辺野古工事中止要求署名

呼びかけ人

（2019年4月24日 17時現在）

２５人

賛同者

２４８人

賛同者（氏名非公開）
計

１８人
２９１人

呼びかけ人

２５人

アーサー・ビナード（詩人）

杉浦ひとみ（弁護士）

梓澤和幸（弁護士）

鈴木比佐雄
（詩人・評論家・日本ペンクラブ会員）

伊藤和子
（ヒューマンライツ・ナウ事務局長）

高良鉄美
（琉球大学名誉教授

内田雅敏（弁護士）

憲法学・沖縄在住）

宇都宮健児（元日弁連会長）

武井由起子（弁護士）

大久保奈弥（東京経済大学准教授）

仲山忠克（弁護士・沖縄在住）

大城貞俊（作家・沖縄在住）

西村秀樹（ジャーナリスト）

落合恵子（作家・クレヨンハウス代表）

満田夏花（FoE Japan理事・事務局長）

古関彰一（和光学園理事長）

盛田隆二（作家）

郷路征記（弁護士）

柳

齋藤芳弘

米倉洋子（弁護士）

（グラフィックデザイナー、写真家）

賛同者

渡辺

治（一橋大学名誉教授）

渡邉彰悟（弁護士）

阪口徳雄（弁護士）
清水雅彦（日本体育大学教授

広司（小説家）

憲法学）

２４８人

愛敬浩二（名古屋大学教授）

井野博満（東京大学名誉教授）

味戸ケイコ（画家）

井上麻矢（株式会社こまつ座）

梓澤

井上光恵（アルバイト）

登（無職）

麻生多聞（鳴門教育大学准教授

憲法学）

安彦恵里香
（Social Book Cafeハチドリ舎 店主）

井上

森（自立障害者介助者）

井口秀作（愛媛大学教授）
井澤

徹（弁護士）

新井好子（神奈川県民）

乾

有村一巳（日民協副理事長）

井端正幸（沖縄国際大学教授）

飯沼慶一（学習院大学）

今川かおる（文学講座委員会主宰）

石川逸子（詩人）

うえじょう晶（詩人）

市川はるみ（フリーライター・編集者）

上野祥子（９条江別市民の会会員）

井筒高雄（元陸自レンジャー隊員）

梅原利夫

伊藤

（民主教育研究所代表

新（市民連合横浜事務局）

伊藤英雄
（秘密保護法を考える川崎市民の会）

昌幸（明治大学法学部教授）

和光大学名誉教授）

植松健一（立命館大学教授
植松晃一

憲法学）

（詩人・ライター・日本詩人クラブ会員）
鵜飼

哲（教員）

川瀬貴也（大学教員）
瓦井剛司（弁護士）

右崎正博（獨協大学名誉教授）

菊池真由子（フリー編集者）

浦田一郎（一橋大学名誉教授）

木嶋日出夫（弁護士）

浦野広明（立正大学法学部客員教授）

北岡和義（ジャーナリスト）

大江京子（弁護士）

木村さやか（団体職員）

大江洋一（弁護士）

木村庸五（弁護士）

大口彰子（code pink Osaka.

清末愛砂（室蘭工業大学大学院准教授）

Veterans for peace Japan）

岸本一郎（日本語教師

大久保雅子（ゆに９条の会）
大城

健（俳人・大学非常勤）

太田 代志朗

ニューヨーク大学

・ニュースクール大学）
桐山

剛（弁護士）

金原徹雄（弁護士）

（作家、歌人、日本ペンクラブ会員）

國米リリ子（精神保健福祉士）

太田哲男（桜美林大学名誉教授）

久保木 匡介（長野大学教授）

大貫敦子（学習院大学教員）

倉持孝司（南山大学教授）

大貫挙学（佛教大学社会学部）

黒岩晴子（佛教大学社会福祉学部教員）

岡崎勝彦（島根大学名誉教授）

小池達郎（北海道大学名誉教授）

岡崎

幸野さゆり（主婦）

敬（弁護士

伊藤塾講師）

岡田健一郎（高知大学教員）

郡山

岡本哲軌（医学博士）

伍賀一道（金沢大学名誉教授）

小川富弘（出版労連中央執行役員）

小島和男（学習院大学文学部教授）

奥村昌裕（弁護士）

小竹

翁長直樹（美術評論家 沖縄在住）

小竹昌夫（年金者組合国分寺支部役員）

加賀谷義治（市民と野党の共闘を求める

児玉勇二（弁護士）

（札幌）１区の会事務局長）
形川健一（百姓見習い

直（東洋大学名誉教授）

小林

聡（拓殖大学政経学部教授）

武（沖縄大学客員教授）

小林久公（過去と現在を考える

・元海自三佐 航空機整備担当）
加藤

孝 (予備校講師)

ネットワーク北海道
小松

代表）

浩（立命館大学教授）

加藤友明（三重県年金者組合執行委員）

小牧英夫（弁護士）

加藤伸子（NPO法人 副理事長）

近藤

務（地質学研究者：理学博士・技術士

柏崎恵子

応用理学部門）

片岡万里子（町田市民）

近藤敏夫（佛教大学社会学部教授）

勝嶋啓太（詩人・日本詩人クラブ会員）

斎藤貴男（ジャーナリスト）

角谷ゆり（元美術大学非常勤講師）

斎藤

金井奈津子（フリーライター）

坂井一則（日本現代詩人会会員）

金谷修愛

坂田隆介

神尾佳世（無職）

勉（会社経営）

（立命館大学法務研究科准教授

上条桂樹（東北医科薬科大学教授）

坂元ひろ子（一橋大学名誉教授）

上条貞夫（弁護士）

佐川亜紀（詩人・在日詩研究）

上脇博之（神戸学院大学法学部教授）

左近司

亀田

博（金子文子研究）

佐々木薫（詩人）

川上

哲（自立障がい者介助者）

笹沼弘志（静岡大学教授

憲法学）

祥子（学習院大学名誉教授）
憲法専攻）

佐藤大介（ノーニュークス・アジアフォーラ
ム・ジャパン事務局長）
佐藤八十八（元東大教員

理学博士）

玉城真昭
池

允学（チ・ユンハ）（会社員）

豊川義明（弁護士）

澤藤統一郎（弁護士）

長岡

座馬寛彦（歌人・編集者）

中川洋子（無職）

庄司慈明（税理士）

仲里歌織（弁護士）

洲

中里見博（大阪電気通信大学教員）

史（しま・ふみひと）
（詩人会議

島田

副運営委員長）

美智子（言語聴覚士）

徹（関西学院大学教授）

中島和也（アウトドア・ガイド）
中島京子（小説家）

清水あけみ

中嶋裕子（出版社勤務・編集者）

清水御狩（出版社勤務）

永瀬十悟（俳人）

下川

仲宗根南海子

潔（学習院大学文学部教授）

白井浩子（元岡山大学教員

生物学）

長峯信彦（愛知大学法学部教授

憲法)

城塚健之（弁護士）

中村和雄（弁護士）

神野玲子（people21 代表）

中村節也（作曲家）

菅野美美子（市民）

中村由紀男（個人の尊重と平和を守る

菅原

真（南山大学法学部教授）

鈴木

勉（佛教大学社会福祉学部教授）

長沼の会

事務局長）

中山武敏（弁護士）

鈴木直子（主婦・ぽろろん）

七尾寿子（さっぽろ自由学校「遊」）

鈴木眞澄（龍谷大学名誉教授）

成田豊人（詩人）

瑞慶山

成澤孝人（信州大学教授）

茂

（弁護士
須田

沖縄戦・被害国賠訴訟弁護団長）

誠（デザイン事務所 主宰）

背戸柳

勝也（川﨑市民活動グループ）

新倉

修（青山学院大学名誉教授

西

晃（弁護士）

弁護士）

西澤史子（会社員）

芹沢

斉（青山学院大学名誉教授）

西谷

高井

隆（同時代社）

根本心一

修（東京外国語大学名誉教授）

高木太郎（弁護士）

（お茶の水女子大学名誉教授

理博）

髙佐智美（青山学院大学法学部教授）

根本節子（元一橋大学

高鶴淳二（出版労働者）

根森

高橋和男

野上恭道（弁護士）

髙橋利宏（学習院大学名誉教授）

野々村禎昭（東京大学名誉教授

高橋利安（広島修道大学教授）

野村洋子（松戸市在住）

高橋芳恵

萩尾

滋（無職）

高見澤昭治（弁護士）

狭間

孝（詩人・社会福祉法人常務理事）

橘かがり（作家）

橋口秀樹（ワインパートナー 代表取締役）

田中 寛（大東文化大学教授、ＮＰＯ法人埼玉

橋本泰幸（会社員）

谷

健（新潟大学・埼玉大学名誉教授）

県日本中国友好協会会長、ＡＢＣ

長谷川

企画委員会代表）

畑尻

真紀（Assistant Research Scientist at

理学博士）

医学）

綾（新聞記者）
剛（中央大学法学部教授）

花崎皋平（文筆業

哲学・思想）

Marine Biological Laboratory

林

(Woods Hole)）

（市民ネット・沖縄から帰れ！神奈川県警）

田場裕規（沖縄国際大学准教授）

肥田

立彦
健

日高のぼる（詩人）

宮川達二（詩人、文芸評論家）

平木靖成（会社員）

宮川泰彦（弁護士）

廣川紀子（相模女子大学名誉教授）

宮坂 浩（弁護士）

深谷忠記（推理作家）

宮崎俊郎（横浜市民）

福山重博（無職）

宮崎 一（自立「障害者」介助者）

藤井正希（群馬大学准教授）

宮本弘典（関東学院大学教授）

藤池香澄（大人）

宮良妙子（NPO夏花理事）

藤岡郁也（獣医師）

村田尚紀（関西大学教授）

藤田紀子（会社員）

村松惠子（無職）

藤平育子（元中央大学教授）

村山 晃（弁護士 元日弁連副会長）

藤松素子（佛教大学 社会福祉学部教授）

村山精二（詩人・日本ペンクラブ理事）

舩尾

目良誠二郎（９条地球憲章の会事務局長）

星

徹（弁護士）
清彦

本 秀紀（名古屋大学大学院法学研究科教授）

（小学校教員、日本詩人クラブ会員）
星

元紀（東京工業大学名誉教授）

本橋哲也（東京経済大学教授）
元山 健（龍谷大学名誉教授）

細江幸右（春日井９条の会事務局長）

森

細谷洋子

森岡なつよ（主婦）

（NPO法人
前澤

さっぽろ自由学校「遊」理事）

猛（ジャーナリスト）

正（名古屋市立大学名誉教授）

森田太三（弁護士）
森村真人（オリーブ農家・元陸上自衛官）

前田丈志（会社員）

森山文昭（弁護士 愛知大学法科大学院教授）

前原清隆（元日本福祉大学教授）

諸富 健（弁護士）

マシオン恵美香

八重洋一郎（詩人）

（画家／ベクレルフリー北海道
増井禎夫（トロント大学名誉教授

代表）
生物学）

増島高敬（元・自由の森学園高校教員
・市民連合@国分寺事務局代表）

矢沢美也
（戦争法Stop！あさお市民共同行動代表）
山田哲哉（山岳ガイド）
山田直絵（主婦）

又吉栄喜（小説家）松岡康毅（弁護士）

山田まり（会社員）

馬渕一誠（東京大学名誉教授

山田万里子（弁護士）

生物学）

丸山重威（ジャーナリスト
元関東学院大教授、共同通信社）
水崎野里子（詩人、エッセイスト、UPLI/WCP
（世界詩人会議）ヴアイス・プレジデント）

山田幸彦（弁護士 元日弁連副会長）
山本奈生（佛教大学准教授）
吉井健一（護憲ネットワーク北海道共同代表）
吉川宏志（歌人）

水谷明子（非常勤講師）

吉村侑久代（詩人・俳人 元大学教授）

溝呂木信子（俳人）

吉村功志（弁護士）

道浦母都子（歌人）

米倉外昭（琉球新報記者）

みなとかおる（文筆家）

萬井隆令（龍谷大学名誉教授）

南 典男（弁護士）

レイチェル・クラーク（通訳・コーディネーター）

箕浦高子（中央大学理工学部准教授）

若尾典子（元佛教大学教授 憲法学）

宮井清暢（富山大学教授）

和田 進（神戸大学名誉教授）

賛同者（氏名非公開） １８人

