
賛同者一覧（8月29日現在、五十音順・敬称略） 

 

アーサー・ビナード 詩人  

愛敬浩二 名古屋大学教授  

相沢幸悦 埼玉学園大学経済学部教授 

葵生川玲 詩人 

青井未帆 学習院大学教授 

青木理  ジャーナリスト・ノンフィクション作家 

青木敬介 播磨灘を守る会代表世話人 

青木はるみ 詩人 

青木正雄 新日本スポーツ連盟愛知県連盟会長 

青沼裕之 武蔵野美術大学教授 

青柳志解樹 文筆業 

赤井純治 新潟大学名誉教授 

赤川次郎 作家  

赤間弘記 日本勤労者山岳連盟副会長 

秌場準一 一橋大学名誉教授 

秋葉忠利 元広島市長  

秋間実  東京都立大学名誉教授 

秋村宏  詩人 

秋山亮二 写真家 

浅井薫  詩人・愛知文化団体連絡会議顧問 

浅井基文 元広島平和研究所長 

浅尾忠男 詩人 

朝倉義寛 福知山原水協代表・来迎院住職 

麻島昭一 専修大学名誉教授 

浅田彰  京都造形芸術大学教授 

浅見定雄 東北学院大学名誉教授 

浅見輝男 茨城大学名誉教授 

鰺坂真  関西大学名誉教授 

梓志乃  歌人 

東寿太郎 津田塾大学名誉教授 

東幹夫  長崎大学名誉教授 

東康文  蓮得寺住職 

安達和志 神奈川大学教授 

安孫子麟 元東北大学教授 

油井大三郎 東京女子大学 

阿部真也 福岡大学名誉教授 

阿部猛  東京学芸大学元学長 

阿部浩己 神奈川大学教授 

阿部百合子 俳優 

雨宮処凜 作家・活動家 

荒井献  東京大学名誉教授 

荒井信一 茨城大学名誉教授 

荒川智  茨城大学教授・全国障害者問題研究会全国委員長 

荒川章二 国立歴史民俗博物館 

荒川高明 龍江寺東堂 

荒川庸生 日本宗教者平和協議会理事長・真宗大谷派長永寺住職 

荒木繁  和光大学名誉教授 

荒木豊  

新崎盛暉 沖縄大学名誉教授 

新舩海三郎 文芸評論家 

荒牧重人 山梨学院大学 

有馬賴底 臨済宗相国寺派管長 

有山輝雄 歴史学者 

安斎育郎 立命館大学名誉教授 



安在邦夫 早稲田大学名誉教授 

安西賢誠 真宗大谷派僧侶 

安藤久義 作曲家 

安藤実  静岡大学名誉教授 

飯島滋明 名古屋学院大学准教授  

飯田哲也 環境エネルギー政策研究所所長  

飯田裕康 慶大名誉教授 

飯田正紀 神戸女学院大学名誉教授 

飯田泰雄 鹿児島大学名誉教授 

五十嵐暁郎 政治学者・立教大学名誉教授 

五十嵐敬喜 法政大学名誉教授・弁護士 

五十嵐隆明 京都・総本山永観堂禅林寺第八十八世法主 

五十嵐仁 元法政大学教授 

碇山洋  金沢大学経済学類教授 

井口秀作 愛媛大学教授 

池享  ソウル大学校師範大学教授 

池内了  名古屋大学名誉教授 

池住義憲 元立教大学大学院教員 

池田香代子 翻訳家  

井ヶ田良治 同志社大学名誉教授 

池辺晋一郎 作曲家 

伊佐千尋 作家 

石井かほる 舞踏家（コンテンポラリーダンス） 

石井寛治 東京大学名誉教授 

石井拓児 名古屋大学准教授 

石川逸子 詩人 

石川貞夫 俳人 

石川友好 日本勤労者山岳連盟副理事長 

石黒修  公益社団法人日本プロテニス協会名誉顧問 

石子順  映画評論家 

石坂啓  マンガ家  

石田一志 音楽評論家 

石田雄  政治学研究者・東大名誉教授 

石田芳夫 囲碁棋士 

石部正志 元宇都宮大学国際学部教授 

石山久男 歴史教育者協議会前委員長 

伊集院立 法政大学名誉教授 

磯野有秀 山口県立大学名誉教授 

板垣雄三 東京大学名誉教授 

板先達  安養寺住職 

市川浩  広島大学教授 

一ノ瀬秀文 大阪市立大学名誉教授 

市原悦子 女優 

井筒和幸 映画監督 

井出嘉憲 東京大学名誉教授 

伊藤定良 青山学院大学名誉教授 

伊東史朗 人形劇演技演出脚本 

伊藤セツ 昭和女子大学名誉教授 

伊藤高弘 武蔵野美術大学名誉教授 

伊藤地張 日蓮宗僧侶 

伊藤千尋 国際ジャーナリスト 

伊藤巴子 俳優 

伊藤博義 宮城教育大学名誉教授 

伊藤真  弁護士・伊藤塾塾長  

伊藤誠  経済学者 

伊東光晴 京都大学名誉教授 



伊藤康子 愛知女性史研究会 

伊藤陽一 法政大学名誉教授 

井戸謙一 弁護士 

稲正樹  国際基督教大学客員教授 

井上鑑  作・編曲家 

井上和衛 明治大学名誉教授 

井上勝生  

井上完二 東京農工大学名誉教授 

井上英夫 金沢大学名誉教授 

井端正幸 沖縄国際大学法学部教授 

今関信子 児童文学作家 

今宮謙二 中央大学名誉教授 

いまむらいづみ 女優 

岩井忠熊 立命館大学名誉教授 

岩崎加根子 女優 

岩佐茂  一橋大学名誉教授 

岩下浩  俳優 

岩波道子 新日本スポーツ連盟副理事長 

岩野英夫 同志社大学名誉教授 

岩間一雄 岡山大学名誉教授 

岩見良太郎 埼玉大学名誉教授 

いわむらかずお 絵本作家 

岩本智之 元京都大学教員 

宇井孝司 アニメーション監督  

上田薫  都留文科大学名誉教授 

上田勝美 龍谷大学名誉教授 

上田恵介 立教大学教授 

上田誠也 東大名誉教授 

上田睦子 元青山学院大学講師 

上野健爾 京都大学名誉教授 

植野妙実子 中央大学教授 

上野卓郎 一橋大学名誉教授 

上野正  数学者 

上野千鶴子 社会学者  

上脇博之 神戸学院大学法学部教授 

鵜飼良昭 弁護士・日本労働弁護団会長  

浮田久子 平和の白いリボン行動・藤沢  

牛山積  早稲田大学名誉教授 

碓井敏正 京都橘大学名誉教授 

臼井久和 獨協大学・フェリス女学院大学名誉教授 

碓田のぼる 歌人 

内海愛子 恵泉女学園大学名誉教授  

内田雅敏 弁護士  

内田麟太郎 絵詞作家 

内野光子 歌人 

内橋克人 経済評論家 

内山晟  動物写真家 

宇都宮健児 弁護士・元日本弁護士会会長 

内海和雄 一橋大学名誉教授 

うのていを オイコノミア研究所長 

梅川勉  元大阪市大教授 

梅野泰靖 俳優 

梅林宏道 ピースデポ特別顧問  

梅原英治 大阪経済大学教授 

浦田一郎 明治大学教授 

浦西和彦 関西大学名誉教授 



浦部法穂 神戸大学名誉教授 

瓜生崇  日本脱カルト協会理事 

瓜生正美 青年劇場顧問 

漆間徳然 住職 

永六輔  放送作家  

江沢洋  学習院大学名誉教授 

江尻美穂子 津田塾大学名誉教授 

遠藤公嗣 明治大学教授 

遠藤教温 日蓮宗本立寺住職 

遠藤剛  俳優 

大石芳野 写真家 

大江健三郎 作家  

大江真道 日本宗教者平和協議会代表委員 

大木一訓 日本福祉大学名誉教授 

大木正純 音楽評論家 

大串和雄 東京大学教授 

大久保史郎 立命館大学名誉教授 

大熊政一 弁護士・日本国際法律家協会会長  

大倉一美 カトリック司祭 

大川内弘 音楽家 

大崎滋生 元桐朋学園大学教授 

大笹吉雄 演劇評論家 

大城立裕 作家 

太田一男 酪農学園大学名誉教授 

大高全洋 山形大学名誉教授 

大竹美登利 東京学芸大学教授 

大竹雄介 画家・グラフィックデザイナー 

大谷禎之介 法政大学名誉教授 

太田治子 作家 

太田真季 歌手 

大田昌秀 元沖縄県知事・沖縄国際平和研究所理事長  

太田幸男 東京学芸大学名誉教授 

大塚初重 明治大学名誉教授 

大槻眞一 阪南大学名誉教授 

大西広  慶応義塾大学教授 

大野晃  スポーツジャーナリスト 

大橋博明 中京大学名誉教授 

大林宣彦 映画作家 

大林弘道 神奈川大学名誉教授 

大原穣子 ドラマの方言指導 

大平一誠 僧侶 

大平聡  宮城学院女子大学教授 

大平ゆう子  

大牧広  雑誌出版 

大和繁  和光学園教員 

大和有志  

大和玲子  

岡観浄  住職 

岡崎晃  日本キリスト教団牧師 

岡崎武志 フリー・ライター 

丘修三  日本児童文学者協会理事長・「子どもの本・九条の会」代表団 

岡田京子 作曲（めだか大学主宰） 

岡田信弘 北海道大学特任教授 

岡田英樹 立命館大学名誉教授 

岡部耕大 劇作家 

岡部牧夫 著述業（日本現代史） 



岡部正孝 龍泉寺住職 

岡本好古 作家 

丘山万里子 音楽評論 

小川典子 ピアニスト 

小川洋  新日本スポーツ連盟全国勤労者スキー協議会理事長 

小河義伸 日本バプテスト仙台基督教会牧師 

輿石千英乃  

輿石勇  

沖ななも 現代歌人協会常任理事 

奥田靖二 浅川金刀比羅神社宮司 

奥野恒久 龍谷大学教授  

奥村宏  経済評論家 

小倉英敬 神奈川大学教授 

小栗康平 映画監督 

尾崎吉彦 新日本スポーツ連盟宮城県連盟会長・新日本スポーツ連盟全国連盟顧問 

長田譲  真宗佛光寺派・僧侶 

小山内美江子 脚本家 

小澤勝美 法政大学名誉教授 

小澤隆一 東京慈恵会医科大教授 

押見俊穎 真宗大谷派僧侶 

小田川興 在韓被爆者問題市民会議代表、早稲田大学日韓未来構築フォーラム主宰、元朝日新聞編集委員  

小田中聰樹 東北大学名誉教授 

落合恵子 作家  

小貫雅男 滋賀県立大学名誉教授 

小野和典 真宗大谷派僧侶 

小野塚春吉 公益財団法人政治経済研究所評議員 

小野文珖 お題目九条の会呼びかけ人 

尾畑文正 同朋大学名誉教授 

恩地日出夫 映画監督 

海渡雄一 弁護士・元日弁連事務総長  

戒能民江 お茶の水女子大学名誉教授 

戒能通厚 早稲田大学名誉教授 

暉峻淑子 埼玉大学名誉教授 

香川京子 俳優  

香川良成 舞台演出家 

柿沼肇  日本福祉大学名誉教授 

影山健  愛知教育大学名誉教授 

葛西和雄 俳優 

梶井功  東京農工大学名誉教授 

樫山文枝 俳優 

糟谷憲一 一橋大学名誉教授・歴史学 

粕谷進  日本大学名誉教授 

加瀬和俊 帝京大学教授 

片岡曻  京都大学名誉教授 

片方信也 日本福祉大学名誉教授 

片桐直樹 映画監督 

片桐雄一 中央区退職教職員の会代表 

形野清貴 大阪経済法科大学教授 

片平洌彦 健和会 臨床・社会薬学研究所所長 

勝目梓  小説家 

桂敬一  ジャーナリズム研究者 

桂壮三郎 映画プロデューサー 

桂直久  大阪音楽大学名誉教授 

加藤アオイ ジャズミュージシャン 

加藤一彦 東京経済大学教授 

加藤順教 浄土真宗本願寺派布教使 



加藤俊生 石手寺住職 

加藤節  成蹊大学名誉教授 

加藤典洋 文芸評論家 

加藤久晴 メディア総研研究員 

角倉一朗 東京芸術大学名誉教授 

門脇厚司 筑波大学名誉教授 

金瀬胖  写真家 

金子兜太 俳人 

金子ハルオ 東京都立大学名誉教授 

金子勝  立正大学名誉教授 

金子泰夫 新日本スポーツ連盟千葉県連盟事務局長 

金子幸枝 劇作・俳優 

金城実  彫刻家  

金原瑞人 法政大学教授・翻訳家 

鎌倉哲夫  

鎌田慧  ルポライター  

鎌田浩  専修大学・熊本大学名誉教授 

神沢利子 童話作家 

上條恒彦 歌手 

神山征二郎 映画監督 

神山寛  新劇俳優 

亀田美佐子 ヴァイオリニスト 

亀山統一 日本科学者会議常任幹事 

加茂直樹 京都教育大学名誉教授 

鴨野幸雄 金沢大学名誉教授 

香山美子 作家 

香山リカ 精神科医  

河相一成 東北大学名誉教授・みやぎ憲法九条の会共同代表 

河合弘之 弁護士・脱原発弁護団全国連絡会共同代表  

川上十郎 画家・九条美術の会発起人 

川上則道 都留文科大学名誉教授 

河北亮司 児童文学作家 

川口智久 一橋大学名誉教授 

川﨑嘉元 中央大学名誉教授 

川崎健  東北大学名誉教授 

河﨑俊栄 立正平和の会理事長 

川﨑泰資 マスコミ市民顧問・元NHK記者 

川那部綾子 造形作家 

川那部浩哉 京大名誉教授 

川鍋正敏 立教大学名誉教授 

川野浩一 原水爆禁止日本国民会議議長  

川端正久 龍谷大学名誉教授 

川村肇  獨協大学教員 

川本隆史 国際基督教大学教員 

川本眞理 音楽家 

河原崎國太郎 俳優 

姜在彦  元花園大学客員教授 

神田香織 講談師 

菅野成寛 中尊寺釈尊院住職 

木内みどり 女優  

菊井禮次 立命館大学名誉教授 

菊田幸一 弁護士・明大名誉教授 

菊池東太郎 新日本歌人協会代表理事 

岸野亮淳 仏教僧侶（恵光寺住職） 

杵島直美 料理研究家 

来嶋靖生 歌人 



北川曉子 ピアニスト 

北島義信 四日市大学名誉教授・正泉寺前住職 

紀田順一郎 作家 

北住炯一 愛知学院大学客員教授 

北田芳活 東京経済大学名誉教授 

北爪やよひ 作曲家 

木谷勤  名古屋大学名誉教授（西洋史） 

北原道彦 龍谷大学名誉教授 

北村肇  「週刊金曜日」発行人 

北村実  早大名誉教授 

北村洋基 慶応大学名誉教授 

北山雅昭 早稲田大学教授 

木下そんき 作曲家 

木畑洋一 成城大学教授 

金石範  作家 

木村朗  鹿児島大学教員 

木村茂光 帝京大学教授 

木村宏嗣 禅龍寺住職 

清枝博之 真宗大谷派光照寺住職 

清末愛砂 室蘭工業大学准教授 

久峩良修 僧侶 

日下部吉彦 音楽評論家・大阪音楽大学客員教授 

草深直臣 立命館大学特任教授 

久富善之 一橋大学名誉教授 

功刀貞如 定林寺院首 

功刀俊雄 奈良女子大学教授 

窪島誠一郎 美術館館主・作家 

久堀勝敏 浄土真宗本願寺派僧侶 

熊谷博子 映像ジャーナリスト  

くまがいマキ 映画配給 

熊澤喜久雄 東京大学名誉教授 

久万須俊雄 真宗大谷派林光寺前住職 

熊田眞幸 元和歌山大学教授 

組坂繁之 部落解放同盟中央執行委員長  

雲尾保喜 本山修験宗快蔵院住職 

倉持孝司 大学教員 

倉本聰  脚本家・劇作家・演出家  

栗岩恵一 アルペンスキー元WC選手・全国勤労者スキー協議会会長 

栗城壽夫 大阪市立大学名誉教授・上智大学名誉教授 

栗田禎子 千葉大学教授 

栗原彬  政治社会学者 

栗山民也 演出家 

黒滝正昭 宮城学院女子大学名誉教授 

黒田�益 信州大学名誉教授 

郡島恒照 仏教徒非戦の会・福岡代表 

小池汪  写真家 

小泉和子 昭和のくらし博物館館長 

小泉浩  フルート奏者 

纐纈厚  山口大学教授 

高史明  作家 

甲田四郎 詩人 

河内照治 真言宗豊山派浄瑠璃寺住職 

河野太通 龍門寺住職 

古今亭菊千代 噺家・真打  

古在由秀 天文学者 

越川弘英 同志社大学教授・日本基督教団牧師 



小島美子 国立歴史民俗博物館名誉教授 

古関彰一 憲政史家  

古世古和子 児童文学作家 

小谷汪之 東京都立大学名誉教授 

児玉房子 ガラス絵作家・天ケ森ガラス会館館長 

後藤仁敏 鶴見大学名誉教授 

後藤正人 和大名誉教授 

後藤道夫 都留文科大学名誉教授 

後藤陽吉 俳優 

小西一雄 立教大学名誉教授 

小沼通二 物理学者 

小橋孝一 日本キリスト教協議会議長  

小橋孝一 牧師・日本キリスト教協議会議長 

小林亜星 作曲家 

小林功  日本基督教団引退牧師 

小林研一郎 指揮者 

小林秀一 プロボクシング・元日本ウェルター級チャンピオン 

小林節  慶應義塾大学名誉教授 

小林武  沖縄大学客員教授 

小林信彦 作家 

小林春規 版画家 

小林緑  国立音楽大学名誉教授  

小林弥六 筑波大学名誉教授 

小林勇  医学博士・日本社会医学会名誉会員 

小室等  フォークシンガー  

小森香子 詩人会議運営委員長 

小森田秋夫 神奈川大学教授 

小森陽一 東京大学教授  

金光威和雄 作曲家 

近藤富枝 作家 

今野廣隆 高千穂大学名誉教授 

崔善愛  ピアニスト  

齋藤昭俊 大正大学名誉教授 

斎藤貴男 ジャーナリスト 

斉藤豊治 甲南大学名誉教授・弁護士 

斎藤治子 東京ロシア語学院理事長 

斎藤文男 九州大学名誉教授 

斎藤稔  法政大学名誉教授 

斉藤義孝 日本山岳文化学会理事・日本勤労者山岳連盟前理事長 

佐伯快勝 浄瑠璃寺住職 

早乙女勝元 作家  

坂井定雄 龍谷大学名誉教授 

酒井広  元NHKアナウンサー 

阪上順夫 東京学芸大学名誉教授 

榊法存  真宗大谷派皆龍寺住職 

阪口正二郎 一橋大学教授 

坂田栄一郎 写真家 

坂田雅子 映画監督  

坂野潤治 東京大学名誉教授 

坂元忠芳 東京都立大学名誉教授 

坂本洋子 フリージャーナリスト・NPO法人民法改正ネットワーク mネット 理事長  

坂元良江 テレビプロデューサー  

佐久博美 劇団銅鑼 制作 

佐久間英俊 中央大学教授 

佐々木愛 劇団文化座代表・日本新劇俳優協会会長 

佐々木園子 東海大学名誉教授 



佐々木猛也 弁護士  

佐々木誠正 真宗大谷派僧侶 

佐々木雄太 名古屋大学名誉教授 

佐々木隆爾 東京都立大学名誉教授 

佐相憲一 詩人 

佐高信  評論家  

佐藤一子 東京大学名誉教授 

佐藤和丸 真宗大谷派德照寺住職 

佐藤敬二 立命館大学教授 

佐藤宏司 黙笑寺住職 

佐藤竺  成蹊大学名誉教授 

佐藤純彌 映画監督 

佐藤司  神奈川大学名誉教授 

佐藤文隆 京都大学名誉教授 

佐藤学  学習院大学教授 

佐藤幹雄 日本キリスト教団岩見沢教会牧師 

佐藤光政 声楽 

里村専精 僧侶 

佐貫浩  法政大学教授 

佐野彰義 最勝寺住職 

沢田昭二 名古屋大学名誉教授 

沢渡朔  写真家 

澤地久枝 作家  

澤野義一 大阪経済法科大学教授 

ジェームス三木 脚本家  

塩川伸明 東京大学名誉教授 

塩原勉  社会学者 

鹿野政直 日本史学者 

敷地あきら 新俳句人連盟会長 

重富健一 東洋大学名誉教授 

重森曉  大阪経済大学名誉教授 

茂山あきら 狂言師 

篠原義仁 弁護士  

柴垣和夫 東京大学名誉教授 

柴田悦子 大阪市立大学名誉教授 

柴田元幸 東京大学特任教授 

芝憲子  詩人 

柴宜弘  東大名誉教授 

渋谷靖子 新日本婦人の会岩手県本部会長 

島川雅史 立教女学院短期大学教員 

志摩陽伍 東洋大学名誉教授 

清水雅彦 日本体育大学教授 

清水正美 うたごえ喫茶ともしび・ソプラノ歌手 

清水御代明 元京都大学教授 

下条倬弘  

下村由一 千葉大学名誉教授 

下山房雄 経済学者 

ジャン・ユンカーマン 映画監督 

徐京植  作家・東京経済大学教授 

白井厚  慶応義塾大学名誉教授 

白井一夫  

白川義員 写真家 

白戸清  日本キリスト教団野辺地教会牧師 

白藤博行 専修大学教授 

神宮茂十郎 高演研 

辛淑玉  「のりこえねっと」共同代表  



新谷のり子 歌手  

進藤榮一 筑波大学名誉教授 

新間智孝 日蓮宗妙法華院住職 

水田嘉美 東海大学名誉教授 

須賀誠二 日本キリスト教団隠退牧師 

菅沼嘉弘 美術・手しごとの教育 

杉浦康平 デザイナー 

杉浦敏雄 真宗大谷派光秀寺住職・和歌山県宗教者平和協議会事務局長 

杉江榮一 中京大学名誉教授 

SUGIZO 音楽家・ミュージシャン  

杉本大一郎 東京大学名誉教授 

すずききよし 音楽家 

鈴木龍男 脚本・演出家 

鈴木力  社団法人「マガジン9」代表理事  

鈴木智祐 宗教法人住職 

鈴木瑞穂 俳優 

鈴木道彦 フランス文学者 

鈴木伶子 キリスト者平和ネット前事務局長 

須田京祐 僧侶 

隅野隆徳 専修大学名誉教授 

寿美花代  

諏訪兼位 名古屋大学名誉教授 

関次男  写真家 

関春南  一橋大学名誉教授 

瀬戸内寂聴 作家・僧侶 

瀬戸内寂聴 作家  

瀬戸口夏 陶芸家 

妹尾河童 舞台芸術家・エッセイスト 

芹田健太郎 京都ノートルダム女子大学学長 

せんぼんよしこ 映画監督 

荘村清志 ギタリスト 

袖井孝子 お茶の水女子大学名誉教授 

袖井林二郎 法政大学名誉教授 

外尾健一 東北大学名誉教授 

對月慈照 真宗大谷派9条の会・長浜事務局長 

醍醐聰  東京大学名誉教授 

平良修  牧師 

高井有一 作家 

高内俊一 元立命館大学教授・元毎日新聞編集委員 

高尾法水  

髙懸雄治 札幌学院大学名誉教授 

髙木慈興 住職 

高木敏子 作家 

高草木光一 慶應義塾大学教授 

高作正博 関西大学法学部教授 

髙島進  日本福祉大学名誉教授 

高島忠夫  

高田和夫 九大名誉教授 

高地敬  日本聖公会京都教区主教 

高津勝  一橋大学名誉教授 

高鶴礼子 川柳作家 

高遠菜穂子 イラク支援ボランティア  

高橋アキ ピアニスト 

高橋瑛至 花巻ユネスコ協会顧問 

髙橋一衛 日本体育大学名誉教授 

高橋邦夫 映画人九条の会事務局長 



高橋伸彰 立命館大学国際関係学部教授 

高橋千劔破 作家・文芸評論家 

高橋哲哉 東京大学教授  

たかはしべん フォークシンガー 

髙橋正圀 脚本家 

高橋正志 日本のうたごえ全国協議会常任委員顧問・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  アニメーション映画監督 

高原孝生 明治学院大学教授  

高室晃三郎  （協）日本映画・テレビ編集協会副理事長 

高山英男 子ども文化評論家・元子ども調査研究所長 

高良鉄美 琉球大学教授  

滝沢ロコ 俳優 

田北亮介 龍谷大学名誉教授 

田口冨久治 名古屋大学名誉教授 

竹内啓  東京大学名誉教授 

竹内敏信 写真家 

竹中恵美子 大阪市立大学名誉教授 

竹森正孝 岐阜大学名誉教授 

田島栄  劇作家 

田島一  作家 

田島征彦 絵本作家 

田代高英 福岡教育大学名誉教授 

田代俊孝 同朋大学大学院教授 

田代美江子 埼玉大学教授 

多田一路 立命館大学教授 

只野雅人 一橋大学教授 

多田羅迪夫 東京藝術大学名誉教授 

立川談之助 落語家・真打 

立川秀道 浄土真宗本願寺派住職（法隆寺） 

立川涼  元高知大学学長 

建部正義 中央大学名誉教授 

田中孝彦 武庫川女子大学教授 

田中敏弘 関西学院大学名誉教授 

田中曻  日本ニュージーランド文化交流協会会長・稲城市大気汚染測定連絡会会長 

田中浩  一橋大学名誉教授 

田中優子 法政大学教授  

田中陽  俳人九条の会会員 

田邊順一 写真家 

谷口誠  元国連大使・元OECD事務次長 

谷口真由美 大阪国際大学准教授  

谷山博史 日本国際ボランティアセンター JVC 代表理事  

田畑光永 ジャーナリスト 

田丸信堯  

田港朝昭 琉球大学名誉教授 

田村悳  舞台音響効果家 

田村広志 歌人 

田山輝明 早稲田大学名誉教授 

千坂げんぽう 宗教者 

ちばてつや 漫画家 

塚本是順 お題目九条の会呼びかけ人 

築田哲雄 浄土真宗法光寺住職 

辻真先  ミステリ作家・アニメ脚本家 

津島佑子 小説家 

辻山幸宣 公益財団法人地方自治総合研究所所長  

土田ヒロミ 写真家 



土橋亨  映画監督 

土屋源太郎 「伊達判決を生かす会」共同代表  

土山秀夫 長崎大学名誉教授 

坪井直  被爆者  

爪田一寿 武蔵野大学専任講師 

寺尾徹  香川大学教授 

寺﨑昌男 東京大学名誉教授 

寺嶋陸也 作曲家 

暉峻衆三 元東京教育大学教授・元農業・農協問題研究所理事長 

典厩五郎 作家 

道家達將 東京工業大学名誉教授 

冨樫行慶 僧侶 

徳永俊明 駒沢大学名誉教授 

利谷信義 法学者 

十島英明 演出家 

戸田修三 中央大学名誉教授 

轟宏誓  浄土真宗本願寺派伝照寺住職 

富田充保 相模女子大学教授 

富山妙子 画家  

富山和子 立正大学名誉教授 

外山雄三 音楽家 

鳥居淳子 成城大学名誉教授 

鳥飼慶陽 日本基督教団番町出合いの家牧師 

鳥越俊太郎 ジャーナリスト  

鳥畑与一 静岡大学教授 

内藤光博 専修大学教授 

直野敦  東京大学名誉教授 

永井博  新日本スポーツ連盟会長 

中内光昭 高知大学名誉教授 

長尾正二 新日本スポーツ連盟顧問 

長尾十三二 教育学博士・元立教大学教授・元中央大学教授 

中川敬  ミュージシャン／ソウル・フラワー・ユニオン 

永崎暁  僧侶 

中里見博 徳島大学准教授 

中澤康人 俳人 

仲地博  沖縄大学教授 

中嶋佐恵子 姫路獨協大学准教授 

中嶌哲演 明通寺住職 

中島三千男 神奈川大学前学長 

長砂實  関西大学名誉教授 

永田和宏 京大名誉教授・京都産業大教授・歌人 

中谷哲造 日本基督教団牧師 

中塚明  奈良女子大学名誉教授 

中津公雄 四国霊場第20番鶴林寺住職 

中西新太郎 横浜市立大学名誉教授 

中西進  国文学者 

中西又三 中央大学名誉教授 

なかにし礼 作家 

長沼宗昭 日本大学教授 

中野麻美 弁護士・日本労働弁護団常任幹事  

中野聡  一橋大学大学院社会学研究科教授 

中野光  元教師 

中野ユリ  

中原道夫 詩人 

中原道子 VAWW RAC 「戦争と女性への暴力」リサーチ・アクション・センター共同代表  

永原陽子 京都大学教授 



中平まみ 犬猫不！殺生実現 愛犬小説家 

中村梅之助 劇団前進座代表 

中村方子 中央大学名誉教授 

中村加津彦 俳誌「青い地球」代表 

中村研一 北海道大学名誉教授 

中村梧郎 フォトジャーナリスト 

中村敏子 北海学園大学教授 

中村平治 東京外国語大学名誉教授 

中村雄介 天理教鯱雄布教所長 

中村行秀 千葉短期大学名誉教授 

中本信幸 演劇評論家・神奈川大学名誉教授 

中本昌年 富山大学名誉教授 

中森孜郎 宮城教育大学名誉教授 

中山千夏 作家 

永山利和 元日本大学教授 

奈倉哲三 跡見学園女子大学名誉教授 

那須正幹 児童文学作家 

奈良達雄 憲法9条を守る歌人の会 

成嶋隆  獨協大学教授 

鳴海正泰 関東学院大学名誉教授 

新倉修  青山学院大学教授 

新美治一 名古屋経済大学名誉教授 

新実徳英 作曲家 

丹生潔  名古屋大学名誉教授 

西尾漠  原子力資料情報室共同代表  

西川潤  早稲田大学名誉教授 

西川信廣 演出家 

西嶋有厚 福岡大学名誉教授 

西谷敏  大阪市立大学名誉教授 

西野瑠美子 VAWW RAC共同代表  

西村京太郎 推理作家 

西村成雄 元大阪外国語大学教授・歴史研究 

西村汎子 白梅学園短大名誉教授 

西本武志 日本勤労者山岳連盟会長 

二宮厚美 神戸大学名誉教授 

二宮周平 立命館大学法学部教授 

二宮素子 前短大教員 

二瓶敏  専修大学名誉教授 

ねなしかづら 書家 

野井真吾 日本体育大学教授 

野上修市 明治大学名誉教授 

野口俊邦 信州大学名誉教授 

野口信彦 新日本スポーツ連盟副会長 

能島龍三 日本民主主義文学会副会長 

野中俊彦 法政大学名誉教授 

野見山暁治 東京芸術大学名誉教授 

野村須磨子 俳優 

野村武司 獨協大学法科大学院教授 

野村秀和 京都大学名誉教授 

芳賀日出男 日本写真家協会名誉会員 

秤屋和久 舞台照明家（劇団民藝所属） 

萩京子  作曲家 

萩原秀三郎 民俗研究家 

朴慶南  作家 

橋本治  作家 

橋本進  ジャーナリスト 



橋本のぶよ シンガー・ソング・ライター 

橋本紀子 女子栄養大学教授 

橋本勝  風刺マンガ家 

橋本喜典 歌人 

蓮見音彦 東京学芸大学名誉教授 

長谷川俊夫 天理教平和の会役員 

長谷部恭男 早稲田大学教授 

長谷詔夫 演出家・演劇プロデューサー 

長谷良雄 真宗大谷派利覚寺住職 

畠山カツ  

秦恒平  作家 

畑潤  都留文科大学名誉教授 

畑田重夫 国際政治学者 

八田満穂 劇団新人会 演出・制作 

英伸三  写真家 

羽田澄子 記録映画作家 

馬場康雄 東京大学名誉教授 

土生長穂 法政大学名誉教授 

浜矩子  同志社大学大学院ビジネス研究科専門職学位課程教授  

浜林正夫 一橋大学名誉教授 

早川和男 神戸大学名誉教授 

早川毅  真宗僧侶 

早坂暁  作家 

林昭  龍谷大学名誉教授 

林郁  作家  

林京子  著述業 

林浄伸  日蓮聖人門下・京都立正平和の会事務局長 

林正道  真宗大谷派安養寺住職 

林辰也  生協ひろしま顧問・広島YMCA名誉主事 

林紀昭  関西学院大学名誉教授 

林屋礼二 東北大学名誉教授 

原和良  弁護士  

原田純孝 東京大学名誉教授・中央大学法科大学院教授 

原寿雄  ジャーナリスト 

春原昭彦 上智大学名誉教授 

晴山一穂 専修大学法科大学院教授 

日色ともゑ 劇団民藝俳優 

樋口恵子 評論家 

樋口陽一 憲法学者 

久田恵  ノンフィクション作家 

久々湊盈子 千葉県歌人クラブ会長 

姫田光義 中央大学名誉教授 

平沢功  日本基督教団北千住教会牧師 

平野喜一郎 三重大学名誉教授 

平野健一郎 国際関係史研究者 

平野武  龍谷大学名誉教授 

廣兼正明 一般社団法人ミュージック・ペンクラブ・ジャパン会員 

広川禎秀 大阪市立大学名誉教授 

広瀬恒子 親子読書地域文庫全国連絡会代表 

広田照幸 日本大学教授 

広原盛明 京都府立大学元学長 

広渡清吾 専修大学教授 

深澤光有 真宗仏光寺派大光寺住職 

福應健  東京経済大学名誉教授 

福島明夫 演劇制作者 

福島久一 日本大学名誉教授 



福田美鈴 詩人 

袋正  俳優 

藤井香代子  

藤井慶昭 真宗大谷派淨明寺前住職 

藤井慶輝 本願寺派妙福寺住職 

藤井久志 元教員 

不二今日子 作家 

ふじたあさや 劇作家・演出家 

藤田のぼる 児童文学評論家 

藤田勇  東京大学名誉教授 

藤野美都子 福島県立医科大学医学部教授 

藤久ミネ 放送評論家 

舟越耿一 長崎大学名誉教授  

古川純  専修大学名誉教授 

古城利明 中央大学名誉教授 

星出卓也 日本長老教会西武柳沢キリスト教会牧師 

星埜惇  福島大学名誉教授 

星野直之 「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会共同代表 

星野実  和光中学校教諭・学校体育研究同志会全国常任顧問 

星利三  新日本スポーツ連盟滋賀県連盟副理事長 

保立道久 東京大学名誉教授 

堀尾輝久 東京大学名誉教授 

堀尾幸男 日本舞台美術家協会会長 

堀文子  日本画家 

堀雅晴  立命館大学教授 

本庄春雄 九州大学教授 

本多勝一 週刊金曜日編集委員 

本田稔  立命館大学教授 

本間愼  フェリス女学院大学元学長 

本間義人 法政大学名誉教授 

前澤哲爾 山梨県立大学教員 

前田朗  東京造形大学教授 

前田哲男 ジャーナリスト 

前野育三 関西学院大学名誉教授 

前野慈作 太極拳指導員 

牧野富夫 日本大学名誉教授 

牧野広義 阪南大学教授 

牧柾名  元東京大学教授 

正本乗光 浄土宗長専院住職 

益川敏英 名古屋大学特任教授 

増谷英樹 東京外国語大学名誉教授 

増田正人 法政大学教授 

増田善信 気象学者 

増山均  早稲田大学教授 

松井久子 映画監督 

松浦悟郎 カトリック司教 

松熊信義 俳優 

松沢弘陽 前国際基督教大学教授 

松野迅  ヴァイオリニスト 

松野豊  東北大学名誉教授 

松原望  聖学院大学教授 

松村高夫 慶応義塾大学名誉教授 

松本三之介 政治思想史学者 

松本猛  美術評論家・作家（ちひろ美術館常任顧問） 

松元ヒロ コメディアン 

松本侑子 作家 



真鍋和子 児童文学作家 

間宮芳生 作曲家 

鞠川了綽 真宗大谷派住職 

丸田善明 岩手真宗会館館長 

丸山敬一 中京大学名誉教授 

丸山恵也 立教大学名誉教授 

丸山重威 ジャーナリスト 

丸山直起 明治学院大学名誉教授 

三浦二郎 新日本スポーツ連盟東京都テニス協会顧問 

三浦まり 上智大学教授 

三上昭彦 教育学者 

三上智恵 映画監督 

右崎正博 獨協大学教授 

三沢浩  建築家 

水落博  香川歌人会会長 

水尾比呂志 武蔵野美大名誉教授 

水越実全 智泉寺住職 

水島朝穂 早稲田大学教授 

水島文夫 自営 

水田珠枝 名古屋経済大学名誉教授 

水田洋  名古屋大学名誉教授・日本学士院会員 

水野昌雄 歌人 

水林彪  早稲田大学法学学術院特任教授 

三田和代 女優 

三林輝夫 東京芸術大学名誉教授 

三谷昇  俳優（フリー） 

南典男  弁護士・日本民主法律家協会事務局長  

峰岸純夫 東京都立大学名誉教授 

美濃部民子 画家 

宮城泰年 聖護院門跡門主 

宮久保加乃子  

宮子あずさ 看護師・著述業  

宮崎隆次 千葉大学名誉教授 

宮﨑礼子 日本女子大学名誉教授 

宮里邦雄 弁護士・日本労働弁護団元会長  

宮地正人 東京大学名誉教授 

宮島喬  社会学者 

宮田耕八朗 尺八演奏家 

宮田光雄 東北大学名誉教授 

宮村光重 日本女子大学名誉教授 

宮本憲一 大阪市立大学教授 

宮良瑛子 画家 

明珍美紀 元新聞労連委員長 

三輪定宣 千葉大学名誉教授 

三輪隆  埼玉大学名誉教授 

無着成恭 仏教徒 

宗川吉汪 京都工芸繊維大学名誉教授 

村井健  演劇評論家 

村井敏邦 一橋大学名誉教授 

村上處直 防災都市計画研究所会長 

村田尚紀 関西大学教授 

村山士郎 大東文化大学名誉教授 

持田季未子 大妻女子大学教授 

望田幸男 同志社大学名誉教授 

望月たけし 新俳句人連盟副会長 

本橋成一 写真家  



本秀紀  名古屋大学教授 

元山健  龍谷大学名誉教授 

森詠  作家  

森岡清美 東京教育大学名誉教授 

森川恭巖 元短大学長 

森﨑東  映画監督 

森武麿  神奈川大学教授 

森達也  ノンフィクション作家  

森田博  元新日本体育連盟京都理事長 

守中高明 早稲田大学教授 

森英樹  名古屋大学名誉教授 

森村誠一 作家 

守屋益男 登山家 

諸石幸生 音楽評論家 

門奈直樹 立教大学名誉教授 

八木忠栄  

矢﨑暁子 弁護士  

矢澤康祐 専修大学名誉教授 

安井三吉 神戸大学名誉教授 

安海和宣 牧師・特定秘密保護法に反対する牧師の会共同代表 

安川悦子 名古屋市立大学名誉教授 

安川寿之輔 名古屋大学名誉教授・「不戦兵士・市民の会」副代表理事 

安原和雄 足利工業大学名誉教授 

安丸良夫 一橋大学名誉教授 

泰山義雄 北摂地域ユニオン委員長 

柳沢遊  慶應義塾大学教授 

柳谷明  牧師 

�田陽子 大学非常勤講師 

矢野太一 天理教よろこび布教所長 

矢野達雄 広島修道大学教授 

山内撼濤 書家 

山内敏弘 一橋大学名誉教授 

山家悠紀夫 暮らしと経済研究室 

山際巌  

山口二郎  法政大学教授 

山口孝  明治大学名誉教授 

山崎健  新潟大学教授 

山﨑耕宇 東京大学名誉教授 

山﨑定人 映画監督 

山﨑節子 主婦 

山崎朋子 ノンフィクション作家  

山下高行 立命館大学教授 

山田昭次 立教大学名誉教授 

山田敬男 労働者教育協会会長 

山田真  小児科医  

山田稔  作家 

山田洋次 映画監督 

山中悦子 NPO法人「草の根援助運動」  

山中永之佑 大阪大学名誉教授 

山中恒  作家 

山本證  武蔵野大学名誉教授 

山本光一 日本キリスト教団牧師 

山本さとし シンガーソングライター 

山本武彦 早稲田大学名誉教授 

山本司  歌人・評論家 

山本駿  映画撮影監督 



山本正明 法政大学名誉教授 

山本洋  映画プロデューサー 

山本洋子 映画監督 

山本義孝 静岡大学名誉教授 

山本龍二 俳優 

由井晶子 フリーライター  

湯川れい子 音楽評論家・作詞家 

湯原和夫 彫刻家 

弓矢健児 千里山教会牧師 

横井久美子 歌手 

横川功  演劇制作者 

横田耕一 九州大学名誉教授 

横田力  都留文科大学教授 

横田弘行 日本福音ルーテル教会牧師 

横山壽一 金沢大学教授 

横山宏章 北九州市立大学名誉教授 

�井清文 関西勤労者教育協会会長 

吉岡しげ美 音楽家  

吉岡達也 ピースボート共同代表  

吉尾宥昭 真言宗僧侶 

吉開那津子 作家 

吉沢久子  

吉田栄司 関西大学法学部教授 

吉田傑俊 法政大学名誉教授 

吉田善明 明治大学名誉教授 

吉田正志 東北大学名誉教授 

吉田裕  一橋大学大学院教授 

吉永仁郎 劇作家 

吉信粛  関西大学名誉教授 

吉見義明 中央大学名誉教授 

吉村武彦 明治大学教授 

吉村睦人 元開成高教頭・元青稜中高校長・新アララギ代表 

吉行和子 女優 

吉原泰助 福島大学名誉教授 

米川哲夫 東京大学名誉教授 

米田貢  日本科学者会議事務局長 

ワシオ・トシヒコ 美術評論家・詩人 

和田演郎 真宗大谷派僧侶 

和田進  神戸大学名誉教授 

渡辺治  一橋大学名誉教授  

渡部憲一  

渡辺健二 東京藝術大学教授 

渡辺皓司 画家 

渡辺大修 正福寺東堂 

渡辺美佐子 女優 

渡辺美奈 アクティブ・ミュージアム「女たちの戦争と平和資料館」（wam）事務局長  

渡辺幸博 関西大学名誉教授 

和田春樹 東京大学名誉教授  

和田守  大東文化大学名誉教授 

 

ほか非公開希望40名 


