NHK スペシャルドラマ「坂の上の雲」放送についての共同申し入れ
賛同者名簿（50 音順）

2010 年 3 月 4 日現在（合計 201 名）

青崎百合雄（カトリック東京教区町田教会
信徒）
阿久津孝志（「平和への結集」をめざす市
民の風、東京都中野区在住）
浅井義弘（大阪歴史教育者協議会事務局長）
浅川 保（山梨歴史教育者協議会会長）
壱岐一郎（元沖縄大学教授）
生田暉雄（高松市・弁護士）
池 享（一橋大学教員）
池田龍夫（ジャーナリスト）
井ヶ田良治（同志社大学名誉教授）
池本幸三（龍谷大学名誉教授）
石川康宏（神戸女学院大学教授）
石橋源一郎（奈良県歴教協会員）
磯崎三郎（京都歴史教育者協議会会員）
伊藤邦夫（京都市、京極・春日９条の会）
伊藤澄子（京都市、京極・春日９条の会）
伊藤洋子（元・東海大学教授）
井ノ口貴史（京都橘大学教員）
今井和代（京都市）
今村光纓（戦争屋にだまされない厭戦庶民
の会会員）
岩田健（大阪歴史教育者協議会会員）
植木武（大阪歴史教育者協議会会員）
上野輝将（日本現代史研究者・神戸女学院
大学元教授）
内野光子（歌人）
梅田正己（高文研・編集者）
大野一夫（歴史教育者協議会事務局長）
大橋幸泰（早稲田大学教員）
大道万里子（一葉社・編集者）
岡崎行雄（元教員・全日本年金者組合岐阜
県西濃支部執行委員）
岡島実（弁護士）

岡田弥生（東京都杉並区）
沖野章子（子どもと教科書全国ネット 21 事
務局次長）
奥野雅之（中学校教員）
奥村悦夫（坂の上の雲ミュージアムを考え
る会・えひめ教科書裁判を支える会）
小野佐保子（京都市、京極・春日９条の会）
小野崎克彦（埼玉県立高校教員）
小浜健児（鹿児島県中学教員）
梶原秀明（京都府中学校社会科教員）
片山政志（元社会科教員）
勝間福子（尼崎市・東園田９条の会）
勝村 誠（立命館大学教員・「韓国併合」100
年市民ネットワーク）
加藤和博（串間市在住）
加納 亮（京都市、新日本婦人の会）
神谷扶左子（鎌倉市民）
河相一成（東北大学名誉教授）
川合一良（核戦争廃止・核兵器廃絶を訴える
京都医師の会世話人）
川合 康（日本大学教授）
川合葉子（原爆展掘り起こしの会代表）
川越義夫（小倉山をみつめる会）
菊水弥智子（京都市、京極・春日９条の会）
菊地宏義（歴史教育者協議会常任委員）
北尾 悟（奈良女子大学附属中等教育学校教
諭）
北嶋恵子（京都市、京極・春日９条の会）
北島千代子（NHK 問題を考える会（兵庫））
木原康男（エントツ山九条の会事務局長）
桐畑末蔵（中国人戦争被害者の要求を支える
会）
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草分京子（三重県公立学校教員）
藏田共子（京都市会議員）
藏田 力（建築家・立命館大学講師）
倉持祐二（京都橘大学）
倉本頼一（京都橘大学教員・京都市平和遺族
会）
小出隆司（ＮＰＯおかやま人権研究センター）
河野 泉（医師、九条の会市川）
越中大作（京都市）
後藤 浩（兵庫県安保破棄実行委員会事務局
長）
小牧 薫（大阪歴史教育者協議会委員長）
小松清生（大阪歴史教育者協議会堺支部）
齋藤紀彦（奈良広陵９条の会）
坂田 進（坂の上の雲ミュージアムを考える
会・えひめ教科書裁判を支える会）
坂本昇（都立高校教員）
桜井洋子（京都市）
櫻本豊己（奈良県歴史教育者協議会常任委員
長）
志賀 功（大阪歴教協会員）
清水純子（福岡県大野城市）
下村すみよ(歌人、元高校教師)
白崎一裕（とちぎ教科書裁判を支援する会）
辛昌錫（㈱千翔・代表取締役社長）
杉浦真理（立命館宇治中学校高等学校）
鈴木敏夫（都立高校非常勤教員）
鈴木 浩（神戸市中央区在住）
須藤春夫（法政大学教授）
平 純生（「つくる会」教科書を中学生の
手に渡したくない市民・保護者の会・
滋賀）
平良宗潤（沖縄県歴史教育者協議会委員長）
高井弘之（坂の上の雲ミュージアムを考え
る会・えひめ教科書裁判を支える会）
高瀬 均（日本ジャーナリスト会議広島支
部）
高橋陽子（京都市、京極・春日９条の会）
たぐち ひろこ（公務員）
武田章（奈良県歴史教育者協議会）

立垣満里（NHK 問題を考える会（兵庫））
田中和恵（千葉市）
田中慶子（千葉市）
田場 洋和（練馬文化の会）
玉田文男（栃木市在住）
樽井幸一郎（子どもと教科書樫原ネット 21）
俵 義文（子どもと教科書全国ネット 21 事
務局長）
茶谷十六（財団法人民族芸術研究所理事）
塚本三夫（中央大学教授）
辻 健司（中学校教員）
手塚 晃（京都退職教職員の会）
手塚良子（京都退職教職員の会）
土井桂子（「教科書問題を考える市民ネッ
トワーク・ひろしま」）
東海林次男（歴史教育者協議会常任委員）
遠山親雄（歴史を学ぶ旅の会）
戸崎賢二（元愛知東邦大学教授）
利元克巳（日本ジャーナリスト会議広島支
部）
友成光吉（元ラジオ大阪プロデューサー）
内藤ます子（元高校教師）
長尾粛正（元民放労連大阪放送労組委員長）
中窪寿弥（奈良県歴史教育者協議会）
中島清延（坂の上の雲ミュージアムを考え
る会・えひめ教科書裁判を支える会）
永瀬弘勝（大阪歴史教育者協議会会員）
永田治良（兵庫アジア・アフリカ・ラテン
アメリカ連帯委員会 兵庫 AALA）
中谷千恵子（京都市、新日本婦人の会）
中西綾子（時をみつめる会）
中西智子（大阪／箕面市議会議員）
中野明彦（工学博士・「NHK 問題を考える
会（兵庫）」会員）
中野啓子（坂の上の雲ミュージアムを考え
る会・えひめ教科書裁判を支える会）
中野正明（坂の上の雲ミュージアムを考え
る会・えひめ教科書裁判を支える会）
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中村政則（近現代史研究者）
長屋勝彦（歴史教育者協議会常任委員）
西川 幸（NHK 問題を考える会（兵庫）事
務局長）
西野瑠美子（バウネット・ジャパン共同代表）
西野悠紀子（女性史研究者）
西原一宇（坂の上の雲ミュージアムを考える
会・えひめ教科書裁判を支える会）
西山清雄（元日本民間放送労働組合連合会副
委員長）
貫名初子（NHK 問題を考える会（兵庫）代
表）
野上明美（NHK 問題を考える会（兵庫））
野上清博（NHK 問題を考える会（兵庫））
野田隆三郎（岡山市）
野村修身（工学博士）
野本ゆかり（東京都在住）
羽柴 修（弁護士）
橋本宏一（日本国民救援会京都府本部事務局
長）
長谷川長昭（NHK 問題京都連絡会事務局長）
羽田純一（京都歴史教育者協議会会長）
花田文聡（大阪歴史教育者協議会会員）
馬場佳子（非核の政府を求める京都の会常任
世話人）
浜田博生（奈良世界遺産市民ネットワーク世
話人代表）
林 徹二（尼崎革新懇事務局長）
林 正敏（大阪歴史教育者協議会副委員長）
林 學（フランス文学）
林田 力（『東急不動産だまし売り裁判』著
者）
半沢里史（南山高等学校・中学校）
坂東欣治（尼崎市民）
東本高志（大分市）
日隅一雄（弁護士）
日野きく（歌人、元中学教師）
平井美津子（大阪歴教協会員）
平田 康（京都橘大学名誉教授）

福田秀志（兵庫歴史教育者協議会常任委員）
福谷忠行（日朝協会京都府連合会代表理事）
服藤早苗（女性史研究者）
福林 徹（京都歴史教育者協議会）
藤田 進（京都市左京区在住）
藤永のぶよ（おおさか市民ネットワーク代表）
藤原富代（坂の上の雲ミュージアムを考える
会・えひめ教科書裁判を支える会）
藤原ひろ子（京都市）
別府有光（坂の上の雲ミュージアムを考える
会・えひめ教科書裁判を支える会）
本庄豊（京都歴史教育者協議会副会長）
牧俊太郎（司馬遼太郎『坂の上の雲』なぜ映
像化を拒んだか）著者）
升谷嘉男（京都高速道路を考える会会長）
中谷千恵子（京都市、新日本婦人の会）
松井 奈穂（中野の教育を考える草の根の
会会員）
松浦晴芳（富山県歴史教育者協議会副委員
長）
松崎康裕（全国民主主義教育研究会）
松吉 衛（治安維持法国賠同盟尼崎支部事
務局長
真鍋かおる（高文研・編集者）
丸浜昭（筑波大附属駒場中高等学校）
丸浜江里子（東京都、元教員）
丸山重威（関東学院大学教授）
水野浩重（神戸市在住）
三井マリ子（女性政策研究家）
宮川正則（NHK 問題を考える会（兵庫））
宮城道良（愛知県歴教協会員）
三宅義昭（浄土真宗本願寺派法林寺住職）
本岡わか子（尼崎市・東園田９条の会）
森 吉治（京都府教職員労働組合連合）
森田彦一（練馬９条の会）
守津忠義（京都市、京極・春日９条の会）
守津和可由（京都市、京極・春日９条の会）
安川寿之輔（名古屋大学名誉教授）
八十島徳昭（京都市、京極・春日９条の会）
矢野秀子（京都市、京極・春日９条の会）
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山上修（滋賀県民主教育研究所）
弓山正路（坂の上の雲ミュージアムを考える
山口剛史（琉球大学教員）
会・えひめ教科書裁判を支える会）
山口洋子（コピーライター）
吉水公一（兵庫県高校教員）
山崎晶春(元出版編集者)
良知永行（静岡県高校教員 静岡県歴史教育
山崎洋介（なら子育て・教育ネットワーク代
者協議会）
表）
和田邦夫（全日本年金者組合兵庫県本部副委
山田麗子（歴史教育者協議会常任委員）
員長）
山中 章（三重大学教授）
和田悌二（一葉社・編集者）
山中哲夫（坂の上の雲ミュージアムを考える 和田哲子（東京都狛江市在住）
会・えひめ教科書裁判を支える会）
渡辺武達（同志社大学教授）
渡辺輝人（自由法曹団弁護士）
山本千鶴（尼崎市・東園田９条の会）
（計 201 名）
山本直美（東京都歴史教育者協議会会員）
湯浅俊彦（かもがわ出版常勤顧問）
【団体】
日本国憲法第９９条@mixi コミュニティ（東京都・全国ネット）
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