大江正章さんを偲ぶ会にご賛同くださった方々
（50 音順・2021 年 12 月 18 日現在）
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アーユス仏教国際協力ネットワーク

内海愛子（大坂経済法科大学アジア太平洋研

相川陽一（長野大学）

究センター）

相川明子（なかよし会）

宇根 豊（農と自然の研究所）

青木農園農家料理 青木幸子

江波戸哲夫（自由業）

赤城智美（認定 NPO 法人アトピッ子地球の子

江原絢子（東京家政学院大学名誉教授）

ネットワーク）

戎谷徹也（株式会社フルーツバスケット）

麻田信二（北海道有機農業研究会）

海老名富夫

浅田麻衣（コモンズ）

遠藤康子（パクパク・ナティン）

浅見彰宏（福島県有機農業ネットワーク）

大内 督（一般社団法人二本松有機農業研究会）

アジア太平洋資料センター（PARC）

黄倉良二

アジアの本の会

太田順子（元岩波書店・現在はフリーランスの

阿部 潔（関西学院大学社会学部）

産後ドゥーラ）

阿部道彦（株式会社農文協プロダクション）

大橋正明（聖心女子大学）

天羽みどり

大原興太郎（三重大学名誉教授）

飯塚桂子（立憲民主党）

大原悦子（津田塾大学）

碇 康雄（川口市議会議員）

大村美香（朝日新聞社）

池上甲一（独立研究者）

大森亜紀（読売新聞東京本社）

石井一也（香川大学）

岡崎衆史（農民運動全国連合会）

石井良重

小口広太（千葉商科大学）

石井正子

小田切徳美（明治大学）

石田周一（田園都市生活シェアハウス）

小野文明（全国町村会）

石橋博・由岐子

小原壮太郎（(一社)the Organic・全国有機農業

市村忠文（全日本農民組合連合会）

推進協議会）

伊藤 哲

尾原浩子（日本農業新聞）

伊藤康江（日本有機農業研究会）
井上正樹

か

井上憲一（島根大学）

笠原眞弓

井上禮子（特定非営利活動法人パルシック）

粕谷亮美（サンタポスト）

井上浩子

家族農林漁業プラットフォーム・ジャパン

井野博満（くらしの実験室会員）

片山かおる（小金井市議会議員）

今田克司（CSO ネットワーク）

加藤尚子

岩泉好和（アクシス委員会連合）

加藤（竹下）涼子（市民運動全国センター／西東京・

上坂胡桃（東京・生活者ネットワーク）

生活者ネットワーク／西東京市議会議員）

魚住道郎（日本有機農業研究会）

金子信博（福島大学食農学類）

内田聖子（アジア太平洋資料センター（PARC)

上岡直見（環境経済研究所）

共同代表）

神山美智子（食の安全・監視市民委員会）

蒲生 猛（堀切達也）
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境野米子

唐澤 剛（慶応義塾大学大学院政策・メディア

榊田みどり（明治大学客員教授）

研究科）

作美幸宏

河村久美（
（一社）農山漁村文化協会）

笹岡正俊（北海道大学）

菊地牧恵（恵泉女学園大学人間社会学部社会

定松栄一（市川市生活サポートセンターそら）

園芸学科）

佐藤美千代

木口由香

佐藤 学（沖縄国際大学）

岸 康彦

佐藤義弘（元自治労会津総支部事務局長）

岸 裕司（
（株）パンゲア代表取締役）

鮫田 晋（いすみ市役所）

北原まどか（NPO 法人森ノオト）

猿田由貴江（公益財団法人川崎市国際交流協会）

北窓時男（アイ・シー・ネット株式会社）

澤登早苗（恵泉女学園大学）

北村和也（日本再生可能エネルギー総合研究所）

塩見直紀（半農半Ｘ研究所）

木村誠志（自営農（色川 晴れたら農園）
）

塩本美紀（NPO 法人ウィメンズアイ）

久保田裕子（日本有機農業研究会理事）

自然と共生する里づくり連絡協議会

熊谷純子（創文）

柴山 進（NPO 法人アグリやさと）

暮らしの実験室やさと農場

島田恵司（大東文化大学）

紅林 進（PARC 会員、フリーライター）

市民運動全国センター

黒沢大陸（朝日新聞社）

（一社）市民セクター政策機構

黒田かをり
（一般財団法人 CSO ネットワーク）

下倉佐保

桑山亜也

下澤 嶽（静岡文化芸術大学）

髙坂 勝

白石 孝（PARC 共同代表、NPO 法人官製ワー

河野博子（自営の記者編集者）

キングプア研究会理事長）

小林わかば（社会民主党 政策審議会）

白石好孝（白石農園）

小林幸治（NPO 法人まちぽっと）

末吉美帆子（所沢市議会議員）

小林 榮（埼玉県立高校教諭）

菅原敏夫

小林孝信（PARC、松戸市民ネット）

杉浦有一

小林弘美

杉田 敦（法政大学）

小林義郎

杉本博文/溝口淳（池田町役場）

小原隆治（早稲田大学政治経済学術院）

菅野正寿（あぶくま高原 遊雲の里ファーム）

小松崎将一（茨城大学）

鈴木隆志（日本大学法学部）

小宮勇介（食生活を考える会（兵庫県三田市）
）

鈴木敏夫（
（株）農文協プロダクション）

NPO 法人コミュニティスクール・まちデザイン

生活クラブ生活協同組合・東京
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瀬川 守（北海道有機農業研究会）

まちデザイン）

関 利男（聖心女子大学）

今野稔久（北海道函館養護学校）
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斎藤千宏（日本福祉大学）
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斎藤健一郎

髙石洋子（フリーランス)

斎藤博嗣（一反百姓「じねん道」、家族農林漁

高石美里（PARC、元コモンズ勤務）

業プラットフォーム・ジャパン（FFPJ）
）

高木恒一（立教大学）

高須次郎（緑風出版）

西谷秀明（PARC 会員）

高梨柳太郎（神戸新聞社）

沼尾波子（東洋大学）

高橋久夫

根本悦子（NPO 法人ブリッジ エーシア ジャパン）

高橋 巌（日本大学生物資源科学部）

野川未央（NPO 法人 APLA）

高橋孝予
高橋優子（ＮＰＯ全国有機農業推進協議会）

は

高松田んぼの会

南風島渉

高山 智（青山学芸心理）

長谷川雅子
（一般財団法人 CSO ネットワーク）

滝沢将史（農林水産省）

櫨山啓子（オイシックス・ラ・大地株式会社）

田口 均 （
（株）農文協プロダクション）

幡谷則子（上智大学）

武内好恵（東京・生活者ネットワーク

八王子・生活者ネットワーク

竹内早希子（ノンフィクション作家）

花崎 晶（PARC 理事、公認心理師）

竹谷志保子（児童発達支援センターうめだ・あ

浜田久美子（フリーランス）

けぼの学園）

早坂由美子（食の安全・監視市民委員会）

田代尚子（希望連帯）

林 英史（はやし農園）

田中 滋（アジア太平洋資料センター

原 真（共同通信社）

田中 直（特定非営利活動法人 APEX

原田直樹（新潟大学農学部）

田中克樹（農と風土の学び舎）

特定非営利活動法人パルシック

谷口吉光（秋田県立大学）

針谷順子（演習工房球）

月乃 南（株式会社 長そで）

韓興鉄

筒井一伸（鳥取大学地域学部）

東由佳子（環境友好雑貨店これからや）

靍理恵子（専修大学）

東 英明

出口綾子（(株)彩流社）

菱田州男

手代木昌宏（農業）

日高真澄（㈲アトリエ･ルリエ代表）

寺門 充（早大政経同窓(1 年後輩)

日比野純子

東京・生活者ネットワーク

平野彰秀（NPO 法人地域再生機構）

特定非営利活動法人全国有機農業推進協議会

平山隆浩（PARC 会員）

刀根卓代（大江孝子さんの院生時代の仲間）

廣瀬稔也
福家洋介

な

藤井誠一郎（大東文化大学）

中川之夫（株式会社フィナンシャル・ソリュー

藤井敦史（立教大学）

ションズ）

二川ふみ

長沢美津子（朝日新聞大阪本社）

古市礼子（福田礼子）
（株式会社アライブ）

中瀬勝義（NPO 地域交流センター）

古沢広祐（JACSES）

長瀬理英

平和の棚の会

中田哲也

穂坂光彦（日本福祉大学）

永野佳世（自営業）

星野紀代子（WWOOF ジャパン有限責任事業

中野佳裕（早稲田大学）

組合）

中村尚司（龍谷大学研究フェロー）

星野智惠子（冬芽工房）

中山智香子（東京外国語大学）

細川弘明（京都精華大学）

奈須りえ（大田区議会議員、フェアな民主主義）

細川由紀夫（株式会社加藤文明社）

西川芳昭（龍谷大学）

保月ゆかり（現代人文社）

堀川禎一（PARC 会員）

吉田由美子（CS まちデザイン）

堀口健治（日本農業経営大学校・早稲田大学）

吉野隆子（オーガニックファーマーズ名古屋）

堀越栄子（日本女子大学名誉教授）

吉村千彰（朝日新聞大阪本社）

堀山明子（毎日新聞外信部）

米原陽子（木もれび）

本田大祐

寄本光子

ま

わ

桝潟俊子（元淑徳大学教員）

若島敏夫（NPO オール上尾市民活動ネットワーク）

間瀬朋子（南山大学）

涌井義郎（NPO 法人あしたを拓く有機農業塾）

松浦いづみ（(公財)東京都公園協会）

和栗好邦（元日本農業新聞）

松尾康範（百年の杜）

渡瀬昌彦（講談社）

先﨑千尋（農業）

渡辺善次郎

松村裕子（元 CS まちデザイン副理事長）
松本浩一（特定非営利活動法人チーム東松山
／東松山・自由学校）
松本 悟（法政大学）

上記の２５７名に、お名前非公開の方９名を

宮内泰介（北海道大学／さっぽろ自由学校

入れて、計２６６名の方からご賛同をいただ

「遊」
）

きました。ありがとうございました。

宮城里佳
三宅征子
三宅 弘（原後綜合法律事務所）
三好 豊（神奈川・緑の劇場/NPO 法人よこは
ま里山研究所 NORA）
麦倉 哲（岩手大学）
村地秀行（PARC 会員）
毛利彰伸（La 毛利）
や
矢坂雅充（東京大学）
山口 聡（日本経済新聞社）
山口 透（神戸大学）
山田健介（社会福祉法人悠遊/NPO 法人 CS ま
ちデザイン）
山田俊英
山本聡子（学陽書房）
山本純一（大地の大学）
山本耕平（(株)ダイナックス都市環境研究所）
山本俊明（時事通信）
行友 弥（農林中金総合研究所／農政ジャーナ
リストの会）
横田昌三（立憲民主党本部）
吉田 仁（㈱講談社編集総務局）

