JI フォーラム
テーマ・ゲスト一覧

【 ＪＩフォ－ラム開催内容一覧 】
テ－マ ・ パネリスト

開催日

・
「環境問題の背景－地球システムと人間圏」

松井 孝典
東京大学物理学部教授

96.5.25

・「生存環境としてのインターネット」

原 島 博
東京大学工学部教授

96.7.16

・「ネットワークを活用した農業の再生」

藤田 芳和
大地を守る会会長

96.9.10

・
「インターネットが産業を変える」

桐山 孝司
東京大学工学部助教授

96.11.9

・ 「政治・行政改革に向けての視点」
97.1.28
林 芳正

参議院議員 / 古川 元久

衆議院議員 / 錦織 淳 弁護士 / 他

・「自分のことは自分でやるコミュニティの基盤づくり」
97.3.11
中村 啓三
第１回

毎日新聞社 / 伊藤 裕夫 ㈱電通総研 / 山田 厚史

朝日新聞社 /他

｢日本を変えるイニシアティブ｣
97.5.28
伊東 正明
半谷 栄寿

第２回

スマートバレージャパン代表 / 竹中 ナミ プロップステーション代表
オフィス町内会 / 他

「国・社会・個人 Ⅰ」
97.6.25
山折 哲雄

第３回

白鳳女子短期大学設置準備室長 / 佐々木 毅 東京大学法学部教授 /他

「国・社会・個人 Ⅱ」
97.7.23
林 健太郎

第４回

東京大学名誉教授 / 堤林 剣

国連大学高等研究所ﾘｻｰﾁ･ｱｿｼｴｲﾄ

「国・社会・個人 Ⅲ」
97.8.20
阿部 恒世 / ＷＡＣＳ代表 / 佐橋 慶女 ㈱ｱｲﾃﾞｨｱﾊﾞﾝｸ社長/ｵﾊﾟ-ﾙﾈｯﾄﾜ-ｸ主催
山岸 秀雄 / ㈱第一総合研究所、㈱第一書林代表

第５回

「国・社会・個人 Ⅳ」
97.9.24
佐伯 啓思 京都大学大学院人間・環境学研究科教授
松原 隆一郎 東京大学大学院総合文化研究科助教授

第６回

「国・社会・個人 Ⅴ」
97.10.16
飯坂 良明

第７回

「脱

聖学院大学教授 / 堀江 湛 杏林大学教授

『会社人間』万歳！ ～自分を生かす働き方とは～」
97.11.15

伊藤
木全
松原
吉澤
第８回

裕夫 ㈱電通総研主幹 / 加藤 種男 ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ㈱企画文化部次長
ミツ イオンフォレスト代表取締役社長 / 鈴木 寛 中央大学講師
隆一郎 東京大学助教授 / 守 誠 愛知学院大学教授
潔 ＵＰＵ代表取締役 / その他学生 他

「現代社会と脳」

養老 孟司

北里大学教授、元東京大学医学部教授
97.12.16
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「イニシアティブ革命とＪ.Ｉ活動」
98.1.28
伊藤 裕夫
加藤 秀樹

第１０回

㈱電通総研主幹 / 岡田 達雄 ㈱オージャス代表取締役
構想日本代表 / 山田 厚史 朝日新聞社

「高齢化時代の行政改革」

石川

好 作家
98.2.18

第１１回

「新たな仕事へのチャレンジ」
98.3.25
松原 隆一郎
富澤 まゆみ

第１２回

日本交通公社バンカーズパートナー

「Ｊ．Ｉ．Ｗａｙ」
白石
冨田
新田
藤沢

第１３回

東京大学助教授 / 大東 敏治
㈱エムネット･ジャパン

98.4.22
徹 ＮＰＯ支援セクターボランティアショップ good will 主催
洋 人道目的の地雷除去支援の会代表
恭子 フリーアナウンサー、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｼｮｯﾌﾟ｢セカンドハンド」代表
烈 学生･社会人ﾈｯﾄﾜｰｶｰ、｢狐の木｣主催 / 須藤 修 東京大学 社会情報学科助教授

20 代サミット合同 PARTY

２０代サミット企画
98.5.27

「ジェネレイション
第１４回

カフェ」

磯尾 克行 / 藤沢 烈 / 佐藤 孝治

ほか

第１部「地方自治体と NPO の連携を深めるフォーラム」
98.6.24
基調講演：伊藤裕夫 電通総研 研究部長
パネリスト：出丸朝代 三重県 NPO 室長 / 伊藤裕夫 電通総研 研究部長
平岩千代子 電通総研 副主任研究員 / 村岡兼幸 日本青年会議所 直前会頭
吉見れい 大阪府箕面市
コーディネーター ： 加藤秀樹 構想日本 代表
第２部｢日本という秘密｣
松岡 正剛 編集工学研究所 所長 、東京大学客員教授 帝塚山学院大学教授

第１５回

「経済の危機と精神の危機」
98.7.29
柄谷 行人

第１６回

近畿大学大学院文芸研究科特任教授

「ジャパン コネクト ～情報ネットワークを活用した地域情報化の実例～」
98.9.30
第１部
第２部

報告「情報ネットワークを活用した地域活性化」の実例
パネルディスカッション
「地域活性化のドライビングフォース、地域連携とは」
パネリスト：金子郁容 慶應義塾大学 / 西郷真理子 シープネット
清水義晴 えにし屋 / 白井 均 日立総合研究所 / 鈴木 寛 通商産業省
須藤 修 東京大学 / 田中敦仁 自治省
コーディネーター ： 加藤秀樹 構想日本代表
第１７回 「今、なぜ文化立国なのか ～これからの文化政策をめぐって～」
98.10.28
鈴木 忠志 演出家･静岡県舞台芸術センター芸術総監督
吉本 光宏 二ッセイ基礎研究所 主任研究員 / 島田 京子 日産自動車㈱社会文化室長
第１８回

第１部「行政評価と 行政サービス改革について」
98.11.26
上山 信一 マッキンゼー日本支社パートナー
第２部 ｢教育について ～日常の中で楽しむ方法～
清水 義晴 えにしや主宰 / 平井 雷太 セルフラーニング主宰
山本 三千子 室礼三千主宰
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第１９回 ～２１世の国づくりを考える～「社会資本と市民参加 」
明峯 哲夫 農産生物学研究室主宰 / 石井 和紘 建築家・都市づくり
田中 康夫 作家 / 山田 厚史 朝日新聞東京本社 編集委員

98.12.16

第２０回 ～２１世紀の国づくりを考える～ 「地域社会における個の役割」
99.1.20
色平 哲郎 長野県南佐久郡南相木村国保直営診療所所長 （内科医）
スマナ バルア 医師･地域保健学士 / 山田 厚史 朝日新聞東京本社 編集委員
第２１回 ～２１世紀の国づくりを考える～『逝きし世の面影』
― 国づくりは歴史に学ぶことから始まる ―
渡辺 京二 評論家 / 川勝 平太 国際日本文化研究センター教授
加藤 秀樹 構想日本 代表

99.2.24

第２２回 ～２１世紀の国づくりを考える～『持続可能なｴﾈﾙｷﾞｰ未来について考える』 99.3.24
長藤 史郎 ㈱荏原製作所取締役
鮎川 ゆりか 世界自然保護基金日本委員会
舘林 茂樹 風力発電推進市町村全国協議会会長･山形県立川町長
飯田 哲也 自然エネルギー推進市民フォーラム･理事 / 山田 厚史 ジヤーナリスト
第２３回 ～２１世紀の国づくりを考える～『街・いなか・暮し』
池田 武邦 ㈱日本設計名誉会長ハウステンボス環境文化研究所所長
前場 幸冶 ㈱前場工務店 代表取締役 宮大工棟梁
岡田 達雄 ㈱オージャス 代表取締役

99.4.27

第２４回

第１部 「バランスシート」で行政が変わる
99.5.26
廣田 達人 公認会計士 / 加藤 秀樹 構想日本代表
第２部 ～２１世紀の国づくりを考える～『日本は本当に法治国家なのか』
－２１世紀日本社会における法律の役割－
阿川 尚之 慶應義塾大学総合政策学部教授 / 田村 次朗 慶應義塾大学法学部教授
加藤 秀樹 構想日本代表

第２５回

あなたも「環境維新」起こせます ～地域環境プラン立案の集い～
99.6.30
岡島 成行 環境ジャーナリスト / 中島 理恵 環境庁企画調整局環境計画課主査
高瀬 香絵 (財)日本エネルギー経済研究所 研究員
赤星 栄志 富士通ネットワークエンジニアリング 里地のおにぎり
倉坂 秀史 千葉大学助教授 / 太田 美行 構想日本

第２６回 『身の回りの危機管理』～２０００年問題から考える～
荒竹 純一 弁護士 / 公文 俊平 国際ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 所長
中川 一郎 米国｢地球の集まり｣臨床心理学博士 / 宮越 馨 新潟上越市長
加藤 秀樹 構想日本代表

99.7.28

第２７回 『現場は待ってくれない！～学校教育再考』
99.9.28
白井 智子 ﾄﾞﾘｰﾑﾌﾟﾗﾈｯﾄｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｽｸｰﾙ校長 / 炭谷 俊樹 ﾗｰﾝﾈｯﾄ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｽｸｰﾙ代表
寺脇 研
文部省大臣官房政策課長
宮台 真司 東京都立大学人文学部社会学科助教授 社会学博士
第２８回 ～２１世紀の国づくりを考える～『日本経済再生のシナリオ』
99.10.27
竹中 平蔵 慶應義塾大学総合政策学部教授 経済学博士
澤田 秀雄 ㈱ｴｲﾁ･ｱｲ･ｴｽ社長 ｽｶｲﾏｰｸｴｱﾗｲﾝｽﾞ(株)会長
枝野 幸男 衆議院議員(民主党) / 河村 たかし 衆議院議員(民主党)
三宅 純一 経済戦略会議事務局長 / 加藤 秀樹 構想日本代表
茂木 敏充 衆議院議員(自民党)通産政務次官 / 山田 厚史 朝日新聞東京本社編集委員
丹治 幹雄 縄文ｱｿｼｴｲﾂ㈱ﾒﾝﾊﾞｰ、構想日本政策委員
第２９回 『男の介護－自分が変わる･社会が変わる』～市民社会の現場から～
99.11.24
竹永 睦夫 ㈱ｵﾌｨｽ・ﾀｹﾅｶﾞ代表取締役 / 伊藤 裕夫 構想日本政策委員
井上 達夫 東京大学教授 / 岩崎 育夫 拓殖大学教授 / 加藤 秀樹 構想日本代表
川原 彰 中央大学教授 / 佐藤 修 ㈱ｺﾝｾﾌﾟﾄﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
子島進 国立民族博物館外来研究員
平岩 千代子 電通総研副主任研究員、城西大学非常勤講師
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第３０回『新しい国を編集する － “ＩＳＩＳ”の誕生』
99.12.15
松岡 正剛 編集工学研究所所長･帝塚山学院大学教授
金子 郁容 慶應幼稚舎長 / 福原 義春 資生堂会長 / 榊原 英資 元大蔵省財務官
伊藤 穣一 インフォシーク会長 / 加藤 秀樹 構想日本代表 他
第３１回『日本の健康政策』～地域の「健康づくり」の現場から～
2000.1.25
星 旦二 東京都立大学大学院都市科学研究科教授 / 藤原 満喜子 新潟県上越副市長
田辺 功 朝日新東京本社 編集委員 / 武田 順子 川崎市多摩保健所 保健婦
第３２回 『今、地域がおもしろい』～「ま・つ・りづくり」の仕掛け人～
伊藤 亞人 東京大学大学院総合文化研究科教授
甲賀 雅章 ㈱ｼｰｱｲｾﾝﾀｰ代表取締役ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ
長谷川 岳 YOSAKOI ｿｰﾗﾝ祭り組織委員会専務理事

2000.2.23

J.I.フォーラム関西版 『どないすんねん 明日の教育』大阪府立中央図書館ﾗｲﾃｨｰﾎｰﾙ於 2000.3.11
～現場は待ってくれない・学校教育再考パートⅡ～
寺脇 研
文部省大臣官房政策課長/ 平岡 龍人 清風学園副校長
野口 克海 大阪府教育委員会理事/ 宮台 慎司 東京都立大学人文学部社会学科助教授
第３３回『選挙で政治を変えよう!』～今こそ、政策を競う選挙を訴える～
2000.3.30
国会議員：枝野幸男 / 柿沢弘治 / 河村たかし / 菅 直人 / 塩崎恭久 / 高市早苗
堂本暁子 / 中村敦夫 / 広中和歌子 / 山中燁子 / 山本孝史
小田全宏 地球市民会議代表 / 山田厚史 朝日新聞編集委員
第３４回『構想日本を discussion!』～日本の政策テーマを縦横無尽に議論しよう～
2000.4.25
飯尾
潤 政策研究大学院大学教授 (構想日本運営委員)
伊奈 久喜 日本経済新聞社 政治部編集委員兼論説委員
岩國 哲人 衆議院議員(民主党) / 加藤 秀樹 構想日本 代表
達増 拓也 衆議院議員(自由党) / 丹治 幹雄 縄文ｱｿｼｴｲﾂ㈱ﾒﾝﾊﾞｰ (構想日本政策委員)
上山 信一 ﾏｯｷﾝｾﾞｰ&ｶﾝﾊﾟﾆｰ ﾊﾟｰﾄﾅｰ (構想日本運営委員)
蟹瀬 誠一 ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ･ﾆｭｰｽｷｬｽﾀｰ / 花岡 信昭 産経新聞東京本社 論説委員長
藤川 忠広 日本経済新聞社論説委員 / 藤田 正美 ﾆｭｰｽﾞｳｨｰｸ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ編集長
山田 厚史 朝日新聞東京本社編集委員(構想日本運営委員)
第３５回 『江戸不思議発見ばなし』 ～昔の知恵のリサイクル～
田中 優子 法政大学 第一教養部教授 / 吉村 正 吉村産婦人科医院長

2000.5.31

第３６回 『新しい家族像とそれを支える社会のしくみとは？』
瀬地山 角 東京大学大学院総合文化研究科助教授
高倉 信行 厚生省保健医療局生活習慣病対策室長
中村 和代 マッキンゼー・アンド･カンパニー

2000.6.29

第３７回『地域から国を変える』～地方議員が動き出した！！～
2000.7.18
秋元 幸久 港区議会議員 / 天目石 要一郎 武蔵村山市議会議員
安藤 信宏 船橋市議会議員 / 今村 岳司 西宮市議会議員 / 石井 成人 川越市議会議員
大河 巳渡子 調布市議会議員 / 大庭 康二 美幌町長 / 大豆生田 実 足利市議会議員
奥村 まき 世田谷区議会議員 / 梶原 拓 岐阜県知事 / 久保田 暁 堺市議会議員
小枝 寿美子 千代田区議会議員 / 湖東 秀隆 浜北市議会議員 / 沢田 力 大宮市議会議員
白石 徹 愛媛県議会議員 / 土屋 敬之 東京都議会議員 / 野呂 恵子 大田区議会議員
姫井 由美子 岡山県議会議員 / 藤田 愛子 東京都議会議員 / 宮越 馨 上越市長
吉田 長政 磐梯町議会議員 / 和田 まほ 練馬区議会議員 / 山田 厚史 朝日新聞編集委員
第３８回『日本には魅力がない!?』～若手外国人研究者の見る日本～
2000.8.30
今西 淳子 渥美国際交流奨学財団常任理事 / 小山内 優 文部省教育文化交流室長
何
建強 伊藤忠ﾃｸﾉｻｲｴﾝｽ株式会社 / 関 志雄 野村総合研究所上席ｴｺﾉﾐｽﾄ
金
外淑 埼玉女子短期大学助教授 / 土居 征夫 ＮＥＣ執行役員常務
小池 明子 東京三田倶楽部 留学生委員会委員長 / 符 祝慧慧彗 ジャーナリスト
フェルディナンド･マキト テンプル大学ジャパン大学院講師
蟹瀬 誠一 ニュースキャスター･ジャーナリスト
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第３９回『キーワードはＮＰＯ！』～地域の活性化～
2000.9.27
雨宮 孝子 松陰女子大学教授 / 植田 至紀 衆議院議員 / 加藤 紘一 衆議院議員
加藤 種男 アサヒビール㈱総合品質本部 環境文化推進部エグゼクティブプロデューサー
金田 誠一 衆議院議員 / 河村 たかし 衆議院議員 / 後藤田 正純 衆議院議員
櫻井 よしこ ジャーナリスト/ 鈴木 庸夫 千葉大学教授 /田中 康夫 作家
樽床 伸二 衆議院議員/中田 宏 衆議院議員/古川 元久 衆議院議員
本間 正明 大阪大学教授/松原 明 シーズ＝市民活動を支える制度をつくる会事務局長
森田 朗 東京大学教授/ 山岸 秀雄 ＮＰＯサポートセンター代表
加藤 秀樹 構想日本代表
第４０回 『ＩＴ革命』！？で、世の中どうなる
2000.10.31
荒野 高志 NTT ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ㈱ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕｰｻﾞ事業部担当課長
大岩 元 慶應義塾大学環境情報学部教授 / 笠原 章子 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ｷｬｽﾄ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ
佐藤 明夫 弁護士 / 松山 大河 ﾋﾞｯﾄﾄｳﾞｧﾚｰ･ｱｿｼｴｰｼｮﾝ ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ / 藤原 和博 ﾘｸﾙｰﾄ･ﾌｪﾛｰ
第４１回『人間はどこまでわがままを言えるか』
逸見 晴恵
株式会社オフィスいつみ取締役社長
笹子 三津留 国立がんセンター第一領域外来部長
米本 昌平
三菱化学生命科学研究所社会生命科学研究室長
若井 晋
東京大学大学院医学系研究科国際地域保健学教授
高橋 真理子 朝日新聞論説委員
第４２回『２０世紀大詰め
いとう せいこう
松岡 正剛
山口 小夜子

2000.11.29

セイゴオトーク日本流』
2000.12.14
作家、クリエーター
編集工学研究所所長、帝塚山学院大学教授
ファッションモデル、イメージデザイナー、ダンスパフォーマー

第４３回『“J.I.Way”スタート』～我々自身で日本を変えよう～
北川 正恭 三重県知事 / 江島 潔 下関市長
加藤 秀樹 構想日本代表、慶應義塾大学総合政策学部教授

2001.1.30

第４４回『地球学』の世紀
2001.2.28
石井 和紘 建築家/黒田 玲子 東京大学大学院総合文化研究科教授
高橋 世織 早稲田大学政治経済学部教授/長谷川眞理子 早稲田大学政治経済学部教授
松井 孝典 東京大学大学院新領域創成科学研究科教授/加藤 秀樹 構想日本代表
第４５回『２１世紀 ニッポンを変える イニシアティブトークセッション』
2001.3.30
田中 康夫 長野県知事 / 逢坂 誠二 ニセコ町長 / 廣川 聡美 横須賀市情報政策課長
守田 昌利 建築家 / 蟹瀬 誠一 ジャーナリスト･ニュースキャスター
第４６回『頼れる医療を！！』～医療の信頼と安心は何かを問い直す～
2001.4.25
大石 佳能子 ㈱メディヴァ代表取締役/ 田中 伸明 神経内科医（新しいｸﾘﾆｯｸにﾄﾗｲ）
中山 武 いずみの会（ガン患者のﾈｯﾄﾜｰｸ代表）/池上 直己 慶應義塾大学医学部教授
丹羽 幸一 ジャーナリスト
第４７回『日本のエネルギー戦略を考える』
2001.5.22
～３つのストーリーに基づいた最小リスク戦略とは？～
飯田 哲也 日本総合研究所 主任研究員/ 池田 啓宏 日本総合研究所 副主任研究員
岡崎 志朗 ㈱エネット 経営企画部部長/ 田原 総一朗 ジヤーナリスト
鈴木 達治郎 電力中央研究所、経済社会研究所 上席研究員/
吉高 まり 東京三菱証券㈱ 主任研究員/ 山地 憲治 東京大学教授工学博士
第４８回『IT が政治を変えるか？』～e デモクラシーの可能性～
2001.6.27
中村 隆夫 ㈱インフォシーク取締役会長/ 松山大河 ビットバレーアソシエーション
宮台 真司 東京都立大学助教授社会学者/ 元木 昌彦 ㈱講談社
横江 公美 ＶＯＴＥジャパン社長

6

テ－マ ・ パネリスト

開催日

第４９回『海と森の物語』～人と自然の関わり合い、先人の智恵そして文明～
川勝 平太 国際日本文化研究センター教授
畠山 重篤 牡蠣養殖業、牡蠣の森を慕う会代表

2001.7.24

第５０回『世の中をデザインする』～“ｸﾞｯﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ”な次世代社会を考えよう～
赤池 学
科学技術ｼﾞﾔｰﾅﾘｽﾄ･ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ総合研究所所長
生田 幸士 名古屋大学大学院教授 精密システム専攻
竹村 真一 東北芸術工科大学助教授 文化人類学 情報環境論専攻

2001.8.29

第５１回『世の中の課題に挑戦する若者達』～使命感・お金もうけ・達成感～
2001.9.18
ローラン・安斎・モミ Webﾃﾞｻﾞｲﾅｰ、ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱ
稲葉 裕 山形ﾍﾞﾝﾁｬｰﾏｰｹｯﾄ代表／地域起業家ｻﾎﾟｰﾄNPO
河野 良雄 (有)ﾅｰｽｹｱ総括ﾏﾈｰｼﾞｬｰ、ﾅｾﾙﾈｯﾄ代表／在宅介護福祉ｻｰﾋﾞｽ事業
能島 裕介 ブレーンヒューマニティ代表
平尾 ゆかり ｷｬﾘﾅﾋﾞ事務局代表／Web上での中･高生ｷｬﾘｱ教育改革事業
船橋 力 ㈱ｳｨﾙ･ｼｰﾄﾞ代表取締役社長／体験型ﾋﾞｼﾞﾈｽ教育ﾍﾞﾝﾁｬｰ
間部 奈帆 ㈱博報堂、吉田 正木 吉田本家山林部／山林業
藤原 和博 ㈱リクルート フェロー
第５２回『“心のケア”をどうするか』
～PTSD(心的外傷後ストレス障害)対策を事例にとりながら～
梅本 愛子
厚生労働省心の健康づくり対策官
加茂 登志子 東京女子医科大学助教授 神経精神科医局
金 吉晴
国立精神・神経ｾﾝﾀｰ精神保健研究所成人精神保健部室長
ヘネシー澄子 東京福祉大学実習担当主任教授、社会福祉学博士
第５３回『“ソシオプレナー”の世紀』
～すぐれた「技術」と「お金」と｢人｣をつないで世直しを～
赤池 学
科学技術ｼﾞﾔｰﾅﾘｽﾄ･ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ総合研究所所長
片岡 勝
㈱プレス・オルターナティブ代表
原 丈人
デフタパートナーズ・マネジングパートナー
第５４回『ENJIN01 大放談会』～ゲストも会場も大いに歓談～
三枝 成彰 作曲家・エンジン０１幹事長
秋尾 沙戸子 ノンフィクション作家・ニュースキャスター
浅葉 克己 アートディレクター / 石川 好 作家 / 東海林 良 作詞家
眞木 準 コピーライター / 加藤 秀樹 構想日本 代表

2001.10.24

2001.11.27

2001.12.17

第５５回『エモーショナル・ポリティクス』～政治をﾌｧｯｼｮﾅﾌﾞﾙに分析してみよう～ 2002.1.29
坂井 直樹 株式会社ウォータースタジオ代表・コンセプター
永田 仁
東京マーケティングアカデミー副学院長
林 芳正 参議院議員 / 平井 卓也 衆議院議員 / 細野 豪志 衆議院議員
第５６回『「都市再生」と土壌汚染対策はワンセット！』
～今なぜ？土地の「狂牛病化」？環境省案では逆効果？～
コーディネーター ： 誠一 テレビキャスター
青山 俊介 ㈱エックス都市研究所 代表取締役 / 佐藤 泉 弁護士
杉本 裕明 朝日新聞ジャーナリスト
鈴木 喜計 千葉県君津市役所 環境保全課 課長補佐
坂野 且典 鹿島建設株式会社 環境本部 土壌環境グループ
山上 毅
大平興産株式会社 代表取締役
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テ－マ ・ パネリスト

開催日

第５７回『一人一冊（いちにんいっさつ）』～本に遊んで知に結ぶ編集数寄～
松岡 正剛

2002.3.26

編集工学研究所所長、帝塚山学院大学教授

第５８回『世の中づくりは“千年持続学”の眼差しで！』
～あらためて、温故知新の生き方～
近江 哲也 ユニバーサルデザイン総合研究所地域開発研究室
澁澤 寿一 樹木ー環境ネットワーク専務理事
赤池 学
ユニバーサルデザイン総合研究所所長

2002.4.24

第５９回『個人情報保護法案とともに ｢住民基本台帳ネットワーク｣を考える』
2002.5.28
～国民総背番号制になる？ならない？～
荒井 広幸 衆議院議員 / 伊藤 穰一 株式会社 ネオテニー代表取締役社長
井上 源三 総務省自治行政局市町村課長 / 熊代 昭彦 衆議院議員
櫻井 よしこ ジャーナリスト / 清水 勉 弁護士
藤井 昭夫 総務省大臣官房審議官・内閣官房内閣審議官
コーディネーター ： 蟹瀬 誠一 ジャーナリスト
第６０回 『政治資金の話について考える』～政治家とお金にまつわる議論～
2002.6.26
飯尾 潤 政策研究大学院大学教授 / 石破 茂 衆議院議員・自由民主党
岡田 克也 衆議院議員・民主党 / 小林 興起 衆議院議員・自由民主党
佐藤 謙一郎
衆議院議員・民主党 / 原田 義昭 衆議院議員・自由民主党
増原 義剛 衆議院議員・自民党
第６１回『日本の外交はなぜ弱い？』
～「政」「官」「民」の関係のあり方から考える～
武見 敬三 参議院議員、自民党 / 達増 拓也 衆議院議員、自由党
中村 仁威 外務省総合外交政策局 課長補佐
波多野 敬雄 フォーリン・プレスセンター理事長、元外務報道官
林 芳正 参議院議員、自民党 / 船橋 洋一 朝日新聞編集委員
コーディネーター ： 加藤 秀樹 構想日本 代表
第６２回『文化は政治や経済の基礎体力』～見えないものの値打ちを探す～
野村 万之丞
原 丈人

2002.8.28

ＴＭＤネットワーク代表・総合芸術家・狂言師
デフタパートナーズ・マネジングパートナー

第６３回『「道路関係四公団民営化推進委員会」 中間整理を公表』
～「民営化」「国民負担なし」「凍結」はスローガンだおれ？～
財部 誠一

経済ジャーナリスト

益田 安良

東洋大学教授、言論NPOエコノミスト会議幹事

水野 清

2002.7.30

元建設大臣、シャドー・コミッティー代表

コーディネーター

：

加藤 秀樹

構想日本 代表
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2002.9.24

テ－マ ・ パネリスト

開催日

第６４回『農家の現場からみた日本農業・農政』

2002.10.30

～食の問題をきっかけに｢農業｣を考える～
加藤 勝明

埼玉県北本市・農家<トマト>・市議会議員

門脇 栄悦

山形県村山市・農家<西瓜>

富樫 俊一

山形県鶴岡市・農家<だだちゃ豆>

長澤 豊

ＪＡやまがた代表専務理事

コーディネーター

：

徳永 光俊

大阪経済大学日本経済史研究所所長

第６５回『何が街を輝かすのか？』～ヒトかカネかモバイルか～
大戸 天童

アニメ･プロデューサー、元・一世風靡、㈱ヴィーム取締役

市村 次夫

枡一市村酒造所代表取締役

2002.11.27

コーディネーター
原島 博

東京大学大学院情報学環教授、情報ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論

佐倉 統

東京大学大学院情報学環助教授、進化生物学・科学技術論

第６６回『世の中を自分達が担う世の中へ』～｢官｣から「民」の具体的な動き～

2002.12.18

飯島 博

ＮＰＯ法人アサザ基金：霞ヶ浦の自然環境再生活動

氏神 一番

カブキロッカー:江戸文化を伝える伝道師

玄 秀盛

日本ソーシャル・マイノリティ協会：家出人・家庭内問題支援活動

後藤 美智子 ミニ・ディホーム「元気さんち」：介護予防支援活動
角 英夫

ＮＨＫ変革の世紀チーフプロデューサー

松信 章子

ピース・ウィンズ・ジャパン：難民支援・開発援助活動

水澤 佳寿子 かすみがせき保育室、㈱コティ：官庁街で初めての保育施設
村尾 信尚

環境省総合環境政策局総務課長

コーディネーター

：

加藤 秀樹

第６７回『情報メディア社会 － どうなる?!

構想日本代表
子どもたち 』

～IT・メディアは脳を“壊す”のか?
＜第1部＞司

会：大岩

元

2003.1.28

子どもの育ちを考える～

慶應義塾大学教授 環境情報学部 情報教育

川島 隆太

東北大学教授 未来科学技術共同研究センター脳科学

小西 行郎

東京女子医科大学教授 乳児行動発達学講座

坂元 章

お茶の水女子大学助教授 大学院人間文化研究科複合領域科学 社会心理学

七海 陽

子どもとメディアジャーナリスト

＜第2部＞司

会：小西 行郎 東京女子医科大学教授 乳児行動発達学講座

猪俣 富美子 東京外語大学アジア・アフリカ言語文化研究所 研究支援推進員
清川 輝基

NHK放送文化研究所専門委員 子どもとメディア研究会世話人

榊原 洋一

東京大学医学部付属病院 小児科講師

牧

あかね保育園 園長

裕子

箕浦 康子

お茶の水女子大学教授 大学院人間文化研究科人間発達科学 発達臨床論
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開催日

第６８回『今問われる、きれい社会の落とし穴！！』

2003.2.25

～清潔って何？アトピーからＯ１５７までを検証する～
小野 芳朗

岡山大学環境理工学部教授

片寄 斗史子

「いきいき」編集長

藤田 紘一郎

東京医科歯科大学医学部教授

第６９回『食の不思議』

2003.3.24

～醗酵食品のスゴさを通して人間の智恵と創造を考えなおす～
小泉 武夫

東京農業大学応用生物科学部 教授

天野 彌一

江戸時代開業 天野屋 / 田中 優子

法政大学 教授

第７０回『国益と外交』

2003.4.23

～イラク問題をきっかけに、「国益」にもとづく外交のあり方を見直す～
櫻井 よしこ ジャーナリスト
白石 隆

京都大学東南アジア研究センター教授

原 丈人

デフタパートナーズ・マネージングパートナー

コーディネーター

：

加藤 秀樹

第７１回 『考えたことがありますか

構想日本代表

あなたの町がどうなるか』

伊藤 寛

福島県三春町長 / 清水 聖義 群馬県太田市長

高橋 彦芳

長野県栄村長 / 穂坂 邦夫

松島 貞治

長野県泰阜村長

コーディネーター

：

山田 厚史

2003.5.27

埼玉県志木市長

朝日新聞社経済部

第７２回 『グローバル時代の危機管理』

2003.6.25

～紛争・テロ・ＳＡＲＳ感染、が私たちに問いかけるものは？～
小島 俊郎

㈱日立製作所 リスク対策部長

Kimberly McCulloch
板橋 功

アメリカ大使館政治部

岩本 愛吉

（財）公共政策調査会
先端医療研究センター感染症分野・感染免疫内科教授

コーディネーター

： 蟹瀬 誠一

ジャーナリスト

第７３回 『アジアの潮流と日本の混迷』～カネ・モノが動く中、ヒトの流れは？～
会津 泉

アジアネットワーク研究所 代表

岸本 周平

経済産業研究所ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞﾌｪﾛｰ･中国社会科学院特別高級研究員

鈴木 忠雄

メルシャン㈱ 取締役社長

スべンドリニ・カクチ

ジャーナリスト

馬 英華

中国ビジネス研究所所長・弁護士

福原 義春

㈱資生堂 名誉会長

山田 晴信

ＨＳＢＣ証券 チーフエグゼクティブ

コーディネーター

： 山田

厚史

朝日新聞社 記者

10

2003.7.29

テ－マ ・ パネリスト

開催日

第７４回 『医療改革を「医の原点」から見つめ直す!!』

2003.8.20

～患者の視線で医療に取り組む現場医師が語る～
伊藤 隼也

写真家、ジャーナリスト(医学ジャーナリスト協会会員)

色平 哲郎

佐久総合病院内科医師 南相木村診療所長

江里口 正純

東京大学先端科学技術研究センター特任教授

堀見 洋継

せんぽ東京高輪病院心臓血管外科医長

コーディネーター

： 近藤 正晃

東京大学先端科学技術研究センター客員助教授

第７５回 『住民基本台帳ネットワーク』

2003.9.30

～本当に便利？管理システムに組み込まれる？～
池田 信夫

独立行政法人経済産業研究所上席研究員

江原 昇

東京都練馬区職員／練馬区改正住基法問題研究会

櫻井 よしこ ジャーナリスト
山田 宏

東京都杉並区長

コーディネーター

： 高成田 享

朝日新聞論説委員

第７６回 『挑戦する若者達！』

2003.10.29

～ 自分の志を生かす働き方を紹介 ～
荻原 国啓

㈱ﾋﾟｰｽﾏｲﾝﾄﾞ代表取締役 / 川内 潤

㈱ｱｲﾚｯﾌﾟ･ｼﾆｱﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ事業部

河野 理愛（NPO法人スポーツインキュベーションシステム代表)
佐藤 大典
牧 大介

ポインテリア代表 / 野坂 英吾

㈱ﾄﾚｼﾞｬｰﾌｧｸﾄﾘｰ代表取締役社長

ＵＦＪ総合研究所、里山ＮＰＯ / 丸 幸弘

(有)リバネス代表取締役

コメンテーター

：

藤沢 久美

ｼﾝｸﾀﾝｸ･ｿﾌｨｱﾊﾞﾝｸ取締役、社会起業家ﾌｫｰﾗﾑ副代表

コーディネーター

：

淡輪 敬三

ワトソンワイアット㈱代表取締役社長

第７７回 『年金制度は不安でいっぱい？！』～どのような制度を目指すのか？～
講師 : 駒村 康平

2003.11.25

東洋大学助教授 / 神代 和俊 放送大学教授

根本 匠 衆議院議員 / 古川 元久 衆議院議員
渡辺 正太郎 経済同友会 副代表幹事・専 務理事
コーディネーター

：

高橋 万見子 朝日新聞社経済部

第７８回 『マニフェストを活かすには』

2003.12.17

～政治家の｢活動｣と｢カネ｣をチェックする仕組みを考える～
田嶋 要

衆議院議員 / 寺田 学

福島 豊

衆議院議員 / 村越 祐民

冨永 朋義

衆議院議員 / 原口 一博 衆議院議員
衆議院議員 /

構想日本 政策担当ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ / ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：丹治 幹雄
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構想日本 政策委員

テ－マ ・ パネリスト

開催日

第７９回 『開発援助を通して考えた｢人間の幸福｣』～何が先進国･何が開発途上国？～ 2004.1.27
岸田 袈裟

食物・栄養研究家 / 五月女 光弘

外務省ＮＧＯ担当大使

重田 真義

京都大学大学院助教授 / コーディネーター：蟹瀬 誠一 ジャーナリスト

第８０回 『保育所は「雇用」「女性」だけの問題か？』

2004.2.25

～乳幼児教育”が日本の将来を致命的に左右する !!～
＜第1部＞16:00～ 18:00
司 会：小西 行郎

東京女子医科大学教授

討論者：安藤 哲男

株式会社資生堂人事部課長、企業内保育施設｢ｶﾝｶﾞﾙｰﾑ｣責任者

大日向 雅美

恵泉女学園大学教授

新澤 拓治 江東区子ども家庭支援センターみずべ地域ネットワーク主任
遠山 洋一 バオバブ保育園ちいさな家園長 / 普光院 亜紀 保育園を考える親の会代表
＜第２部>18：30 ～ 20：30
司 会:小泉 英明

株式会社日立製作所参与・技師長

討論者:汐見 稔幸

東京大学大学院教授 / 本田 和子

山極 清子

お茶の水女子大学学長

株式会社資生堂経営改革室次長

吉岡てつを 厚生労働省少子化対策企画室長
第８１回 『外国人から見た日本の政治』

2004.3.30

～時代の変わり目を迎えている日本の取組みを外からの目で見る～
オ・デヨン

（韓国）中央日報日本支局 東京特派員

ジェームズ・ワグナー
ジョナサン・ルイス

（米）ﾆｭｰｽﾞｳｲｰｸ日本版 副編集長
イギリス）一橋大学大学院 助教授

ピーター・Ｄ・ピーターゼン
コーディネーター

：

（デンマーク）㈱ｲｰｽｸｴｱ 代表取締役社長

山田 厚史

朝日新聞社経済部

第８２回 『市町村にとって合併よりも大事なことは？』

2004.4.28

～市長村長のカンカンガクガク～
後藤

国利

大分県臼杵市長 / 小林

三喜男

根本

良一

福島県矢祭町長 / 樋口

博 長野市役所産業振興部主幹

本田

恭一

島根県斐川町長 / 山内

章裕

コーディネーター

：

加藤 秀樹

新潟県津南町長
岐阜県山岡町長

構想日本代表

第８３回 『なぜ「食べもの」が危なくなったのか？』

2004.5.25

～牛、鶏、野菜・・ ・大量生産・消費と地産地消～
川瀬

滋子

鳥取県地産地消推進室室長 / 原田

古野

隆雄

全国合鴨水稲会世話人 / 山下

コーディネーター

： 徳永

光俊

津

農事評論家

惣一 農民作家

大阪経済大学日本経済史研究所所長
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テ－マ ・ パネリスト

開催日

第８４回 『名は体をあらわす』～今、消えゆく町をあらためて考えよう～
今尾

恵介

エッセイスト/日本地図ｾﾝﾀｰ客員研究員

松田

昭一

金沢市市民生活部部長

三橋

浩志

日本総合研究所主任研究員/全国地名保存連盟会員

コーディネーター

： 小松俊昭

2004.6.30

政策投資銀行/金沢工業大学産学連携室客員教授

第８５回 『女性必見！男性超必見！！』～女性ﾘｰﾀﾞｰ達の勇気と元気と心配り～
小笠原

敬承斎

2004.7.27

小笠原流礼法宗家

牧嶋

博子

TBS 報道局社会部部長

野村

るり子 ㈱ホープス代表取締役

本井

稚恵

アクセンチュア㈱パートナー

コーディネーター

： 渋谷

和宏

日経ビジネスアソシエ編集長

第８６回 『売り手よし、買い手よし、世間よし』

2004.8.25

～CSR って何？日本の商人哲学を見よ！～
斎藤

敏一

㈱ルネサンス代表取締役社長

藤井

敏彦

経済産業省/元・ＪＢＣＥ事務局長

矢尾

直秀（㈱矢尾百貨店代表取締役社長）

コーディネーター

： 足達

英一郎（日本総研創発戦略センター）

第８７回 『木に教わり、山に叱られる』

2004.9.28

～効率を求める使い捨て社会からの脱却～
勝股

文夫

炭焼き名人

/ 塩野

米松

作家 /藤原

誠太

盛岡の養蜂業

第８８回 『
「語り」が歴史をつくる』

2004.10.27

～オーラル・ヒストリーでブラックボックスを開く～
御厨

貴

（東京大学教授） / 永江

朗

（ジャーナリスト）

第８９回 『浮き足立ち症候群－危機の正体２１－』

2004.11.30

～２１名の専門家に様々な「危機」とそれを生み出す世の中について語って頂きました～
南淵

明宏

（大和成和病院心臓病センター長心臓外科部長）

小若

順一

（食品と暮らしの安全基金事務局長）

対本

宗訓

（禅僧・医学生）

コーディネーター

： 加藤

秀樹

（構想日本代表）
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テ－マ ・ パネリスト

開催日

第９０回 『日本の政治をどうする？』～新人国会議員が大いに語る～
秋元 司 参議院議員・自民党 / 大久保 勉 参議院議員・民主党
岡本 充功 衆議院議員・民主党 / 奥野 信亮 衆議院議員・自民党
吉良 州司
衆議院議員・民主党 / 近藤 洋介 衆議院議員・民主党
島田 久 衆議院議員・民主党 / 下田 敦子 参議院議員・民主党
田島 一成 衆議院議員・民主党 / 谷 公一 衆議院議員・自民党
辻 惠 衆議院議員・民主党 / 長沢 広明 衆議院議員・公明党
中野 譲 衆議院議員・民主党 / 長安 豊 衆議院議員・民主党
西村 康稔 衆議院議員・自民党 / 二之湯 智 参議院議員・自民党
藤末 健三 参議院議員・民主党 / 山本 順三 参議院議員・自民党
コーディネーター ： 加藤 秀樹 構想日本代表 ＆元気な学生たち

2004.12.15

第９１回 『教育現場に対する市長村長の熱い思い！』
2005.1.25
五十嵐 勇 千葉県本本埜村長 / 石田 芳弘 愛知県犬山市長
佐竹 敬久 秋田県秋田市長 / 下村 博文 文部科学大臣政務官･衆議院議員
中村 卓 埼玉県草加市特区担当特命理事 / 西寺 雅也 岐阜県多治見市長
福嶋 浩彦 千葉県我孫子市長 / 穂坂 邦夫 埼玉県志木市長
松島 貞治 長野県泰阜村長 / 森 貞述 愛知県高浜市長
コーディネーター ： 加藤 秀樹 構想日本代表
第９２回 『人づくりのしんどさと面白さ』
～ 京大アメフト監督と人事コンサルタントが大いに語る ～
桑畑

英紀（ﾏｰｻｰ･ﾋｭｰﾏﾝ･ﾘｿｰｽ･ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ㈱取締役・次世代ﾘｰﾀﾞｰ育成塾）

水野

弥一（京都大学・アメリカンフットボール監督）

2005.2.24

第９３回 『もう一度歴史をよく見てみよう』
～ 日本人の生き方、暮らしぶり ～

2005.3.29

磯田

道史（茨城大学助教授・『武士の家計簿』著者）

馬淵

澄夫（衆議院議員）

第９４回

『若者の政治改革』
～低迷する選挙や政治閉塞状況をいかに打破していくといいのか～

伊藤

2005.4.27

剛（「ジェネレーション・タイムズ」編集長）

大久保

正弘（NPO法人シティズンシップ教育推進ネット代表）

大森

創（NPO法人「MPI」営業担当）

尾崎

雅輝（若者のための公開討論会を実現する市民の会代表）

川田

由美（政策空間編集委員）/佐々木

三摩

広行（NPO法人「セイロン」代表）/杉浦

林

大介（NPO法人ライツ常務理事）/堀

源（リーダー＆リーダー代表）
正和（芝浦工業大学付属柏中・高校教諭）

雄介（二松学舎大学１年生・模擬投票実行者）

松坂

孝紀（学生政策コンテスト「ガイル2005」実行委員長

村田

章吾（ＮＰＯ法人ＰＰＩ

コーディネーター

理事・産業政策ユニットマネジャー）

： 浅井

明美（千葉県で公開討論会を推進する会代表）

山田

厚史（構想日本運営委員／朝日新聞編集委員）
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テ－マ ・ パネリスト

開催日

第９５回 『金太郎飴は卒業だ』

2005.5.24

～地域の「宝物」再発見で元気になっている自治体の取り組み～
谷口

尚（岐阜県白川村長）/堀

長正

増夫（福島県飯館村助役）/中島 三夫（京都府美山町長）

望月

照彦（多摩大学教授・都市プロデューサー）

コーディネーター

：

塚原

忠雄（京都府和束町長）

正彦（常盤大学大学院助教授）

第９６回 『巨大災害』

2005.6.29

～近未来の気候変動を科学的に予測する!!～
松井 孝典 (東京大学大学院新領域創成科学研究科教授)
安田 喜憲 (国際日本文化研究センター教授)
安成 哲三（名古屋大学地球水循環研究センター気候システム学研究室教授）
第９７回

『“ローテクベンチャー ”で日本再生！』

2005.7.27

～地場産業・中小企業が元気になってこそ、日本は元気になる～
笹田 正之（名古屋メッキ工業株式会社 スーパーバイザー）
竹森 臣（竹宝堂代表取締役社長、広島県･熊野町）
田中 實（石川県・山中町長、漆器の町）
コーディネーター ： 田中陽子氏（クラフトショップ･ゆずりは店主、青森県･十和田湖畔）
第９８回 『飽食の「貧食国」日本』
三國清三（「オテル・ドゥ・ミクニ」オーナーシェフ）
萩原さとみ（かあちゃん塾「ファーム・インさぎ山」代表）
大村直己(食育コーディネーター／「ほねぶとネット」ウェブマスター)
第９９回

『Boys

be

Ambitious!!』

2005.8.31

2005.9.27

～ある自治体職員の“プロジェクトＸ”～
亀甲 俊博（川辺町職員・ダイオキシンと向かい合った取り組みが世界的新技術に結実）
石渡 正佳（千葉県職員・不法投棄を短期間でゼロにした）
コーディネーター ： 田中 清行（市井文学株式会社代表取締役）
第１００回 『464 人のゲストと一緒に 日本を構想しよう』
辻井 喬（詩人・作家）
長谷川 眞理子（生物学者）
平田 オリザ（劇作家・演出家）
三神 万里子（ジャーナリスト・キャスター）
渡邉 美樹（ワタミ社長）
コーディネーター ： 加藤 秀樹（構想日本代表）
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2005.10.28

テ－マ ・ パネリスト
第１０１回

開催日

『国の事業仕分け』

2005.12.19

～ 民の目による官のリストラ ～
海東 英和（高島市長）
篠田 昭（新潟市長）
萩原 誠司（衆議院議員・自民党）
増田 寛也（岩手県知事）
松本 剛明（衆議院議員・民主党）
山口 那津男（参議院議員・公明党）
コーディネーター ： 加藤 秀樹（構想日本代表）
第１０２回 『小さな政府について一度きちんと考えてみよう』
榊原英資（慶應義塾大学 教授）
林 芳正 （参議院議員・自民党 行政改革推進本部 事務局長）
松本剛明（衆議院議員・民主党 政調会長）
渡辺正太郎（経済同友会 副代表幹事・専務理事）
山口那津男（参議院議員・公明党）
コーディネーター ： 蟹瀬誠一（ジャーナリスト）

2006.1.31

第１０３回

2006.2.22

『本当の問題は都市全体』

～耐震強度偽装では済まされない～
青木 茂（建築家）
善養寺 幸子（建築家）
馬淵 澄夫（衆議院議員）
山岡 淳一郎（ノンフィクション作家）
第１０４回

『ホスピタリティが社会を変える』

2006.3.28

～おかみさん、old and new～
井門 隆夫（ツーリズム・マーケティング研究所 主任研究員）
小田 真弓（和倉温泉「加賀屋」女将：石川県七尾市）
パトリス・ジュリアン（ライフデザイナー）
山根 多恵（温泉津温泉「吉田屋」若女将：島根県大田市）
第１０５回 『国有財産・本当に売っていいのか？』
川勝 平太（国際日本文化研究センター教授）
鈴木 博之（東京大学大学院教授）
山岡 淳一郎（ノンフィクション作家）
第１０６回

『スポーツで地域おこし・成功例』

2006.4.24

2006.5.30

～「スポーツ力」 ⇒ 老若男女が一致団結 ⇒ コミュニティ再生～
一井恒伸（高島市役所 営業推進室 主任）
大野祐介（日本サッカー協会公認代理人）
玉木正之（スポーツ・音楽ライター）
平田竹男（日本サッカー協会 ジェネラルセクレタリー）
福村拓良（「ＯＢＣ高島」事務局 マネージャー）
溝畑 宏（大分フットボールクラブ代表取締役）
コーディネーター ： 三ツ谷洋子（スポーツビジネスコンサルタント）
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テ－マ ・ パネリスト
第１０７回

開催日

『懐の深い関係を築こう』

2006.6.12

～日韓、東アジアの将来に向けて～
池 明観（元東京女子大学教授・元韓国翰林大学校翰林科学院日本学研究所長）
小倉紀蔵（京都大学大学院助教授）
第１０８回 『“バリアフル”こそ醍醐味』
川崎和男（デザイン・ディレクター、医学博士）
兼元謙任（株式会社 オウケイウェイヴ 代表取締役社長）
浜野慶一（株式会社 浜野製作所 代表取締役）
隈元信一（朝日新聞 論説委員）

2006.7.25

第１０９回 『古武術とクオリア 丁々発止の切り結び』
甲野 善紀 （武術家）
茂木 健一郎 （脳科学者）

2006.8.28

第１１０回

2006.9.26

『中国人とのつきあい方』

～ その極意は「金」と「主義」！？～
加藤 徹（広島大学助教授）
十勝 花子（女優）
第１１１回

『医療崩壊を考える』

2006.10.25

～患者もマスコミも一緒に考えよう～
小松 秀樹（虎の門病院 泌尿器科部長）
前村 聡（日本経済新聞社）
第１１２回 『ダイナミック・インド』
2006.11.28
谷野 作太郎（元駐インド大使・元駐中国大使、早稲田大学大学院客員教授 ）
森尻 純夫（インド・マンガロール大学客員教授、東京財団リサーチ・フェロー）
コーディネーター ： 加藤 秀樹（構想日本 代表）
第１１３回 『切り拓く人たち』
アニリール・セルカン（ＮＡＳＡ宇宙飛行士候補）
杵村史朗（アート・ディレクション）
宮城治男（ＮＰＯ法人エティック代表理事）
田中陽子（『東京タワー』担当編集者／エンタクシー編集部 副編集長）

2006.12.20

第１１４回 『「型」から入ろう 美しい日本』
榎戸二幸（生田流筝曲）
対本宗訓（僧医）
鶴澤寛也（女流義太夫三味線弾き）
福原洋音（福原流笛奏者）

2007.1.30

第１１５回 『ホンモノの教育議論をしよう』
寺脇 研（京都造形芸術大学教授／元文科省大臣官房審議官）
宮崎 稔（習志野市立鷺沼小学校校長）
矢田龍生（『ザ・フィンランド・システム』著者）

2007.2.28
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テ－マ ・ パネリスト

開催日

第１１６回 『「いい」消費者が日本の農業を救う』
伊藤志歩（野菜のセレクトショップ「やさい暮らし」代表）
甲斐良治（社団法人農山漁村文化協会 「現代農業増刊」編集主幹）
神澤則生（NPO法人トージバ 理事）
嵯峨生馬（アースデイマネー・アソシエイション代表理事）
コーディネーター ： 朝田くに子（ローカル・ジャンクション２１代表理事）
第１１７回

『教育に「本当に必要なこと」』

2007.3.27

2007.4.24

～何よりもまず教育現場の声を聞こう～
清水聖義（群馬県太田市長）、鈴木 望（静岡県磐田市長）
西尾理弘（島根県出雲市長）、西寺雅也（岐阜県多治見市長）
濱野 健（東京都品川区長）、三木正夫（長野県須坂市長）
道上正寿（岡山県西粟倉村長）、森 民夫（新潟県長岡市長）
コーディネーター ： 加藤秀樹（構想日本 代表）
第１１８回

『教科書検定を検証する』

2007.5.23

～生徒と教育にとって「良い」教科書とは？～
板山 裕（都立国立高校 教諭）
嶋田正和（東京大学・大学院総合文化研究科 広域システム科学系（生物）教授）
長谷川眞理子（総合研究大学院大学 教授）
早崎博之（都立江北高校 主幹）
第１１９回

『「美しい日本」について話そう』

2007.6.27

～ 美しい国とは何がどうであることなのか ～
中西 進（奈良県立万葉文化館長／文化功労者）
アレックス・カー（東洋文化研究家）
第１２０回 『そもそも年金制度、何がおかしいのか？』
喜多村悦史（東京福祉大学大学院教授）
田中秀明（政策研究大学院大学客員教授）
コーディネーター ： 山岡淳一郎（ノンフィクション作家）

2007.7.31

第１２１回 『「福祉」は本当に人を幸せにするのか』
宇沢弘文 （東京大学名誉教授）
田中優子 （法政大学教授）
コーディネーター ： 山岡淳一郎（ノンフィクション作家）

2007.8.30

第１２２回

2007.9.25

『現代の「生老病死」』

～ 介護の本当の問題は何なのか ～
岩川 徹（元秋田県鷹巣町長）
太田秀樹（在宅ケアを支える診療所全国ネットワーク 全国世話人 ）
加藤 仁（ノンフィクション作家／『介護の「質」に挑む人びと 』著者）
菅野安子（グループたすけあいエプロン理事長）
竹内孝仁（国際医療福祉大学大学院教授）
羽田澄子（映画監督）
コーディネーター ： 加藤秀樹（構想日本 代表）
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テ－マ ・ パネリスト
第１２３回

開催日

『なぜ医師が消えてゆく』

2007.10.31

～ 地域の医療現場の悲鳴 ～
河北博文（河北総合病院 理事長）
木戸道子（日本赤十字社 医療センター 女性診療科部 副部長）
熊坂義裕（岩手県宮古市長）
樋口 紘 （岩手県立中央病院 名誉院長）
松原要一（鶴岡市立荘内病院 院長）
コーディネーター ： 田辺 功（朝日新聞 編集委員）
第１２４回 『歴史遺産に学ぶ』
岡田文淑（内子町八日市護国町並み保存センター 前所長）
小林俊彦（妻籠を愛する会 理事長）
杉山峰夫（越中八尾観光協会 副会長／おわら保存会 副会長）
松場登美（石見銀山生活文化研究所 所長）
コーディネーター ： 加藤秀樹（構想日本 代表）

2007.11.28

第１２５回 『いよいよ増税!? その前にやらないといけないこと』
田中康夫（新党日本代表・参議院議員）
松井孝治（民主党ＮＣ内閣府担当大臣・参議院議員）
山内康一（自民党・衆議院議員）
海東英和 （滋賀県高島市長）
荒井英明、井澤幸雄、石渡秀朗、小瀬村寿美子
（明日の地方財政を考える会・構想日本事業仕分けチーム）
コーディネーター ： 加藤秀樹（構想日本 代表）

2007.12.19

第１２６回 『自分たちで始めよう』

2008.1.31

～元気のいい社会起業家に志と事業を聞く～
木山啓子（NPO法人JEN 事務局長）
鈴木 誠（株式会社ナチュラルアート 代表取締役）
渡邉英夫（NPO法人どんまい福祉工房 理事長）
コーディネーター ： 左京泰明 （NPO法人シブヤ大学 学長 ）
第１２７回

『医療はこう建て直す』

2008.2.25

～医師と患者の信頼回復に向けて～
上 昌広（東京大学医科学研究所 准教授）
柴田康宏（淀川キリスト教病院 事業統括本部 事務長）
土屋了介（国立がんセンター中央病院 病院長）
第１２８回 『“総特定財源化”を打ち破る』
西寺雅也（前岐阜県多治見市長）
根本良一（前福島県矢祭町長）
福嶋浩彦（前千葉県我孫子市長）
加藤秀樹（構想日本 代表）

2008.3.31
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テ－マ ・ パネリスト

開催日

第１２９回 『地方議会は必要か』
石田芳弘（東京財団上席研究員、前愛知県犬山市長）
伊藤 伸 (構想日本政策スタッフ)
江藤俊昭（山梨学院大学 法学部 教授）
木下敏之（東京財団上席研究員、前佐賀市長）
山内 敬（滋賀県高島市 副市長）
コーディネーター ： 加藤秀樹（構想日本 代表）

2008.4.23

第１３０回 『日本は世界第２の貧困大国!?』
2008.5.27
水島宏明（日本テレビ チーフディレクター／『ネットカフェ難民と貧困ニッポン』著者 ）
宮台真司（首都大学東京 教授 ）
山本 繁（NPOコトバノアトリエ 代表理事）
湯浅 誠（自立生活サポートセンターもやい 事務局長）
コーディネーター ： 工藤 啓（「育て上げ」ネット 理事長）
第１３１回

『私たちは何を「セーフティーネット」にすればいいのか』

2008.6.27

伊與田英史（社団法人日本青年会議所 セーフティーネット構築委員会 委員長）
玄 秀盛（NPO 法人日本ソーシャル・マイノリティ協会 新宿救護センター 所長 ）
草間吉夫（茨城県高萩市長）
清水康之（NPO 法人ライフリンク 代表）
コーディネーター
第１３２回

： 岡田広行（週刊東洋経済 副編集長）

『トイレ掃除が日本を変える』

2008.7.29

鍵山 秀三郎（株式会社イエローハット 取締役相談役）
白鳥 宏明（伊東掃除に学ぶ会 代表世話人)
高野 修滋（便教会 世話人）
田中 義人（日本を美しくする会 会長／東海神栄電子工業株式会社 代表取締役社長）
コーディネーター
第１３３回

： 加藤秀樹（構想日本 代表）

『銀座もピンチ』

2008.8.27

～一人勝ちの銀座とシャッター通りに共通するもの～
関根

辰男

中村

千恵子

岸 久

（（株）せきね（呉服店）
（（株）十字屋

（スタア・バー・ギンザ

社長）

社長）
代表）

ＧＭナイル

（ナイルレストラン

田中

（銀座ミツバチプロジェクト

淳夫

コーディネーター

社長）
蜂の世話人／銀座紙パルプ会館

： 加藤 秀樹（構想日本 代表 ）
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常務）

テ－マ ・ パネリスト
第１３４回

開催日

『医療改革』

2008.9.30

～総裁選、総選挙で議論すべきテーマの一つ～
有賀

徹（昭和大学

救急医学教授）

海野 信也（北里大学

医学部産婦人科学教授）

嘉山 孝正（山形大学

医学部長）

本田

宏（済生会栗橋病院副院長、医療制度研究会副理事長）

小松 秀樹（虎ノ門病院

泌尿器科部長）

森 臨太郎（大阪府母子健康総合医療センター企画調査室長）
コーディネーター
第１３５回

： 川渕孝一（東京医科歯科大学大学院教授）

『「農」と「生きもの」の話』

2008.10.29

～「農」は自給率確保だけのものではない！～
進士

五十六（東京農業大学地域環境科学部造園科学科教授）

陽

捷行（北里大学副学長）

林

良博（東京大学大学院農学生命科学研究科教授）

コーディネーター ：
第１３６回

岡田 達雄（生き物文化誌学会

常任理事）

『金融の“浮き足立ち症候群”への処方箋』

2008.11.26

～金融の原点から、世界の金融を考える～
船橋

晴雄（シリウス・インスティテュート株式会社

森本

紀行（ＨＣアセットマネジメント

山崎

正芳（西武信用金庫

コーディネーター
第１３７回

：

代表取締役）

代表取締役）

理事長）

坂本

忠弘（構想日本 政策担当ディレクター）

『国民あげて国の無駄撲滅を！』

2008.12.17

～熱い政治家たちの闘い～
河野

太郎（衆議院議員無駄遣い撲滅プロジェクトチーム

越智

隆雄（衆議院議員無駄遣い撲滅プロジェクトチーム）

亀井

善太郎（衆議院議員無駄遣い撲滅プロジェクトチーム）

木原

誠二（衆議院議員無駄遣い撲滅プロジェクトチーム）

鈴木

馨祐（衆議院議員無駄遣い撲滅プロジェクトチーム）

福田

峰之（衆議院議員無駄遣い撲滅プロジェクトチーム）

山内

康一（衆議院議員無駄遣い撲滅プロジェクトチーム）

コーディネーター
第１３８回

：

加藤

秀樹（構想日本

代表）

『貧困・格差の構造』

2009.1.27

～２０世紀型資本主義社会の見直し～
上田

惇生（ドラッカー学会代表・立命館大学客員教授）

宮島

理（フリーライター）

山田

昌弘（中央大学教授）

コーディネーター

：

加藤

文教・科学技術等分野主査）

秀樹（構想日本代表）
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テ－マ ・ パネリスト
第１３９回

開催日

『地場産業ルネサンス』

2009.2.25

～もう自分で始めるしかない～
上治

堂司（馬路村村長・間伐材有効利用で『ガイアの夜明け』2 月 15 日出演）

木越

和夫（箸匠せいわ会長・アイディア社長が箸の地場産業を活性）

福田

弘平（烏山和紙会館館長・伝統和紙と村のまつりの融合の仕掛け人）

藤原

俊男（株式会社吉田ふるさと村代表取締役・元祖卵かけご飯醤油）

コーディネーター
第１４０回

：

加藤

秀樹（構想日本代表）

『社会基盤を壊してはならない』

2009.03.23

～「貧困」「セーフティーネット」「働き方」を考える～
宇都宮

健児（弁護士）

河添

誠（首都圏青年ユニオン書記長）

清水

直子（フリーター全般労働組合執行委員長）

湯浅

誠（派遣村村長／NPO 法人自立サポートセンターもやい事務局長）

コーディネーター

：

加藤

秀樹（構想日本代表）

第１４１回 『お金の地産地消』

2009.04.28

～世の中をよくしたい想いをかなえるお金のつくりかた～
秋元

祥治（NPO 法人 G-net 代表）

猪尾

愛隆（ミュージックセキュリティーズ取締役）

木村

真樹（コミュニティー・ユース・バンク momo 代表理事）

三上

亨（グリーンエネルギー青森事務局長・常務理事）

見山

謙一郎（環境ビジネス・イノベーター）

コーディネーター
第１４２回

：

坂本

忠弘（構想日本政策担当ディレクター）

『敵を知り己を知れば百戦危うからず』

2009.05.28

～ＪＣの全国ネットワークを活用して、「経済危機」の本当の姿を知る。
安里

繁信（社団法人日本青年会議所第 58 代会頭）

橘田

佳音利（株式会社フラジュテリー代表取締役）

菅原

智美（株式会社 NATULUCK 代表取締役）

出張

勝也（株式会社オデッセイコミュニケーションズ代表取締役社長）

深田

稔（深中メッキ株式会社代表取締役）

水澤

佳寿子（株式会社 Fantasia Entertainment 代表取締役社長）

コーディネーター

：

加藤

秀樹（構想日本代表）
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テ－マ ・ パネリスト
第１４３回

開催日

『政党の自己統治能力』

2009.06.24

～日本政治、再生のカギ～
飯尾

潤（政策研究大学院大学教授）

野中

尚人（学習院大学法学部教授）

与良

正男（毎日新聞論説委員）

コーディネーター

：

加藤

秀樹（構想日本代表）

第１４４回『知事の反乱で地方分権は進むか？』

2009.07.30

上 昌広 （東京大学医科学研究所准教授）
露木 順一（開成町長）
福嶋 浩彦（中央学院大学教授)
穂坂 邦夫 （地方自治経営学会会長)
コーディネーター

： 加藤 秀樹（構想日本代表）

第１４５回 『未来の賢い有権者を育てよう』

2009.08.26

杉浦 正和（芝浦工業大学柏中学高等学校教諭）
林 大介（NPO 法人 チャイルドライン支援センター 事業本部長）
原田 謙介（学生団体 ivote（アイ・ヴォート）代表）
宮台 真司（首都大学東京教授）
山崎 武昭（模擬選挙推進ネットワーク代表・大学生）
コーディネーター

： 加藤 秀樹（構想日本代表）

第１４６回 『新人議員よ、大志を抱け』

2009.09.29

石井 登志郎（新人衆議院議員、兵庫 7 区選出）
石田 芳弘（新人衆議院議員、愛知 6 区選出）
大泉 博子（新人衆議院議員、茨城 6 区選出）
奥野 総一郎（新人衆議院議員、千葉 9 区選出）
小野塚 勝俊（新人衆議院議員、埼玉 8 区選出）
柿沢 未途（新人衆議院議員、比例 東京選出）
阪口 直人（新人衆議院議員、和歌山 2 区選出）
高邑 勉（新人衆議院議員、比例 中国選出）
玉木 雄一郎（新人衆議院議員、香川 2 区選出）
中後 淳 （新人衆議院議員、比例 南関東選出）
中林 美恵子（新人衆議院議員、神奈川 1 区選出）
橋本 勉（新人衆議院議員、比例 東海選出）
三宅 雪子（新人衆議院議員、比例 北関東選出）
森山 浩行（新人衆議院議員、大阪 16 区選出）
横粂 勝仁（新人衆議院議員、比例 南関東選出）
コーディネーター

： 泉 宏（政治ジャーナリスト）、加藤秀樹（構想日本代表）
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テ－マ ・ パネリスト
第１４７回

開催日

『新型インフルエンザを迎え撃つ』

2009.10.26

～社会全体が「抵抗力」をつけよう～
田中 美紀 （細菌性髄膜炎から子どもたちを守る会 代表）
谷畑 英吾 （滋賀県湖南市長）
森澤 雄司 （自治医科大学付属病院 臨床感染症センター 感染制御部長）
コーディネーター ：
第１４８回

上 昌広 （東京大学医科学研究所 特任准教授）

『事業仕分けの先駆者

大いに語る』

2009.11.26

～「当事者意識」が、地域そして国を変える～
石阪 丈一（町田市長）
大西 秀人（高松市長）
大豆生田 実（足利市長）
加藤 憲一（小田原市長）
金丸 謙一（館山市長）
木下 博信（草加市長）
小林 常良（厚木市長）
鈴木 康友（浜松市長）
中川 暢三（加西市長）
藤田 勇人（民主党京都府総支部連合会事務局）
星野 信吾（富士見市長）
松本 昭夫（北栄町長）
三好 正則（大磯町長）
山田 啓二（京都府知事）
コーディネーター

： 海東 英和（行政刷新会議第二ワーキンググループ評価者 前高島市長)
加藤 秀樹（構想日本代表）

第１４９回

『酒の力を語り尽くそう』

2009.12.16

～お酒を通した日本再発見～
狩野 卓也（酒文化研究所 代表取締役）
佐々木 晃（佐々木酒造 専務取締役）
清水 祥彦（神田神社 禰宜）
徳山 孝（勇心酒造 代表取締役社長）
早川 由紀（WAKONN 代表取締役）
コーディネーター
第１５０回

： 加藤 秀樹（構想日本代表）

『「事業仕分け報道」を仕分ける』

熊谷 哲（京都府議会議員
寺田 学（衆議院議員

2010.01.29

行政刷新会議ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ評価者）

行政刷新会議ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ評価者）

野口 陽（AERA 編集部）
進行役兼発言者 ：

上杉 隆（フリージャーナリスト）
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テ－マ ・ パネリスト

開催日

第１５１回『日本の手仕事を次世代に繋ぎたい』

2010.02.24

天羽 やよい（刺し子作家）
菊池 翔（田中鉉工房 つるかじ職人）
柴田 慶信（有限会社柴田慶信商店 代表・曲げわっぱ職人）
中川原 信一（あけび蔓細工作家）
本名 民子（株式会社奥会津昭和村振興公社 職員）
コーディネーター ：

田中 陽子（暮らしのクラフトゆずりは 店主）

第１５２回『政治とお金の問題

本質はなに？』

2010.03.26

岩井 奉信（日本大学教授）
柿沢未途（衆議院議員）
柴山 昌彦（衆議院議員）
平 将明（衆議院議員）
藤末 健三（参議院議員）
三木 由希子（情報公開クリアリングハウス 理事）
コーディネーター ：

野中 尚人（学習院大学教授）

第１５３回『景観運動から社会づくりへ』

2010.04.28

石原

一子（景観市民運動全国ネット代表）

牛尾

洋也（龍谷大学教授）

大方

潤一郎（東京大学教授）

大谷

利勝（財団法人大谷美術館理事長）

太田

瑛梨子（龍谷大学学生

みらいの環境を支える龍谷プロジェクト・代表）

桑子 敏雄（東京工業大学大学院教授）
椎名
関

愼太郎（山梨学院大学法科大学院講師）
美智子（関さんの森

所有者）

関口

博（国立市長）

辻井

喬（詩人・作家）

富井

利安（関東学院大学教授）

西村

幸夫（東京大学教授）

コーディネーター

： 井上

赫郎（景観市民運動全国ネット事務局長）

第１５４回『あらためて「社会」について考えよう 』
中西

徹（東京大学大学院総合文化研究科教授）

町田

宗鳳（広島大学環境平和学プロジェクト研究センター所長）

清水

康之（特定非営利活動法人自殺対策支援センターライフリンク代表）

聞き手

：

加藤

秀樹（構想日本代表）
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2010.05.27

テ－マ ・ パネリスト

開催日

第１５５回『日本から無縁・孤立・貧困・閉塞感をなくそう』

2010.06.07

～「パーソナルサポーター」特区実現に向けて ～
岩永

牧人（NPO 法人ユースポート横濱）

小川

泰子（社会福祉法人いきいき福祉会）

奥田

知志（NPO 法人北九州ホームレス支援機構代表）

川崎

あや（NPO 法人アクションポート横浜）

重徳

和彦（内閣府行政刷新会議事務局参事官補佐）

清水

康之（NPO 法人ライフリンク代表）

鈴木

晶子（NPO 法人ユースポート横濱）

玉城

勉

日置

真世（NPO 法人地域生活支援ネットワークサロン理事）

湯浅

誠

（財団法人

沖縄県労福協

専務理事）

（反貧困ネットワーク事務局長）

コーディネーター

：

加藤

秀樹（構想日本代表）

第１５６回『政治報道から卒業し、政治の中身を考える』
逢坂

巌（立教大学助教）

杉本

誠司（株式会社ニワンゴ代表取締役社長・「ニコニコ動画」運営）

中川

2010.06.30

具隆（TV バンク株式会社代表取締役社長）

電話出演：宮台 真司（首都大学東京教授）
討論者兼コーディネーター

：

上杉 隆（フリージャーナリスト）

第１５７回『新人国会議員が国、地域、そして人の幸せを語る 』
有田芳生（比例）
石山敬貴（宮城 4 区）
大野もとひろ（埼玉）
小熊慎司（比例）
川口博（秋田 2 区）
小西洋之（千葉）
近藤和也（石川 3 区）
柴田巧（比例）
長谷川岳 （北海道）
松田公太（東京）
安井美沙子（愛知）
コーディネーター

： 加藤

秀樹（構想日本）
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2010.07.29

テ－マ ・ パネリスト

開催日

第１５８回『政党の自己統治能力（ガバナンス）の確立を 』

2010.09.30

～政党法＝政党運営のルール化を実現しよう～
亀井善太郎（東京財団研究員兼政策プロデューサー）
熊谷哲（京都府議会議員）
永久寿夫（ＰＨＰ総合研究所
真壁

常務取締役）

昭夫（信州大学教授）

コーディネーター

： 加藤秀樹（構想日本）

第１５９回『事業仕分け・オリジナル』

2010.10.26

～仕分けの本当の意義と今後の生かし方～
荒井英明（厚木市職員）
海東英和（内閣府公益認定等委員会委員）
河野太郎（衆議院議員）
小瀬村寿美子（厚木市職員）
中村卓（構想日本・元草加市職員）
山内康一(衆議院議員）
コーディネーター

： 野中尚人（学習院大学教授）

第１６０回『TPP と日本の農業』

2010.11.30

～国民の利益にかなった優先順位を考えよう～
鈴木宣弘（東京大学大学院教授）
西村康稔（衆議院議員）
福島伸享（衆議院議員）
菅原淳一（みずほ総合研究所上席主任研究員）
コーディネーター

： 山田厚史（朝日新聞出版アエラ編集部）

第１６１回『2010 年末の日本の世相』

2010.12.20

～多重債務・中小企業倒産・DV・ホームレス等、寒々しい実情で困窮する人々が増えている ～
玄

秀盛（NPO 法人日本ソーシャル・マイノリティー協会新宿救護センター所長）

清水

洋（NPO 法人「再チャレンジ東京」顧問）

三輪

康子（東横イン

岡部

友彦（コトラボ合同会社

コーディネーター

新宿歌舞伎町支配人）

： 加藤

代表）
秀樹 （構想日本代表）

第１６２回『市民にも覚悟が求められる』

2011.1.25

～統一地方選を前に、地方自治体の本質を考える～
竹原

信一（前阿久根市長）

土井

裕之（さいたま市議会議員）

穂坂

邦夫（NPO 法人地方自立政策研究所理事長）

コーディネーター

： 加藤

秀樹（構想日本代表）
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テ－マ ・ パネリスト
第１６３回
―

開催日

支援の輪を広げ明日から動くために

2011.3.30

この先、自治体そして私達は何をできるか、すべきかー
大木 哲（大和市長）
菊地 豊（伊豆市長）
岸 良昌（みなかみ町長）
小室 直義（富士宮市長）
佐藤 信（鹿沼市長）
田中 幹夫（南砺市長）
仲川 げん（奈良市長）
中山 哲志（大刀洗副町長）
藤井 信吾（取手市長）
藤縄 善朗（鶴ヶ島市長）
柳田 清二（佐久市長）
松島 貞治（泰阜村長）
松本 武洋（和光市長）
山中 光茂（松阪市長）
矢尾板 俊平（淑徳大学講師）
コーディネーター

第１６４回

： 加藤 秀樹（構想日本代表）

原発事故、健康への影響、本当はどうなのか

2011.4.26

鈴木 達治郎（内閣府原子力委員会委員長代理）
谷口 武俊 （東京大学大学院原子力専攻客員教授）
箱崎 幸也 （自衛隊中央病院第一内科部長・１等陸佐）
コーディネーター

：

加藤 秀樹（構想日本代表）

第１６５回 東日本大震災を機に「生活仕分けをしてみよう」

2011.5.25

石原 一子（景観市民運動全国ネット代表）
内山 節（哲学者・NPO 法人森づくりフォーラム代表理事）
松井 孝典（千葉工業大学惑星探査研究センター所長）
コーディネーター

：

加藤 秀樹（構想日本代表）

第１６６回 飯舘村から日本の政治を考える

2011.6.30

菅野 典雄 （飯舘村村長）
斗ヶ沢 秀俊（毎日新聞社 水と緑の地球環境本部長 兼東京本社編集編成局編集委員）
コーディネーター

：

加藤

秀樹（構想日本代表）
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テ－マ ・ パネリスト

開催日

第１６７回 日本再生の必須条件＝科学技術政策を根本から問い直す
― 激戦の宇宙技術から考える

―

2011.7.28

中須賀 真一

（東京大学航空宇宙工学専攻教授）

松井

（千葉工業大学惑星探査研究センター所長/東京財団特別上席研究員）

孝典

コーディネーター

： 加藤

秀樹（構想日本代表）

第１６８回 これからの日本の政治について語ろう
2011.8.24
石破

茂

（衆議院議員）

渡辺

周

（衆議院議員）

コーディネーター
第１６９回

：

加藤 秀樹 (構想日本 代表)

若者が実践し、考える 『政治の中身』
2011.09.28

五十嵐

立青（障がい者雇用農園、ごきげんファーム代表理事／つくば市議会議員）

大野

更紗（難病患者、『困ってる人』作者）

川添

高志（ワンコイン検診発案、ケアプロ（株）代表取締役）

小沼

大地 (特定非営利活動法人クロスフィールズ

コーディネーター
第１７０回

代表理事）

： 荻上チキ (シノドス web 編集長）

「事業仕分け」は政治改革から始まっている！
2011.10.27

佐々木

毅（学習院大学法学部教授）

階 猛

（衆議院議員 / 民主党）

平 将明

（衆議院議員 / 自民党）

コーディネーター
第１７１回

： 加藤 秀樹 (構想日本 代表)

東北の伝統産業を生きかえらせよう
2011.11.28

坂本

忠弘（地域共創ネットワーク株式会社 代表取締役）

田中

陽子（暮らしのクラフトゆずりは 店主）

畠山

重篤（牡蠣の森を慕う会 代表）

若林

洋一（仙北信用組合 前理事長）

コーディネーター

：

加藤 秀樹 (構想日本 代表)
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テ－マ ・ パネリスト
第１７２回

開催日

「日本が変わりはじめた」
～

池田

社会起業家、ＮＰＯ、公益法人、新しい公共… ～

守男（株式会社資生堂 相談役／内閣府公益認定等委員会 委員長）

長谷川

政宣（福島県いわき市 保健福祉部 長寿介護課 課長補佐）

前田

綾子（北海道滝川市 総務部企画課広報広聴室 主任主事）

森本

健次（京都府南山城村 総務課 魅力ある村づくり推進室長）

湯浅

誠（ＮＰＯ法人自立生活サポートセンターもやい 事務局長）

コーディネーター
第１７３回

2011.12.21

：

加藤 秀樹 (構想日本 代表)

「持続可能な金融について考えよう」
2012.1.31

アトキンソン・デービッド・マーク(小西美術工藝社社長/
元 Goldman Sachs 金融調査室長)
神津

多可思（リコー経済社会研究所主席研究員、元日本銀行審議役）

高田

創（みずほ総合研究所チーフエコノミスト）

増田

寿幸（京都信用金庫理事長）

コーディネーター
第１７４回

： 坂本 忠弘（地域共創ネットワーク 代表取締役）

「タネが危ない－日本の食料、農業、そして私たちの生活は大丈夫か－」
2012.02.28

野口

勲（野口のタネ／野口種苗研究所）

阮 蔚（ルアン・ウエイ)（株式会社農林中金総合研究所 基礎研究部 主任研究員）
コーディネーター

：

加藤 秀樹（構想日本 代表）

第１７５回 「東北復興の原点を考えよう」
2012.03.30
田村

満（復興新会社「なつかしい未来創造株式会社」社長
／高田自動車学校社長）

菅原

務（気仙沼信用金庫 理事長）

深田

智之（会津東山温泉くつろぎ宿 代表取締役社長）

阿部

眞理子（国際ボランティアセンター山形 理事）

コーディネーター

： 坂本

忠弘（地域共創ネットワーク 代表／
一般財団法人 東北共益投資基金
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代表理事）

テ－マ ・ パネリスト

第１７６回 「医療改革の突破口

開催日

～家庭医・総合医の確立へ～

」
2012.04.26

井伊

雅子（一橋大学

菅家

智史（福島県立医科大学 地域・家庭医療学講座）

武内

和久（前・厚生労働省医政局総務課）

コーディネーター

：

国際公共政策大学院教授）

加藤

秀樹（構想日本 代表）

第１７７回 「仕分けで政治の再生を」 －世界が注目する仕分けの使い方－
2012.05.30
河野

太郎（衆議院議員／自民党）

蓮 舫（参議院議員／民主党）
コーディネーター

：

加藤 秀樹（構想日本 代表）

第１７８回「孤住」から「集住」へ

～暮らし方から社会のあり方を問い直そう～
2012.06.29

内村 綾乃（建築家／「SHAREyaraico」居住者）
久保田

裕之

（大阪大学大学院人間科学研究科社会環境学講座

黒澤

友貴 （ぱれっとの家 いこっと

田口

歩

（コレクティブハウス

コーディネーター
第１７９回「政治の再生」

： 加藤

助教）

住人）

住居者）

秀樹（構想日本 代表）

―政党は「国家統治」の前に「自己統治」を―
2012.07.26

近藤

康之（公益社団法人日本青年会議所 副会頭）

近藤

洋介（衆議院議員／民主党）

平
中西

将明

（衆議院議員／自民党）

健治（参議院議員／みんなの党）

コーディネーター

： 加藤 秀樹（構想日本 代表）

第１８０回「教育委員会について本気で考える」
2012.08.29
新倉

聡（横須賀市職員）

古山

明男（古山教育研究所 所長）

穂坂

邦夫（ＮＰＯ法人 地方自立政策研究所 理事長）

コーディネーター

：

加藤 秀樹（構想日本 代表）
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テ－マ ・ パネリスト

開催日

第１８１回「合意形成できない政治からの脱却を」～

正しい「仕分け」の使い方

～
2012.09.25

石渡

進介（ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所

弁護士）

伊藤 伸 （内閣府行政刷新会議事務局 参事官／構想日本 政策担当ディレクター）
川勝

平太

（静岡県知事）

福嶋

浩彦（中央学院大学教授/前消費者庁長官）、他

コーディネーター

： 加藤

秀樹（構想日本 代表）

第１８２回「布から考える生活、アート、文化」－「文化絶滅危惧種」について考える－
2012.10.30
田中

陽子（暮らしのクラフトゆずりは 店主）

福本

潮子（藍染色作家）

コーディネーター
第１８３回

：

加藤 秀樹（構想日本 代表）

「政治」の外から政治が変わる
－ツイッター、ブログ時代の民主主義を考える－
2012.11.26

東 浩紀
福嶋

（あずま

浩彦（ふくしま

コーディネーター
第１８４回

ひろき）株式会社ゲンロン

政党熔解時代

代表取締役

ひろひこ）中央学院大学教授/前消費者庁長官

：

加藤 秀樹（構想日本 代表）

―

国民が政治の主役になれる絶好のチャンス

他

―
2012.12.21

津田

大介 （ジャーナリスト）

湯浅

誠 （NPO 法人 自立生活サポートセンターもやい 事務局長）

コーディネーター
第１８５回

： 加藤

秀樹（構想日本 代表）

「震災後 2 年目のフクシマ」－それでも「までい」に生きる－
2013.1.21

菅野
たくき

典雄（福島県飯舘村 村長）
よしみつ（作家）

コーディネーター

：

加藤 秀樹（構想日本 代表）
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テ－マ ・ パネリスト
第１８６回

開催日

「新人議員よ、大志を抱け」
2013.2.27

新人衆議院議員

足立

康史（日本維新の会・大阪 9 区）

井坂

信彦（みんなの党・比例近畿）

井林

辰憲（自由民主党・静岡 2 区）

今枝

宗一郎（自由民主党・愛知 14 区）

小林

鷹之（自由民主党・千葉 2 区）

今野

智博（自由民主党・比例北関東）

斎藤

洋明（自由民主党・新潟 3 区）

佐藤

正夫（みんなの党・比例九州）

椎名

毅（みんなの党・比例南関東）

重徳

和彦（日本維新の会・比例東海）

白石

徹（自由民主党・愛媛 3 区）

杉田

水脈（日本維新の会・比例近畿）

鈴木

望（日本維新の会・比例東海）

高橋

みほ（日本維新の会・比例北海道）

田畑

裕明（自由民主党・富山１区）

津島

淳（自由民主党・青森 1 区）

中川

俊直（自由民主党・広島 4 区）

西田

譲（日本維新の会・比例南関東）

西野

弘一（日本維新の会・大阪 13 区）

藤井

比早之（自由民主党・兵庫 4 区）

細田

健一（自由民主党・新潟 2 区）

丸山

穂高（日本維新の会・大阪 19 区）

三谷

英弘（みんなの党・比例東京）

務台

俊介（自由民主党・長野 2 区）

村井

英樹（自由民主党・埼玉 1 区）

コーディネーター
第１８７回

：

加藤

秀樹（構想日本 代表）

「生活困窮に対する支援の本質を考える」
2013.3.25

奥田

知志（NPO 法人北九州ホームレス支援機構 理事長）

生水

裕美（野洲市 市民部

高沢

幸男（寿支援者交流会

田中

尚輝（NPO 法人市民福祉団体全国協議会

山根

晃

（足立区 福祉部

コーディネーター

：

市民生活相談室主査）
事務局長、インクルージョンネット横浜
専務理事）

北部福祉事務所長）

加藤 秀樹（構想日本

代表）

DVD 解説：福田 房枝（生活困窮者再チャレンジ支援室長）
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代表理事）

テ－マ ・ パネリスト
第１８８回

開催日

「構想日本は何をしたいのか」
社会を変えるシンクタンクについて考えよう
2013.4.25

登壇者：

加藤

秀樹（構想日本代表）

来歴説明：伊藤

伸

（構想日本

政策担当ディレクター）

第１８９回「「施設仕分け」で公共施設の最適化を！！

」

～総論賛成、各論反対の中での合意形成の仕組みづくり～
2013.05.27
鈴木

康友（浜松市市長）

福嶋

浩彦（中央学院大学教授/前消費者庁長官）他

コーディネーター

： 加藤

第１９０回「ネット選挙解禁！

秀樹（構想日本 代表）

政治は変わるか？」
2013.06.13

論点提示：「ネット選挙解禁」の考え方
津田

大介（ジャーナリスト／メディア・アクティビスト）

第一部：「ネット選挙解禁で有権者の何がどう変わるか」
奥

律哉(株式会社電通 電通総研研究主席兼メディアイノベーション研究部長)

川邊

健太郎（ヤフー株式会社 副社長兼最高執行責任者）

原田

謙介（NPO 法人 YouthCreate 代表）

森永

真弓(博報堂 DY メディアパートナーズ

ソーシャルメディア

マーケティング部兼メディア環境研究所)
第二部：「政治家がネット選挙解禁に期待すること」
石破

茂（衆議院議員、自民党幹事長）

杉本

誠司（株式会社ニワンゴ代表取締役社長）

細野

豪志（衆議院議員、民主党幹事長）

加藤

秀樹（構想日本代表）

コーディネーター（一部、二部）

：

伊藤

伸（構想日本ディレクター）

第 191 回「ワカモノ・イニシアティブ」～若者よ、ここから政治に入ってみよう～
2013.07.31
鈴木

邦和 （日本政治報道株式会社

原田

謙介

山田

進太郎 （株式会社コウゾウ
吉田

加藤

（NPO 法人

代表取締役）

YouthCreate 代表）
代表取締役社長）

拓巳 （株式会社セブンセンス

代表取締役）

秀樹 （構想日本代表）

コーディネーター

：

伊藤 伸 （構想日本 ディレクター）
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テ－マ ・ パネリスト

開催日

第 192 回 憲法改正を「自分事」として考えてみよう

－夏の勉強会－
2013.08.26

青井 未帆（学習院大学 法務研究科教授）
只野

雅人(一橋大学大学院 法学研究科教授)

コーディネーター
開会：加藤

：

丹治

幹雄（構想日本

秀樹（構想日本

第 193 回 「出所者居酒屋」プロジェクト

研究員）

代表）
－犯罪を減らすための現場の動き－
2013.09.30

浅野
玄

史郎（神奈川大学教授)
秀盛（公益社団法人 日本駆け込み寺 代表）

Paix2

(ぺぺ

女性デュオ :井勝めぐみ・北尾真奈美）

コーディネーター

：

加藤 秀樹（構想日本 代表）

第 194 回 「熱い市町村長たち」第一弾

「若者」「バカ者」「よそ者」市長 大いに語る
2013.10.28

井原 健太郎（柳井市長、39 歳）
山中 光茂（松阪市長、37 歳）
福嶋

浩彦（中央学院大学教授/前消費者庁長官）

コーディネーター

： 加藤

秀樹（構想日本

代表）

第 195 回 「小さいことは面白いことだ」 ～市町村長企画第二弾「町村長に聞く」～
2013.11.28
伊藤

実（愛知県豊根村長）

片山

健也（北海道ニセコ町長）

笹野

寛（岡山県新庄村長）

後藤

健市（合同会社場所文化機構代表）

コーディネーター
第 196 回

： 加藤

秀樹（構想日本代表）

茨城県内 3 市長 合同シンポジウム
「

事業仕分けがもたらしたものと今後に向けて
-オープンガバメント最先進地域からの報告-

」
2013.12.15

登壇者: 海野 徹

（那珂市長）

片庭 正雄 （つくばみらい市長）
宮嶋 光昭 （かすみがうら市長）
加藤 秀樹 （構想日本代表）
コーディネーター

：

伊藤 伸 （構想日本ディレクター）
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テ－マ ・ パネリスト

開催日

第 197 回 「日本のメディア大改造計画

～処方箋は見つかるか～」
2014.01.28

上杉

隆（インターネットメディアカンパニーNOBORDER 代表取締役）

君和田

正夫（株式会社テレビ朝日 元会長）

コーディネーター

： 加藤

第 198 回 「福島から日本を考えよう

秀樹（構想日本代表）
～「将来を見据えた復興」は他人ごとではない～」
2014.02.27

岡田

豊（みずほ総合研究所主任研究員）

菅野

典雄（福島県飯舘村長）

武藤

琴美（プロジェクトカンパニー地域の記憶 代表）

コーディネーター

： 加藤

秀樹（構想日本代表）

第 199 回「レジェンドの地、国立競技場を捨ててよいのか」
2014.03.31
後藤

健生（サッカージャーナリスト）

さかもと
松隈

未明（アーティスト）

洋（京都工芸繊維大学

コーディネーター

： 加藤

教授）
秀樹（構想日本

代表）

第 200 回「現場力・結集＝Japan Initiative」
2014.05.16
家入

一真（実業家）大南 信也（NPO 法人グリーンバレー理事長）

片山 健也（ニセコ町長）
コーディネーター

： 加藤

秀樹（構想日本

代表）

第 201 回「女性の視点、パワー、これです。」
2014.06.24
岸

紅子（NPO 法人日本ホリスティックビューティ協会

木村

利惠（エアハース・インターナショナル株式会社

田澤

由利（株式会社テレワークマネジメント、

代表理事）
代表取締役社長）

株式会社ワイズスタッフ
似鳥

陽子（株式会社タイガーリリィ

福井

泰代（株式会社ナビット

コーディネーター

： 加藤

代表取締役）

代表取締役）
秀樹（構想日本代表）
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代表取締役）

テ－マ ・ パネリスト

開催日

第 202 回「持続可能な医療を考える」
2014.07.30
土屋

了介

（神奈川県立病院機構

西村

周三

（医療経済研究機構

吉田

学

理事長）
所長）

（厚生労働省大臣官房審議官・医療介護連携担当）

コーディネーター

： 加藤

秀樹（構想日本

代表）

第 203 回「地方議員―どん底から反転へ」
2014.08.25
越田

謙治郎

（兵庫県議会議員）

金野

桃子

（戸田市議会議員）

中崎

和久

（葛巻町議会議長）

松丸

修久

（守谷市議会議長）

村上

幸一

（北九州市議会議員）

柳澤

亜紀

（港区議会議員）

コーディネーター

： 加藤

秀樹

第 204 回「科学倫理そして科学技術を考える

（構想日本

代表）

－「STAP 事件」を契機に－」
2014.09.30

駒井

章治

（奈良先端科学技術大学院大学

中尾

央

（総合研究大学院大学

八代

嘉美

（京都大学 iPS 細胞研究所 特定准教授）

コーディネーター

： 加藤

第 205 回「本当の第三の矢はこれだ

秀樹

准教授）

助教）
（構想日本

代表）

－地域と金融を「自分事」として考えよう－」
2014.10.14

池田

晃治

（広島銀行

神津

多可思 （リコー経済社会研究所 主席研究員）

髙橋

一朗

（西武信用金庫

湯﨑

英彦

（広島県知事）

コーディネーター

： 坂本

頭取）
常勤理事）

忠弘

（地域共創ネットワーク

代表取締役）

第 206 回「2020 年以降のオリンピック『妄想委員会』」
2014.11.20
猪子

寿之

（チームラボ株式会社

乙武

洋匡

（作家、東京都教育委員会委員）

コーディネーター

： 加藤

秀樹

代表取締役社長）
（構想日本
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代表）

テ－マ ・ パネリスト

開催日

第 207 回「人口減少 －本当の問題は何か」
2014.12.24
鬼頭

宏

（上智大学

福嶋

浩彦

教授）

（中央学院大学

コーディネーター

： 加藤

教授、元消費者庁

長官）

秀樹

代表）

（構想日本

第 208 回「無形文化財に賭けた生涯」
2015.01.26
懸田

弘訓

民俗芸能学会福島調査団長

コーディネーター

： 加藤

秀樹

第 209 回「日本の財政、本当はどうなのか

構想日本

代表

～金融とあわせて考える～」
2015.02.18

池尾

和人

慶應義塾大学経済学部

小黒

一正

法政大学経済学部

コーディネーター

： 加藤

第 210 回「統一地方選を『自分事』に

教授

准教授

秀樹

構想日本

代表

～投票はまちづくりの第一歩～」
2015.03.25

江藤

俊昭

山梨学院大学

教授

増沢

諒

「食べる政治」代表

安丸

国勝

福岡県大刀洗

コーディネーター

： 加藤

町長
秀樹

第 211 回『暴力・虐待』とどう向き合うか

構想日本

代表

～少年の殺人や子どもの虐待を繰り返さないために～
2015.04.23

玄
後藤

秀盛
啓二

公益社団法人日本駆け込み寺

代表

NPO 法人シンクキッズ 代表幹事

コーディネーター

： 加藤

秀樹

構想日本

代表

第 212 回「地方創生 『大学習会』」
2015.05.28
岡田

豊（みずほ総合研究所主任研究員）

木下

富美子（北海道江差町顧問、地方創生人材支援制度による民間からの派遣）

清水

聖義（群馬県太田市長）

コーディネーター

： 加藤

秀樹

構想日本

38

代表

テ－マ ・ パネリスト

開催日

第 213 回「老・病・死を考える」
2015.06.25
佐藤

伸彦（ものがたり診療所所長）

対本 宗訓（僧医、リンデンクリニック院長）
コーディネーター
第 214 回「戦後 70 年

： 加藤

秀樹

（構想日本

代表）

戦前の昭和期に学ぼう」
2015.07.24

筒井 清忠 （帝京大学 文学部長 兼大学院文学研究科長）
細谷 雄一

（慶應義塾大学 法学部

コーディネーター
第 215 回「で、どうする ー

：

加藤

秀樹

教授）
（構想日本

代表）

新国立競技場」
2015.08.20

登壇者：鈴木知幸（元 2016 年東京五輪招致推進担当課長）
松原隆一郎（社会経済学者）
森まゆみ（作家、神宮外苑と国立競技場を未来へ手わたす会共同代表）
森山高至（建築エコノミスト）
山嵜一也（建築家、ロンドン五輪馬術会場設計監理者）
加藤秀樹（構想日本代表）
第 216 回「戦後 70 年Ⅱ

歴史記憶と歴史認識を考える」
2015.09.28

木宮

正史（東京大学

劉

傑

（LIU

大学院総合文化研究科・教養学部

教授）

JIE） （早稲田大学社会科学総合学術院

教授）

コーディネーター
第 217 回「若者の政治参加」

：

加藤秀樹（構想日本代表）

～若者にとって政治が「自分事」になるのか～」
2015.10.27

鈴木

邦和（日本政治.com

鈴木

智子（NPO 法人静岡時代

西田

亮介（東京工業大学

原田

謙介（NPO 法人 YouthCreate

コーディネーター

： 伊藤

代表）
代表理事）

准教授）
代表理事）

伸（構想日本 総括ディレクター）

第 218 回「地方自立のカギ」
2015.11.25
門

康彦 （淡路市長）

後藤

健市 （株式会社プロットアジアアンドパシフィック)

山中

光茂

（前松阪市長）

コーディネーター

： 加藤

秀樹（構想日本代表）
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テ－マ ・ パネリスト

開催日

第 219 回「２０１６年に向けて」
2015.12.24
平

将明

（衆議院議員）

細野

豪志 （衆議院議員）

横尾

啓介

（経済同友会

コーディネーター

： 加藤

副代表幹事・専務理事）
秀樹（構想日本代表）

第 220 回「産業革命から「１．５℃」の気温上昇！可能か。できなければどうなる。

」
2016.01.28

岩谷

忠幸

（気象キャスターネットワーク）

亀山

康子

（国立研究開発法人 国立環境研究所）

水口

哲

（博報堂ディレクター）

コーディネーター

： 加藤

秀樹（構想日本代表）

第 221 回「紛争、テロ、難民、その本質を考える。
そして、私たち、日本、がするべきこと。出来ることを考える。」
2016.02.29
アブディン モハメド オマル

Mohamed Omer Abdin（東京外国語大学 特任助教）

瀬谷ルミ子（NPO 法人日本紛争予防センター

理事長）

ナジーブ・エルカシュ（ジャーナリスト）
コーディネーター

： 加藤

秀樹（構想日本代表）

第 222 回「 今こそ文系学部の強化を 」
2016.03.23
芳賀

徹

（静岡県立美術館 館長、元京都造形芸術大学 学長）

益川

敏英（京都大学 名誉教授、京都産業大学益川塾 塾頭、ノーベル物理学賞受賞者）

コーディネーター

： 加藤

秀樹（構想日本代表）

第 223 回「防災も「他人事」から「自分事」へ 」
2016.04.18
辻本

陽琢

（内閣府

中川

和之

（時事通信

明城

徹也

（全国災害ボランティア支援団体ネットワーク

矢守

克也

（京都大学防災研究所

コーディネーター

政策統括官 [防災担当]付参事官[防災計画担当]付参事官補佐）
解説委員）

： 加藤

教授）

秀樹（構想日本代表）
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事務局長）

テ－マ ・ パネリスト

開催日

第 224 回「取りあい」から「関わりあい」へ

―ふるさと納税を反省する―
2016.05.19

景山

享弘

（鳥取県日野町長）

片山

健也

（北海道ニセコ町長）

土居

丈朗

（慶應義塾大学 教授）

コーディネーター

： 加藤

第 225 回「若者の政治参加を考える

秀樹（構想日本代表）

― 政治を「自分事」にするために必要なこと ―
2016.06.27

青木

大和

（政治活動家）

後藤

寛勝

（NPO 法人 僕らの一歩が日本を変える。代表理事）

杉浦

正和

（芝浦工大付属柏高校

関谷

昇

（千葉大学

原田

謙介

（NPO 法人 YouthCreate

水野

翔太

（名古屋わかもの会議

コーディネーター

：

教頭）

法政経学部 教授）

加藤

代表理事）
総合統括）

秀樹（構想日本代表）

第 226 回 「イギリスのＥＵ離脱の歴史的な意味」
2016.07.29
井手

英策

（慶応義塾大学

教授）

榊原

英資

（青山学院大学

教授）

コーディネーター
第 227 回 「失敗から学ぶ

：

加藤

秀樹（構想日本代表）

ー参院選「落選者」に聞くー

」
2016.08.24

熊谷
林

大（自民党・宮城選出）
久美子（民進党・滋賀選出）

山田

太郎（新党改革・比例）

コーディネーター

： 加藤

秀樹（構想日本代表）

第 228 回 ー参院選当選議員に聞くー
2016.09.27
石井

苗子

（日本維新の会・比例代表選出）

伊藤

孝恵

（民進党・愛知県選出）

伊波

洋一

（無所属・沖縄県選出）

片山

大介

（日本維新の会・兵庫県選出）

木戸口
杉尾

英司
秀哉

（生活の党と山本太郎となかまたち・岩手県選出）
（民進党・長野県選出）

コーディネーター

： 加藤

秀樹（構想日本代表）
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テ－マ ・ パネリスト
第 229 回 『遺言』

開催日

言い残したいこと、言い残して欲しいこと
2016.10.27

伊藤

喜平

（長野県下條村

高橋

彦芳

（長野県栄村

根本

良一

（福島県矢祭町

コーディネーター

前村長）
元村長）

： 加藤

第 230 回 トランプ大統領誕生！

前町長）
秀樹（構想日本代表）

アメリカ、そして日米関係はどうなるか
2016.11.29

久保

文明（東京大学大学院

河野

太郎（衆議院議員

田中

均

教授）

前行政改革担当大臣）

（日本総合研究所

コーディネーター

法学政治学研究科

： 加藤

国際戦略研究所

理事長）

秀樹（構想日本代表）

第 231 回 「日本酒は文化だ！！」
2016.12.20
上杉

孝久

（日本酒プロデューサー、日本地酒協同組合専務理事、上杉家九代目当主）

高橋

菜里 （ＮＰＯ法人プロジェクト８８

又木

実信

（N-project 初代代表）

吉村

謙太郎

（瑞鷹株式会社

コーディネーター

： 加藤

理事長）

常務）
秀樹（構想日本代表）

第 232 回 「ギャンブル」を考えてみよう
2017.1.23
木曽
玄

崇（国際カジノ研究所 所長）

新里

秀盛（公益社団法人日本駆け込み寺 代表理事）
宏二（弁護士）

コーディネーター
第 233 回

：

島のくらしから考える

加藤

秀樹（構想日本代表）

－淡路・奥尻・佐渡の魅力、生かし方－
2017.2.23

伊藤
門

光 （新潟県

佐渡市

康彦 （兵庫県

淡路市長）

片桐

幸雄 （島研究家）

田中

敦詞 （北海道

平野

秀樹 （学校法人

コーディネーター

副市長）

：

奥尻町副町長）
青森山田学園

本部長）

加藤 秀樹（構想日本代表）
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テ－マ ・ パネリスト
第 234 回

「原発」を通して

開催日

私たちの生き方、社会を考え直す
2017.3.22

神里

達博（千葉大学

齊藤

誠 （一橋大学

鈴木

達治郎 （長崎大学

コーディネーター
第 235 回

教授）
大学院経済学研究科教授）

：

核兵器廃絶研究センター長）

加藤

秀樹（構想日本代表）

「先端から末端、そして先端へ

― 地方自治法制定７０年 ―」
2017.5.19

市川

晃 （経済同友会地方分権委員会委員長、住友林業取締役社長）

福嶋

浩彦 （中央学院大学 教授・元消費者庁 長官・元我孫子市長）

横山

忠始 （香川県

コーディネーター
第 236 回

：

三豊市長）
加藤

秀樹（構想日本代表）

トランプ、ルペン、そして日本。だからラオス
2017.6.20
田中

陽子 （暮らしのクラフトゆずりは 店主）

前川

佐知 （ラオス織物研究家）

森
吉田

卓

（日本ラオス国交６０周年記念作品『ラオス
香世子（元留学生／ラオス在住者）

コーディネーター
第 237 回

竜の奇跡』プロデューサー）

自分ごと化会議

：

加藤

第１弾

秀樹（構想日本代表）

「都議会って本当に必要なの？」
2017.7.20

相川

俊英 （地方自治ジャーナリスト）

津田

大介 （ジャーナリスト／メディア・アクティビスト）

原田

謙介 （NPO 法人 YouthCreate 代表理事）

白井

亨

鈴木

太郎 （横浜市会議員）

（小金井市議会議員）

過去、無作為に選ばれて、行政の取り組みに参加した
行方市・富津市・伊勢原市などの住民（１０名程度）
コーディネーター

：

全体コーディネーター

伊藤
：

伸

他

構想日本 総括ディレクター

加藤 秀樹
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構想日本 代表

テ－マ ・ パネリスト
第 238 回

開催日

大麻についてきちんと勉強してみよう ―注連縄や横綱の綱が作れなくならないように―
2017.8.21
井戸

理恵子

（多摩美術大学

大森

由久

（日本麻振興会理事長／日本最大の麻栽培農家）

新田

均

（皇學館大学教授 神道学

パトリック・コリンズ
若園

和朗

自治体発

：

博士／伊勢麻振興会理事）

（麻布大学 環境経済学教室

（日本麻協議会

コーディネーター
第 239 回

非常勤講師）

教授）

加藤

事務局代表）
秀樹（構想日本代表）

「ふるさと住民票」というアイデア

「関係人口」を増やしゼロサムからプラスサムへ
2017.9.20
菅野

典雄 （福島県飯舘村長）

福嶋

浩彦 （中央学院大学 教授・元消費者庁 長官・元我孫子市長）

安冨

圭司 （佐那河内村

山下

祐介 （首都大学東京

コーディネーター
第 240 回

：

総務企画課）
准教授）

加藤

秀樹（構想日本代表）

北朝鮮問題から日本の安全保障、国際政治を考える
～本当に考えないといけないことは何か～
2017.10.25
石破

茂 （衆議院議員／元地方創生・国家戦略特別区域担当大臣）

伊藤

俊幸 （金沢工業大学虎ノ門大学院教授／元海将）

コーディネーター
第 241 回

：

加藤

秀樹（構想日本代表）

政治の時代が始まる
2017.11.15
逢坂

誠二 （衆議院議員／立憲民主党・北海道８区）

鈴木

馨祐 （衆議院議員／自民党・神奈川７区）

平

将明

玉木

（衆議院議員／自民党・東京４区）

雄一郎

（衆議院議員／希望の党・香川２区）

コーディネーター
第 242 回

J.I.フォーラム

： 加藤

秀樹（構想日本代表）

忘年会
2017.12.14

第 243 回

オリンピックはスポーツをダメにする？！
2018.1.18
河本

英夫（東洋大学

平尾

剛（元ラグビー日本代表、神戸親和女子大学

コーディネーター

：

教授）
加藤

秀樹（構想日本代表）
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講師）

テ－マ ・ パネリスト
第 244 回

開催日

「働き方」改革よりも「働くこと」の改革
2018.2.27
岩佐

文夫 （フリーランス / 編集者）

遠山

正道 （株式会社スマイルズ 代表取締役社長）

中村

天江 （リクルートワークス研究所

平田

麻莉 （一般社団法人ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ＆ﾊﾟﾗﾚﾙｷｬﾘｱ・ﾌﾘｰﾗﾝｽ協会

コーディネーター
第 245 回

：

加藤

労働政策センター長）
代表理事）

秀樹（構想日本代表）

「人口減少時代に被災地の復興から学ぶこと

ー関係人口という考え方ー

」
2018.3.19

遠藤

雄幸（福島県 川内村長）

開沼

博 （立命館大学 衣笠総合研究機構 准教授）

佐藤

金正（福島県 川俣町長）

コーディネーター
第 246 回

：

加藤

秀樹（構想日本代表）

「そうだったのか！ 森友・加計問題の本質

～国の意思決定や情報管理～」
2018.6.27

前川

喜平（前文部科学事務次官）

加藤

秀樹（構想日本

コーディネーター
第 247 回

：

代表）
伊藤

伸（構想日本

総括ディレクター）

これからの政治に向けて「考えることの多い総裁選」
2018.8.21
石破

茂（衆議院議員／元地方創生・国家戦略特別区域担当大臣）

西田 亮介（東京工業大学
進行
第 248 回

：

加藤

准教授）

秀樹（構想日本

代表）

気温 40°、逆走台風が当たり前に！？「今や“異常”が日常に。まずは正確な理解を」
2018.10.25
江守
住

正多 （国立環境研究所

地球環境研究センター

明正 （東大名誉教授、理学博士

コーディネーター：加藤

副センター長）

サステイナビリティ学連携研究機構 特任教授）

秀樹（構想日本

代表）

お問い合わせ先：構想日本
TEL:０３－５２７５－５６０７
FAX:０３－５２７５－５６１７
e-mail:info@kosonippon.org
いつでもご意見お寄せ下さい。お待ちしております。
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