
賛同文化人・ジャーナリスト一覧 

   

No お名前 肩書き 

1 荒木和博 拓殖大学海外事情研究所教授 

2 阿羅健一 近現代史研究家 

3 石井公一郎 石井事務所代表 

4 井尻千男 拓殖大学教授 

5 板垣 正 元参議院議員 

6 伊藤 隆 東京大学名誉教授 

7 伊藤哲夫 日本政策研究センター所長 

8 井上和彦 ジャーナリスト 

9 上杉千年 歴史教科書研究家・新しい歴史教科書をつくる会理事 

10 植田宏和 全日教連委員長 

11 潮 匡人 評論家 

12 遠藤浩一 拓殖大学教授 

13 大高未貴 ジャーナリスト 

14 大原康男 國學院大學教授 

15 小川義男 狭山ヶ丘高等学校 校長 

16 小田村四郎 元拓殖大学 総長 

17 小野田寛郎 財団法人 小野田自然塾理事長 

18 小野田町枝 財団法人 小野田自然塾理事 

19 小山和伸 大学教授 

20 加瀬英明 外交評論家 

21 勝岡寛次 明星大学戦後教育史研究センター 

22 椛島有三 日本会議 事務総長 

23 川村純彦 川村研究所代表 

24 クライン孝子 ノンフィクション作家 

25 児玉源太郎 日本安全保障情報機構株式会社 代表取締役社長 

26 小堀桂一郎 東京大学名誉教授 

27 桜林美佐 キャスター・ジャーナリスト 

28 佐藤 守 岡崎研究所・特別研究員 

29 佐藤政博 防衛政策アナリスト 

30 佐藤和男 青山学院大学名誉教授 

31 篠沢秀夫 学習院大学名誉教授 

32 菅沼光弘 アジア社会経済開発協力会会長 

33 田形竹尾 誇りある日本をつくる会会長 

34 高森明勅 日本文化総合研究所代表 

35 田久保忠衛 杏林大学客員教授 

36 塚本三郎 元民社党委員長 



37 頭山興助 （社）農村資源開発協会理事長 

38 富岡幸一郎 文芸評論家 

39 冨澤 暉 東洋学園大学客員教授 

40 冨澤繁信 日本「南京」学会理事 

41 中西輝政 京都大学教授 

42 中村 粲 獨協大学名誉教授 

43 中村信一郎 国体政治研究会代表幹事 

44 西尾幹二 評論家 

45 西川正長 三菱商事㈱船舶交通宇宙航空機本部 顧問 

46 西村幸祐 ジャーナリスト 

47 萩野貞樹 元産能大学教授 

48 花岡信昭 ジャーナリスト 

49 花田紀凱 月刊「WiLL」編集長 

50 濱口和久 安全保障、領土・領海問題アナリスト 元自衛官 

51 半本 茂 元教科書是正訴訟事務局長 

52 吹浦忠正 ユーラシア 21 研究所 理事長 

53 福田 逸 明治大学教授 

54 藤井厳喜 拓殖大学客員教授 

55 藤岡信勝 新しい歴史教科書をつくる会 会長 

56 藤本隆之 株式会社展転社 代表取締役 

57 古庄幸一 元海上幕僚長 

58 ペマ・ギャルポ 桐蔭横浜大学教授 

59 牧野弘道 戦史作家 

60 松島悠佐 軍事問題研究科 

61 松村 劭 軍事研究家 

62 水島 総 日本文化チャンネル桜 代表・映画監督 

63 水間政憲 ジャーナリスト 

64 皆本義博 NPO 法人埼玉県国民保護協力会会長 

65 宮崎正治 日本教育再生機構 事務局長 

66 宮崎正弘 評論家 

67 三輪和雄 日本世論の会 会長 

68 茂木弘道 ㈱世界出版代表取締役 

69 百地 章 日本大学教授 

70 森 満 第一生命顧問 

71 八木秀次 高崎経済大学教授 

72 山際澄夫 ジャーナリスト 

73 山田惠久 國民新聞 主幹 

74 屋山太郎 政治評論家 

75 渡部昇一 上智大学名誉教授 



   

賛同国会議員・首長一覧 

   

No 名前 肩書き 

1 宇野 治 衆議院議員 

2 大江康弘 参議院議員 

3 坂本剛二 衆議院議員 

4 島村宣伸 衆議院議員 

5 田村謙治 衆議院議員 

6 戸井田徹 衆議院議員 

7 西村眞悟 衆議院議員 

8 古屋圭司 衆議院議員 

9 松本文明 衆議院議員 

10 馬渡龍治 衆議院議員 

11 鷲尾英一郎 衆議院議員 

12 渡辺 周 衆議院議員 

   

No 名前 肩書き 

1 山田 宏 杉並区長 

2 吉田信解 本庄市長 

 


