● 運動員のみなさんへ

定時制高校をこれ以上なくさないで ! !
学者・文化人の共同声明(1/14&29 記者発表)

山田洋次監督,大村智教授が賛同
「夜間定時制高校の廃校に反対する共同声明」に賛同します。

賛同者１２１名に、熱烈応援メッセージも
2016/01/28 現在 〔写真は、山田洋次監督（上）、大村智栄誉教授（下）〕
●賛同のメッセージ
◇宇都宮健児 日弁連元会長よ 牧野富夫
り電話で「（運動員の）みなさん、 相田利雄
がんばってください」。
大田 堯
堀尾輝久
◇作曲家・池辺晋一郎さんより 佐藤 学
「僕の母校（都立新宿高校）にも 藤田英典
定時制がありました。働く者の勉 石山久男
学意欲をそぐような暴挙は許せま 浦野東洋一
せん」。
石田 雄
岩佐 茂
◇藤田実 桜美林大学教授より
「不登校や貧困などで高校に進 金子ハルオ
学できなかった子どもにとってセ 大須眞治
ーフティネットともいうべき夜間高 小越洋之助
校を廃止するなど今の状況に逆 川辺平八郎
木地孝之
行しています」。
松丸和夫
◇報道写真家・石川文洋さんより 吉田敬一
「（両国高校定時制卒）絶対に反 片平洌彦
対です。私にできることは何でも 荒井文昭
やりますから、言ってください」。
小島昌夫
◇労働界も賛同◇東京地評・森 佐久間孝正
河路由佳
田議長／都教組・工藤委員長
宮崎里司

●これまでの主な賛同者
日本大学元副総長 山家悠紀夫 暮しと経済研究室
法政大学名誉教授 児玉洋介 東京総合教育ｾﾝﾀｰ
日本こどもを守る会 高野哲郎 民主主義教育研究会
東京大学名誉教授 俵 義文
子どもと教科書ﾈｯﾄ
学習院大学教授
関本保孝
えんぴつの会
共栄大学教授
上原公子
前国立市長
歴史教育者協議会 池田香代子 翻訳家
東京大学名誉教授 本木克英 映画監督（釣りバカ）
政治学研究者
森 康行 映画監督（こんばんわ
一橋大学名誉教授 平松恵美子 脚本・監督
都立大名誉教授
金丸研治 松竹労組委員長
中央大学名誉教授 小島和夫 日本画家。札幌高専
国学院大名誉教授 藤田富治郎 画家。主体美術
東経大名誉教授
宮下 泉
画家。日本美術会
慶応大学元准教授 松田 紘
一級建築士
中央大学教授
高島利尚 中小企業診断士
駒澤大学教授
荒井新二 弁護士。自由法曹団
東洋大学元教授
吉田健一 弁護士。三多摩法律
首都大学東京教授
☆ほか７２名。計１２１名
女子美術大元教授
☆松竹映画☆完成間近
東京女子大名誉教
「家族はつらいよ」
東京外国語大学
山田洋次監督の次作
早稲田大学院教授

●賛同のメッセージ（つづき）
◇元国立市長・上原公子（ヒロコ）さん
厳しい時代に打ち勝ち 生き抜く力は、教育
の力にかかっています。
学びたいとの志を奪うことは、未来への光を
◇和光大学教授・梅原利夫さん
どの学校も、それまでに果たしてきたかけが
えのない役割があります。それを無視して廃
校はありません。

閉ざすものです。教育環境を整えるのは国の
責任です。

この学校にきて学びたいという青年がいる
限り、どんな学校も存在価値があります。

◇ジャーナリスト、元共同通信。関東学院大学教授・丸山重威（シゲタケ）さん
こどもたちの貧困が進む中で、夜間高校の必
者に希望を与えるためにも共同声明に賛同
要性は一層深まっているのだと思います。若
します。
◇映画「月あかりの下で」監督・太田直子さん
です。私のようなものでよければ、賛同人に
立川高校は私の母校であり、恩師は二人、同
校定時制の出身の方でした。本当にひどい話
してください。
◇京都橘大学教授・小寺隆幸さん
元東京都の中学校教員です。卒業生が定時制
高校で学び、成長してきた姿を知っているだ

けに、その機会を奪う政策を許せません。

◇日本こどもを守る会名誉会長・大田堯（タカシ）さん（1918 年生まれ、９８歳）
（共同声明に）大賛成です。私が元気だったら提出にいきたいくらいの気持ちでいます。み
なさん、頑張ってください。
●これまでの賛同者一覧 〔１面のつづき〕
青木英二 校長・教頭経験者会 佐野庄平 静岡大学名誉教授 浜林正夫 一橋大学名誉教授
荒井容子 法政大学教授
城戸久枝ノンフィクションライター 藤田京子 外国人生徒学習の会
池谷 薫
映画監督（蟻の兵隊 菅長理恵 東京外語大准教授 藤田美佳 奈良教育大学次世代
石黒広明 立教大学教授
菅原一茂 三多摩労連議長
溝江玲子 作家。劇団「縁日座」
伊藤正昭 明治大学教授
杉井静子 弁護士。ひめしゃら 三井逸友
横浜国大名誉教授
岩田行雄 憲法研究者
杉浦ひとみ 弁護士。東京アドヴ 宮下与兵衛 首都大学東京教授
岩槻知也 京都女子大学教授
鈴木 淳
元都立高校校長
甕 隆博
東京外語大准教授
岩辺泰吏 読書のアニマシオン 鈴木千枝子 都高校問題連絡協 森川 清
弁護士。生活支援
岩本陽児 和光大学教授
鷲見賢一郎 弁護士。労働法制
矢崎満夫 静岡大学院准教授
小川杏子
弁護士。立川共同 関口昌秀
教育研究者
八巻暁美 東京母親大会連絡
法
世取山洋介 新潟大学准教授
山田 泉
法政大学教授
河合隆平 金沢大学准教授
高木洋子 都高校問題連絡協 山中眞人 弁護士
川上千恵 三多摩子育て・教育 高橋彦博 法政大学名誉教授 山本篤民 日本大学准教授
菊池信輝 都留文科大准教授
田崎和江 金沢大学名誉教授 山本須美子 東洋大学教授
木村哲也 帝京大学院等講師
照本祥敬 中京大学教授
山本由美 和光大学教授
工藤慶一 北海道に夜間中学
富永由紀子 子どもと教育守る
横田 力
都留文科大学教授
栗林知絵子 豊島子ども WAKU
中田康彦 一橋大学教授
横湯園子
教育心理学臨床家
黒岩哲彦
弁護士。北千住法 中村 彰
東京外語大准教授 吉田ジャパカン 夜間中学語る会
律
中山真理子 多文化子ども自立
渡辺一衛 医科歯科大名誉教授
児玉勇二 弁護士
永井好子 男女平等すすめる
綿貫公平 全国進路指導研究会
小林普子 みんなのおうち理事 長岡智寿子 国立教育政策研究 渡部謙一 元都立高校校長
小林文人 東京学芸大名誉教授 西原亜矢子 東京学芸大学講師 故・中村梅乃助 前進座代表
小林幸江 東京外語大准教授
濱田嘉一 元中小企業大学校長
以上、１面とあわせ１２１名
小部正治 弁護士。東京法律
佐貫 浩
法政大学教授

