

北村肇[｢週刊金

平和アピール七人委員会]

小林亜星[作曲

道彦[龍谷大学名誉教授]
曜日｣発行人]
授]

北村実[早稲田大学名誉教

きどのりこ[児童文学作家]

[関西大学教授]
金石範[作家]

家]

木畑洋一[成城大学教授]

小林春規[版画家]

木村公一[牧師 大学講師]

子[東京母親大会連絡会]

任運営委員]

木村裕一[絵本作
清田

員]

部吉彦[音楽評論家]
名誉教授]
授]

家]

本勤労者山岳連盟理事長]

久冨善之[一橋大学

早乙女勝元[作家]

國原吉之助[名古屋大学名誉教

院住職]

窪島誠一郎[｢無言館｣館为 作

久堀勝敏[本願寺布教使]

斎藤健

斉藤豊治

斉藤義孝[日

佐江衆一[作家]

坂井定雄[龍谷大学名誉

教授] 阪上光明[元教員]

功刀貞如[日向山仏舎利平和宝塔为管

定林寺院首]

齋藤昭俊[大正大学名誉教授]

[弁護士 甲南大学名誉教授]

日下

渾大防

今野宏[横浜国立大学元教

司[㈱金の星社代表取締役社長]

久々湊盈子[現代歌人協会 歌誌｢合歓｣発
日下力[早稲田大学名誉教授]

小森香子[詩人会議常

金光威和雄[作曲家]

一枝[劇団民藝]

雄司[木版画家] 銀林浩[明治大学名誉教授]

行人]

小林直樹

小原隆治[早稲田大学政

治経済学術院教授]

木村康

喜安朗[日本女子大学名誉教授]

小林武[沖縄大学客員教授]

[東京大学名誉教授] 小林信彦[文芸家協会]

木下智史

木村茂光[東京学芸大学名誉教授]

家]

文芸家協会]

小関智弘[作家 日本

小竹伊津子[俳優]

北沢洋子[国際問題評論家]

木田

興膳宏[京都大学

坂口ふみ

阪口慈航[無礙光

作田啓一[社会学者]

佐々木光明[浄土真宗本願寺派浄土寺住職]

くまがいマ

佐々木誠正[真宗大谷派僧侶] 佐々木寛子
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佐々木美穂子

笹山久三[作家]

定形衛[名

杉浦康平

杉原泰雄 [一橋大学名誉 教授 ]

古屋大学教授]

薩摩順吉[青山学院大学教

杉本大一郎[元日本学術会議会員]

授]

佐藤昭子

佐藤和夫[千葉大学名誉教

太郎[日本芸術院会員(第二部・文芸)] 杉山

授]

佐藤敬二[立命館大学教授]

[名古屋大学名誉教授]

佐藤健一

佐藤征子

光信[明治大学(教員)]

佐藤司

杉本秀

すずききよし[作曲

家 詩人] 鈴木龍男[脚本・演出家] 鈴木範

[神奈川大学名誉教授] 佐藤真子[歌手] 佐

久[立教大学名誉教授]

藤学[学習院大学教授]

名誉教授] 鈴木瑞穂[俳優] 鈴木道彦[フラ

授]

佐藤研[立教大学教

佐藤幹雄[日本キリスト教団岩見沢教

会牧師]
授]

佐藤ミツ子

佐貫浩[法政大学教

沢田研二

教授]
版画家]

代表]

猿木智栄[能満

衛[茨城大学名誉教授]
信樂峻麿[元龍谷大学長]

大学名誉教授]

十滝歌喜[画家

ジェームス三木[脚本家]

須藤敏昭[大東文化大学元学長]

倉一朗[東京芸大名誉教授]

沢田昭二[名古屋大学名誉

四位直毅[弁護士]

鈴木良[元立命館大学教授]

鈴木伶子[平和を実現するキリスト者ネット

さねとうあきら[劇作家 児童文学者]

佐分晴夫[名古屋経済大学]
寺]

ンス文学者]

教授]

塩見正

清野政明

大学名誉教授]

信樂香仁[鞍馬寺]

連合議長]

茂田真澄[アーユ

隅野隆徳[専修

宗川吉汪[京都工芸繊維
大黒作治[全国労働組合総

髙内俊一[元立命館大学教授]

髙懸雄治[札幌学院大学名誉教授]
子[児童文学作家]

健一[東洋大学名誉教授]

教授]

重森曉[大阪経済

茂山あきら[狂言の役者]

高草木光一[慶應義塾大学教授]

芝憲子[詩人] 柴垣和夫[東京大学名誉教授]

本キリスト教団九段教会牧師]

柴田悦子[大阪市立大学名誉教授]

京都立大学名誉教授]

幸[東京大学教授]

島田淳子[元大学教授]

島田茂[日本ＹＭＣＡ同盟総为事]
[真宗大谷派法光寺住職]
学教授]

高木敏

髙木教典[東京大学名誉

作正博[関西大学法学部教授]

柴田元

角

諏訪兼位[名古屋大学名誉

ス仏教国際協力ネットワーク理事長] 重富

大学名誉教授]

鈴木増雄[東京大学

髙

髙田和彦[日
高田衛[東

高鶴礼子[川柳作家]

高橋アキ[ピアニスト] 高橋長英[俳優] 高

島津通

橋邦夫

清水修二[福島大

教授]

清水徹[明治学院大学名誉教授]

髙橋貞子

髙橋八郎[岩手大学名誉

高橋正志[文化団体連絡会議事務局

長] 高橋祐吉[専修大学教員] 高畑勲[アニ

清水正嗣[大分大学(医学部)名誉教授] 清水

メーション映画監督]

雅彦[日本体育大学准教授・憲法学] 清水御

画・テレビ編集協会副理事長] 高山英男[児

代明[京都大学名誉教授]

童文化研究家]

下条倬弘

下重暁子[作家]

志茂田景樹[｢よい子に読み聞か

せ隊｣隊長 作家]

下山房雄

コ[俳優]

十菱駿武[文

介

宝井琴嶺[講釈師]

滝沢ロ

滝田裕介[俳優(フリー)]

田北亮

田口富久治[名古屋大学名誉教授]

化財保存全国協議会代表委員]

白井一夫

居利史[美術評論家]

白岩謙一[名古屋大学名誉教授]

進藤榮一

誉教授]

[国際政治学者]

進藤省次郎[元北海道大学

教授 元園田学園女子大学教授]
郎[文芸評論家]

武

武市正人[東京大学名

竹内常一[国学院大学名誉教授]

竹内敏信[写真家]

新船海三

髙室晃三郎[日本映

竹中恵美子[大阪市立大

学名誉教授] 竹本節子[声楽家] 田島栄[劇

杉みき子[児童文学作家]

作家]
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田島一[日本民为为義文学会会長]

多田一路[立命館大学]

立川涼[愛媛大学・

長 日本基督教団半田教会]

高知大学名誉教授]

建部正義[中央大学教

督]

授]

田中収[歌人]

田中克彦[言語学者]

正大学名誉教授]

田中孝彦[教育学者]

田中千恵子[新俳句人

家協会]

連盟副会長]

田中徳雲[小高山同慶寺住職]

田中曻[稲城大気汚染測定連絡会会長]
中浩[一橋大学名誉教授]
学教授]

[カトリック教会司教]
被災者協議会]
島大学教授]

家]

谷

内藤新吾[日本福音ルーテル稔台

谷大二

永井愛[劇作

永井憲一[法政大学名誉教授]

昭[高知大学名誉教授]

中内光

長尾十三二[東京教

育大・立教大・中央大元教授・教育学博士]

谷口稜曄[長崎原爆

谷口由美子

鳥生忠佑[日本民为法律

議顧問 「いのちの籠」同人]

田中優子[法政大

昌二[元日本聖公会沖縄教区为教]

富山和子[評論家 立

教会牧師] 中寛三[俳優座] 中正敏[詩人会

田

田中陽[口語俳句協会幹事長]

冨田祐一[俳優]

土橋亨[映画監

長尾正二

田村和之[広

中川宗彌 [美術者 ]

中岡哲郎

中川敬[ミュージシャン(ソウル・フラワー・

田村進[東京音楽大学名誉教

ユニオン)]

中川美保[サクソフォン奏者]

授] 田村拓男 田村広志[歌人] 俵義文[子

中川雄一郎[明治大学教授]

どもと教科書全国ネット 21 事務局長] 丹

家] 中里見博[徳島大学教員] 中澤康人[俳

野章[写真家]

人] 中嶌哲演[明通寺住職] 中島三千男[神

僧侶]

旦保立子[真宗大谷派宗泉寺

近石真介[新劇俳優協会理事]

眞[国際基督教大学教員]

千葉

奈川大学外国語学部教授]

茶屋明郎[日本キ

学名誉教授]

中田作成

中川李枝子[作

長砂實[関西大
永田和宏[京都産

リスト教団若松教会牧師] 津上忠[劇作・演

業大学教授 京都大学名誉教授 歌人] 永田

出家] 塚本是順[弘経寺住職] 辻真先[ミス

利治[全日本造船機械労働組合中央執行委員

テリ作家・アニメ脚本家] 土山秀夫[元長崎

長]

大学長]

塚明[奈良女子大学名誉教授]

鼓直[法政大学名誉教授]

呂志[大阪大学名誉教授]
学教員]

[横浜市立大学教授]

常行敏夫[私立大

鶴田廣巳[関西大学教授]

彦[中央大学名誉教授]

都出比

長谷良雄[真宗大谷派利覚寺住職]

鶴田満

誉教授]

鶴間和幸[学習院大

大学教授 写真家]

宗正法寺住職]

究会]

出店久夫[美術家]

寺﨑昌

長沼秀世[津田塾大

中野晃一

学教授] 鶴見祐策[弁護士] 手島英真[日蓮

中村梧郎[元岐阜

中村博[子どもと民話研

中村方子[中央大学名誉教授]

男[東京大学名誉教授] 寺嶋陸也[作曲家]

泰行[立命館大学名誉教授]

暉峻康瑞[浄土真宗僧侶]

典厩五郎[作家]

教鯱雄布教所所長]

土井大助[詩人会議顧問]

道家達將[東京工

業大学名誉教授]
学名誉教授]

成田直子

徳永俊明[大

杜澤光一郎[歌人 コスモス]

中村

中村雄介[天理

中村隆敏[浄土宗善導

中山和久[早稲田大学名誉教授]

那須正幹[作家] 奈良達雄[歌人] 成田和枝

十川信介[日本近代文学館]

徳重昌志[中央大学名誉教授]
学教師]

寺住職]

洞谷吉男[名古屋芸術大

中西新太郎

中西又三[中央大学名

なかにし礼

学名誉教授]

中

成嶋隆[獨協大学法学部]

修[青山学院大学教授]

利

済大学名誉教授]

新倉

新美治一[名古屋経

新実徳英[作曲家]

西川

谷信義[法学者] 十島英明[演出家] 戸田安

信廣[文学座・演出家]

士[名古屋大学名誉教授 金城学院名誉理事

の人権を守る宮城県連絡会事務局長] 西島
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西澤晴代[元子ども

正樹[建築家] 西谷修[東京外国語大学教授]

院教授] 疋田輝雄[明治大学] 樋口健二[フ

西谷敏[大阪市立大学名誉教授]

ォト・ジャーナリスト] 樋口陽一

[白梅学園短期大学名誉教授]
阪大学名誉教授]
教授]

西村汎子

[ノンフィクション作家] 平石耕一[劇作家]

仁田義雄[大

二宮厚美[神戸大学名誉

平石直昭[東京大学名誉教授]

二宮周平[立命館大学法学部教授]

波大学名誉教授]

庭山英雄[弁護士]

野家啓一[東北大学教養

霊学園理事長]

教育院特命教授]

野口俊邦[信州大学名誉

教授]

教授]

野口信彦[新日本スポーツ連盟副会

平田熙[東京農工大学名誉

平野喜一郎[三重大学名誉教授]

人]

野沢保

能島龍三[日本民为为義文学

廣瀬務[真宗大谷派僧侶]

会事務局長]

野田淳子[シンガー･ソングラ

書地域文庫全国連絡会代表]

野ざらし延男[俳

平和の会)]

野田正彰[精神病理学者 評論家]

野村須磨子[俳優]
大学院教授]

平

山榮子[大阪宗教者平和協議会理事(天理教

野﨑昭弘[数学者]

野中俊彦[法政大学名誉教授]

平岡敏夫[筑

平垣ヨシ子[学校法人聖

長]

イター]

久田恵

平山知子[弁護士]

道教育大学釧路校]

野見山暁治

誉教授]

野村武司[獨協大学法科

廣田健[北海

広原盛明[京都府立大学元学長]

大学名誉教授]

深瀬忠一[北海道

深谷克己[早稲田大学名誉

合総連合中央執行委員長] 倍賞千恵子 秤

教授]

屋和久[劇団民藝] 萩京子[作曲家] 萩原伸

[東京経済大学名誉教授]

次郎 [横浜国立大 学名誉教授 ]

作者]

萩原法子

広瀬恒子[親子読

廣田昌希[大阪大学名

広渡清吾[専修大学教授]

野村幸裕[日本自治体労働組

平山玲是

福井憲彦[学習院大学学長]

福應健

福島明夫[演劇製

福地保馬[北海道大学名誉教授]

復

朴慶南[作家] 狭間直樹[京都大学名誉教授]

本一郎[俳文学者(神奈川大学名誉教授)] 袋

橋本佐内[牧師]

正[劇団俳優座] 福家英明[園城寺長吏] 藤

橋本紀子[女子栄養大学教

授] 橋本喜典[歌人] 長谷詔夫[日本児童・

井倶枝

青尐年演劇劇団協同組合専務理事] 秦恒平

木香代子 藤木久志 ふじたあさや[劇作家

[作家] 畑潤[都留文科大学教授] 畑田重夫

演出家]

[国際政治学者] 蜂谷邦夫[中国思想研究者]

教授]

八田満穂[劇団新人会制作・演出] 馬場和夫

ネ

[映画プロデューサー]

高明[日本医療福祉生活協同組合連合会会長

名誉教授]

土生長穂[法政大学

浜田知明[版画家 彫刻家]

林正夫[一橋大学名誉教授]
大学名誉教授]

浜

藤田勇

藤野豊[敬和学園大学教員]

古城利明[中央大学名誉教授]

宣慶[日蓮宗浄鏡寺住職]

林昭[龍谷大学名誉教授]

藤

藤田英典[東京大学名誉

藤原克己[東京大学文学部教授]

理事]

早川和男[神戸

藤岡貞彦[一橋大学名誉教授]

藤久ミ
藤原

古沢

古田足日[児童文

学者]

古畑和孝[東京大学名誉教授(社会心

林京子[著述業] 早瀬晋三[早稲田大学教授]

理学)]

ボールハチェット・ヘレン[慶應義

原寿雄[元共同通信編集为幹]

塾大学教授]

家 東京大学名誉教授]
[弁護士]

原広司[建築

原道生

原田純子

星野直之[｢日の丸・君が代｣不当処分撤回を

原田純孝[東京大学名誉教授 中

央大学法科大学院教授]
学名誉教授]

星埜惇[福島大学名誉教授]

求める被処分者の会共同代表]

春原昭彦[上智大

星野実[私

立和光中学校教諭 学校体育研究同志会全

晴山一穂[専修大学法科大学

国常任委員]
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保立道久[東京大学名誉教授

(歴史学)]
館大学]

堀文子[日本画家]

大学名誉教授]

ト]

研究所研究室長]
[絵本作家]
誉教授]

増

宮地正人[東京大学名誉教授]

員]

宮村光

宮本憲一[大阪

三輪定宣[千葉大学名

村井敏邦[一橋大学名誉教授 大阪学院

大学教授]
教授]

松熊信義[俳

村上哲見

村田尚紀[関西大学

最上敏樹[早稲田大学教授]

彦[東京都立大学名誉教授]

松平實

社大学名誉教授]

茂木俊

望田幸男[同志

望月浩一郎[弁護士]

望

松野迅[ヴ

月たけし[俳人(新俳句人連盟副会長)] 本尾

松野豊[東北大学名誉教

實[東京工業大学・東京電機大学名誉教授]

授] 松原望[聖学院大学教授] 松村伸子[声

本尾良[元市川房枝記念会女性と政治センタ

楽家]

ー理事長]

元山健[龍谷大学法学部教授]

本猛[美術・絵本評論家 ちひろ美術館常任顧

百瀬雄彦

百瀬宏 [津田塾大学名誉 教授 ]

問]

森武麿[神奈川大学教授]

ァイオリニスト]

松永昌三

宮田光雄[東北大学名誉教

誉教授] 三輪隆[埼玉大学名誉教授・特別教

松浦龍夫[真宗大谷派僧

胤[犬山寂光院山为]

宮田節子[学習院大学東洋文化研究

市立大学名誉教授]

松井芳郎[名古屋大学名

松沢弘陽[政治思想史研究者]

宮﨑礼子[日本女子大学名誉

重[日本女子大学名誉教授]

まついのりこ

優]

宮﨑駿

授]

松井朝子[パントマイミ

松岡享子[児童文学者]

三宅晶子

宮坂富之助[早稲田大学名誉教

所客員研究員]

増田善信[元・気象

侶]

美濃部民子[画

宮城泰年[本山修験宗管長]

教授]

松浦悟郎[日本カトリック正義と

平和協議会会長]

三井公子峰岸純

道浦母都子[歌人]

授]

松井久子[㈱エッセン・コミュ

ニケーションズ]

学者]

静生[俳人]

前野育三[弁護士]

松井エイコ[壁画家]

三谷太一郎[政治

[千葉大学教授] 三宅明正[千葉大学] 宮坂

牧野忠康[日本福祉大学名誉教

山均[早稲田大学教授]

編集長] 水野昌雄[歌人]

家]

前田

正木健雄[日本体育大学名誉教授]

水田

水谷仁[｢ニュートン｣

夫[東京都立大学名誉教授]

本間義人[法政大学名誉

前澤哲爾[山梨県立大学教授]

前野慈作

本

本田和子[お茶の水女

哲男[ジャーナリスト]

スト]

洋[日本学士院会員]

本澤二郎[政治評論家 ジャーナリス

子大学名誉教授]

授]

堀尾輝久[東京

本多恵実[真宗大谷派林高寺住職]

水田嘉美[東海大学名誉教授]

水田珠枝[名古屋経済大学名誉教授]

堀場清子[日本現代詩人会

多靜芳[万行寺住職]

教授]

歌人会会長]

堀尾幸男[日本舞台美術家協会理

事長 武蔵野美術大学教授]

会員]

堀雅晴[立命

松本三之介[政治思想史研究者]

松

松元ヒロ[スタンダップコメディアン]

松本満[高野山真言宗宝満寺住職 京都北部

学名誉教授]

｢いのち｣を守る宗教者の会代表] 松山幸生

授]

[日本キリスト教団牧師]

岡孝二[関西大学教授]

松山省次[俳優]

森崎東

森崎和江[詩人 作家]

森下勢

守中高明[早稲田大学教授]

森村誠

道院]

津子

一[中京大学名誉教授]
名誉教授]
三浦まり

丸山惠也[立教大学

一

萬田正治[鹿児島大学名誉教授]
三上満[教育家]

守屋益男

森屋裕子 柳下登[東京農工

大学名誉教授(農業生物学)]

水落博[香川県

森

森川恭巖

[映画監督]

丸山敬

森井眞[明治学院大学名誉教

森岡清美[東京教育大学名誉教授]

間宮芳生 マリア・コラレス[聖母被昇天修
鞠川了綽[真宗大谷派住職]

森英樹[名古屋大

八嶋信子

安

川寿之輔[不戦兵士・市民の会副代表理事]
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柳井喜一郎[新日本歌人全国幹事]
[評論家]

(イ・フェソン)[小説家]

柳父章

[美術評論家 詩人]

矢萩新一[日本聖公会金沢聖ヨハ

ネ教会司祭]

矢原徹一[九州大学理学研究

院教授] 山内撼濤[書家]

教授]

山内敏弘[一橋大

語大学教授)] 和田春樹[東京大学名誉教授]

山尾幸久[立命館大学名誉教

和田洋子

授]

山口昭男[岩波書店前社長]

芸術大学教授]

山口明穂[東京大学名誉教授]
大学教授]

[東京大学名誉教授]
蔵野大学教授]
山田慶兒

山崎翠

山崎敏光

山田昭

次[立教大学名誉教授] 山田稔[作家] 山田
洋次[映画監督] 山中宇佐夫[美術評論家(日
本美術会)] 山部恵造[日本科学者会議] 山
山本

さとし[シンガー・ソングライター] 山本亘
[俳優]

山本司[歌人]

名誉教授]

山本正明[法政大学

山本有造[京都大学名誉教授]

山本洋[映画プロデューサー]

山本龍二[俳

優(劇団青年座)] 山家悠紀夫[暮らしと経済
研究室] 祐信[長谷寺]
論家 作詞家]

湯川れい子[音楽評

湯原和夫

者(劇団東演)]

田力[都留文科大学教授]
谷派了因寺住職]

大学名誉教授]

吉田

吉田正志[東北

吉田傑俊[法政大学名誉教

吉田善明[明治大学名誉教授]

百合[俳優]

横

吉岡康裕[真宗大

吉開那津子[作家]

栄司[関西大学法学部教授]

授]

横川功[演劇制作

横田耕一[憲法研究者]

吉永仁郎[劇作家]

吉永小

吉原賢二

[東北大学名誉教授] 吉原公一郎[作家] 吉
原泰助[福島大学名誉教授]
大学文学部]

者]

吉村武彦[明治

米川哲夫[東京大学名誉教授]

米倉斉加年[俳優]

米田佐代子[女性史研究

米田俊彦[お茶の水女子大学教員]

田貢 [日本科学者 会議事務局長 ]

渡辺皓司[画家]

渡辺尚志

(以上 829 人、2014 年 2 月 14 日現在)

山下高行[立命館大学教授]

本幸司[静岡文化芸術大学名誉教授]

渡辺健二[東京

渡部雅子 渡辺幸博[関西大学名誉教授]

山崎龍明[武

山田昭一[演出家 俳優]

渡辺一枝[作家]

[一橋大学教授] 渡辺毅[大阪大学名誉教授]

山崎健[新潟

山﨑定人[映画監督]

和田進[神戸大学名誉

和田忠彦[イタリア文学者(東京外国

学名誉教授]
山際巌

ワシオ・トシヒコ

米

李恢 成
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