
今までお話いただいた方々

原発とエネルギーを学ぶ朝の教室

�2015年9月19日（土）	 小林節さん（憲法学者）
�2015年10月24日（土）	 いとうせいこうさん（作家・クリエイター）
�2015年11月7日（土）	 藤原辰史さん（自由と平和のための京大有志の会）
�2015年12月6日（日）	 辻元清美さん（衆議院議員）
�2016年1月24日（日）	 山口二郎さん（政治学者）
�2016年2月13日（土）	 石川文洋さん（戦場カメラマン、報道カメラマン）
�2016年3月12日（土）	 吉田照美さん（フリーアナウンサー）	
�2016年4月28日（木）	 奥田愛基さん（SEALDsメンバー、ReDEMOS代表理事）、	
	 浜矩子さん（エコノミスト）
�2016年5月21日（土）	 金平茂紀さん（ジャーナリスト、キャスター、テレビ報道記者）
�2016年6月25日（土）	 飯田哲也さん（環境エネルギー政策研究所所長）
�2016年7月23日（土）	 糸数慶子さん（参議院議員）
�2016年8月27日（土）	 古賀茂明さん（元経産省職員、フォーラム4、古賀茂明政策ラボ代表）
�2016年9月25日（日）	 伊藤真さん（弁護士、伊藤塾塾長）
�2016年11月19日（土）	 白井聡さん（政治学者）
�2016年12月17日（土）	 保坂展人さん（世田谷区長）
�2017年1月21日（土）	 おしどりマコ・ケンさん（夫婦漫才コンビ）
�2017年2月5日（日）	 國分功一郎さん（哲学者）
�2017年3月11日（土）	 最首悟さん（和光大学名誉教授／いのち論）
�2017年4月22日（土）	 谷口真由美さん（大阪国際大学准教授、全日本おばちゃん党代表代行）
�2017年5月14日（日）	 樋口陽一さん（憲法学者）
�2017年6月17日（土）	 ドリアン助川さん（作家、道化師）
�2017年7月29日（土）	 高野孟	さん（ジャーナリスト）	
�2017年8月26日（土）	 ピーコさん（ファッション評論家、ジャーナリスト、シャンソン歌手）
�2017年9月23日（土）	 寺脇研さん（京都造形大学教授、映画プロデューサー、元文部科学省官僚）
�2017年10月22日（日）	 片山善博さん（早稲田大学教授、元鳥取県知事）
�2017年11月18日（土）	 松尾貴史さん（タレント、俳優、コラムニスト、DJ、折り紙作家）
�2017年12月23日（土・祝）	 望月衣塑子さん（東京新聞社会部記者）
�2018年1月25日（木）	 前川喜平さん（元文部科学省事務次官）
�2018年2月24日（土）	 川崎哲さん（ピースボート共同代表、核兵器廃絶国際
	 キャンペーン〈ICAN〉国際運営委員）
�2018年3月31日（土）	 中島京子さん（作家）
�2018年4月21日（土）	 森達也さん（映画監督、作家、明治大学特任教授）
�2018年5月12日（土）	 鈴木邦男さん（政治活動家、元「一水会」顧問）
�2018年6月30日（土）	 中野晃一さん（上智大学国際教養学部教授、政治学者）
�2018年7月21日（土）	 中村敦夫さん（俳優、作家、日本ペンクラブ理事・環境委員、元参議院議員）
�2018年8月25日（土）	 村上誠一郎さん（衆議院議員）
�2018年9月30日（日）	 安冨歩さん（東京大学東洋文化研究所教授）
�2018年10月20日（土）	 稲垣えみ子さん（元新聞記者）
�2018年11月24日（土）	 秋山豊寛さん（宇宙飛行士、農民、ジャーナリスト）
 101 2018年12月22日（土）	 安田菜津紀さん（フォトジャーナリスト）
 102 2019年1月20日（日）	 稲嶺進さん（前名護市長）
 103 2019年2月15日（金）	 松元ヒロさん（コメディアン）
 104 2019年3月24日（日）	 相澤冬樹さん（大阪日日新聞論説委員）
 105 2019年4月28日（日）	 永井愛さん（劇作家、脚本家）
106 2019年5月19日（日）	 豊田直巳さん（フォトジャーナリスト）
107 2019年6月29日（土）	 安田純平さん（ジャーナリスト）
108 2019年7月20日（土）	 藤田孝典さん（NPO法人ほっとプラス代表理事、社会福祉士）
109 2019年8月24日（土）	 鵜飼哲さん（一橋大学教員）
110 2019年9月14日（土）	 ノーマ・フィールドさん（日本文化・文学研究者）	
111 2019年10月27日（日）	 サーロー	節子さん（被爆者、平和運動家）	
112 2019年11月30日（土）	 石橋学さん（神奈川新聞社川崎総局編集委員）
113 2019年12月22日（日）	 伊藤詩織さん（ジャーナリスト）・
	 新畑信さん・猪野麻実さん（「Open	the	Black	Box」メンバー）
114 2020年1月25日（土）	 室井佑月さん（作家）
115 2020年10月31日（土）	 武田	砂鉄さん（ライター）
116 2020年11月28日（土）	 古舘寛治さん（俳優）
117 2020年12月26日（土）	 江川紹子さん（ジャーナリスト）
118 2021年1月30日（土）	 星	浩さん（ジャーナリスト）
119 2021年2月27日（土）	 青木美希さん（朝日新聞、ジャーナリスト）
120 2021年3月13日（土）	 伊藤比呂美さん（詩人）
121 2021年4月10日（土）	 宇野重規さん（政治学者）
122 2021年5月30日（日）	 鮫島浩さん（ジャーナリスト）
123 2021年6月27日（日）	 本間真二郎さん（小児科医、微生物学者）

①	2011年5月28日（土）	 上田昌文さん（市民科学研究室主宰）
②	2011年6月11日（土）	 安田節子さん（食政策センタービジョン21代表）
③	2011年6月25日（土）	 広河隆一さん（フォトジャーナリスト）
④	2011年7月9日（土）	 西尾漠さん（原子力資料情報室共同代表）
⑤	2011年7月30日（土）	 田原牧さん（東京新聞「こちら特報部」デスク）
⑥	2011年8月13日（土）	 高橋哲哉さん（哲学者）
⑦	2011年8月27日（土）	 後藤政志さん（元東芝・原子炉格納容器設計者）
⑧	2011年9月3日（土）	 鎌田慧さん（ジャーナリスト）
⑨	2011年	9月19日（月・祝）	 山田真さん（小児科医）
⑩	2011年10月10日（月・祝）	 樋口健二さん（写真家）　
⑪	2011年	11月5日（土）	 スズキコージさん（絵本作家）
	 本橋成一さん（写真家、映画監督）
⑫	2011年	11月26日（土）	 アーサー・ビナードさん（詩人、翻訳家）
⑬	2011年	12月17日（土）	 河田昌東さん（分子生物学者）
⑭	2011年	12月23日（金・祝）	 池内	了さん（宇宙物理学者）
⑮	2012年	1月7日（土）	 柳田邦男さん（ノンフィクション作家、評論家）
⑯	2012年	1月21日（土）	 肥田舜太郎さん（医師）
⑰	2012年	2月19日（日）	 吉原毅さん（城南信用金庫理事長）
⑱	2012年	2月25日（土）	 海渡雄一さん（弁護士）
⑲	2012年	3月10日（土）	 斎藤貴男さん（ジャーナリスト）
⑳	2012年	3月31日（土）	 今中哲二さん（京大原子炉実験所助教）
㉑	2012年	4月14日（土）	 日隅一雄さん（弁護士）
㉒	2012年4月22日（日）	 小出裕章さん（京都大学原子炉実験所	助教）
㉓	2012年	5月12日（土）	 白石草さん（OurPlanet-TV代表）
㉔	2012年	6月17日（日）	 村田光平さん（元スイス大使）
㉕	2012年	7月21日（土）	 広瀬隆さん（作家）
㉖	2012年	8月25日（土）	 渡辺一枝さん（作家）
㉗	2012年	9月29日（土）	 金子勝さん（経済学者）
㉘	2012年10月6日（土）	 木野龍逸さん（ライター）
㉙	2012年11月10日（土）	 川村晃司さん（テレビ朝日解説委員）
㉚	2012年12月9日（日）	 石丸小四郎さん（双葉地方原発反対同盟代表）
㉛	2013年1月12日（土）	 田中優さん（環境活動家）
㉜	2013年2月23日（土）	 佐高	信さん（評論家）
㉝	2013年3月10日（日）	 宇都宮健児さん（弁護士）
㉞	2013年4月20日（土）	 藤村靖之さん（発明家、非電化工房主宰）
㉟	2013年5月11日（土）	 澤地久枝さん（作家）
㊱	2013年6月8日（土）	 ミサオ・レッドウルフさん
	 （イラストレーター、NO	NUKES	MORE	HEARTS主宰、首都圏反原発連合）
㊲	2013年7月14日（日）	 堀潤さん（ジャーナリスト）
㊳2013年8月17日（土）	 武藤類子さん（ハイロアクション、福島原発告訴団団長）
㊴2013年9月1日（日）	 早乙女勝元さん（作家）
㊵2013年10月27日（日）	 山口幸夫さん（原子力資料情報室共同代表）
㊶2013年11月23日（土・祝）	 依光隆明さん（朝日新聞社編集委員）
㊷2013年12月22日（日）	 菅谷昭さん（松本市長、医師）
㊸2014年1月18日（土）	 青木	理さん（ジャーナリスト）
㊹2014年2月15日（土）	 むのたけじさん（ジャーナリスト）
㊺2014年3月29日（土）	 中島岳志さん（政治学者）
㊻2014年4月27日（日）	 長谷川健一さん（酪農家、飯館村前田地区区長）
㊼2014年5月31日（土）	 木村英昭さん（朝日新聞特別報道部）
㊽2014年6月14日（土）	 河野太郎さん（衆議院議員）
㊾2014年7月19日（土）	 なかにし礼さん（作家）
㊿2014年8月27日（水）	 三宅洋平さん（音楽家、日本アーティスト有意識者会議「NAU」代表）
�2014年9月28日（日）	 高橋源一郎さん（作家）
�2014年11月1日（土）	 岸井成格さん（毎日新聞社特別編集委員、「NEWS23」アンカー）
�2014年11月22日（土）	 森絵都さん（作家）
�2014年12月27日（土）	 浜矩子さん（エコノミスト）
�2015年1月17日（土）	 ジェームス三木さん（脚本家、作家）
�2015年2月28日（土）	 ピーター・バラカンさん（ブロードキャスター）
�2015年3月21日（土）	 鎌仲ひとみさん（映像作家）	
�2015年4月25日（土）	 湯浅誠さん（社会活動家、法政大学教授）
�2015年5月30日（土）	 照屋寛徳さん（衆議院議員　沖縄2区）
�2015年6月27日（土）	 河合弘之さん（弁護士）
�2015年7月18日（土）	 孫崎享さん（元外務省・国際情報局長）
�2015年8月8日（土）	 小山内美江子さん（脚本家）

●開場 8:40   講演 9:00～10:30
●司会／落合恵子（クレヨンハウス主宰）

●参加費／1,000円（税込）

●申込／お電話またはメールでご予約ください。
    TEL  03-3406-6465（ミズ・クレヨンハウス 11：00～19：00）
　e-mail  josei@crayonhouse.co.jp

【お申し込み方法】
●会場参加のご案内　参加費：1,000円（税込）
お電話かまたはメールでお申し込みください。
コロナウィルス感染症予防の観点から会場にお入りいただきますのは、40 名（先着）
と、制限させていただきます。ご理解のほどお願い申し上げます。満席になりました
場合はZoomでのご参加をおすすめしております。
※参加費は当日、会場でお支払いください。

●オンライン講座参加のご案内　参加費：1,000円（税込）
前日の19:00までにクレヨンハウスオンラインショップからチケットをご
購入ください。お申込み、ご入金確認後、Zoomに入るためのパスワードを
お知らせいたします。
※決済方法はクレジットカード、Amazon Payのみとなります。

●オンラインはアーカイブ視聴があります。
9時からの講演とまったく同じ内容を18：00~19：30で配信。
1,000円でひとり最大２回視聴ができるシステムになります。

詳しくはクレヨンハウスホームページ www.crayonhouse.co.jpまで。
※ミズ・クレヨンハウスの店頭でも、会場、オンライン配信のご予約をいただけます。

今後の予定
　

 124  2021年 8/7（土） 宮尾節子さん（詩人）

「明日戦争がはじまる」と題された宮尾さんの詩がSNSで拡散したの
は、2014年、集団的自衛権行使を認める憲法解釈がされた頃でした。
歴史（history）に記されないひとの思いや感情を伝え残すことを詩
の仕事と考えておられる宮尾さん。その声を聞き、混迷の時代に流
されない感性を磨きましょう！　落合恵子とのトークタイムも。
みやお・せつこ　各地で詩のワークショップ、朗読、講演などを行い、近年はポエトリーラ
イブ、ロックフェスに参加するなどジャンルを越えて詩の世界を展開。『女に聞け』（響文
社）、『宮尾節子アンソロジー　明日戦争がはじまる』（集英社インターナショナル）ほか著
書多数。1993年、現代詩ラ・メール新人賞受賞。

「herstoryはheartstory よい人生は、女に聞け！」

福島第一原発の事故後、わたしたちクレヨンハウスは、これから何を問い直し、何をつくることができるのか、考え続けてい
ます。そこで、脱原発、自然エネルギーへのシフトを実現していくために、メディアの情報をただ受信するだけでなく、自分
たちも学ぼうと考え、連続講座『原発とエネルギーを学ぶ朝の教室』をはじめました。むずかしい原発問題ほか、いま知って
おきたいテーマが「やさしく」わかる講座です。クレヨンハウスのスタッフも皆さまと一緒に勉強していきます。ぜひご参加
ください。
※会場でのご参加をご希望される方へ
     いろいろご事情があるかもしれませんが、感染症予防のため、マスクの着用をお願いいたします。


