「毎日・世論フォーラム」これまでの講演会
※肩書は当時

第1回 1992年1月

加藤

第2回 1992年2月
第3回 1992年3月

紘一・内閣官房長官

栗山

尚一・次期駐米大使

小沢 一郎・元自民党幹事長
Ｃ・Ｆバーグステン・米国際経済研究所長

中平
渡辺

立・日朝交渉首席代表
泰造・前外務省報道官

第4回 1992年4月
第5回 1992年5月

羽田
鈴木

孜・大蔵大臣
永二・臨時行革審会長

小和田 恒・外務事務次官
妹尾 正毅・地球サミット担当大使

第6回 1992年6月

柿沢

弘治・外務政務次官

棚橋

祐治・通産事務次官

第7回 1992年8月
第8回 1992年9月

梶山
谷野

静六・自民党国家対策委員長
作太郎・内閣外政審議室長

兵藤
楊

長雄・外務省欧亜局長
振亜・駐日中国大使

第9回 1992年10月 橋本 龍太郎・元大蔵大臣
松浦 晃一郎・外務審議官
景気シンポジウム「日本経済の現状と今後の政策の在り方」
第10回 1992年11月
〔パネラー〕 小島 正興・セコム副会長、島本 禮一・日本総研理事長、
児玉 幸治・日本興業銀行顧問、佃 亮二・福岡銀行頭取
第11回 1992年12月 小渕 恵三・元自民党幹事長
第12回 1993年1月 河野 洋平・内閣官房長官

小倉

和夫・外務省経済局長

第13回 1993年2月

小泉

純一郎・郵政大臣

英

正道・外務省外務報道官

第14回 1993年3月

飯田

庸太郎・経団連副会長

松田

慶文・前駐デンマーク大使

第15回 1993年4月
第16回 1993年5月

後藤田 正晴・副総理兼法務大臣
海部 俊樹・前内閣総理大臣

小和田 恒・外務事務次官
鈴木 勝也・外務省情報調査室長

第17回
第18回
第19回
第20回
第21回

1993年6月
1993年7月
1993年8月
1993年9月
1993年10月

盛田
中内
岩見
藤井
武村

昭夫・ソニー会長
功・ダイエー会長兼社長
隆夫・毎日新聞社編集顧問
裕久・大蔵大臣
正義・内閣官房長官

遠藤
中村
松浦
斎藤
野村

哲也・日朝交渉政府代表
徹・運輸事務次官
晃一郎・外務審議官
邦彦・外務事務次官
一成・外務省欧亜局長

第22回
第23回
第24回
第25回
第26回

1993年11月
1993年12月
1994年1月
1994年2月
1994年3月

熊谷
児島
羽田

弘・通産大臣
仁・ＮＴＴ社長
孜・副総理兼外務大臣

佐藤
寺田

行雄・外務省北米局長
輝介・外務省外務報道官

賀来
岩見

龍三郎・経済同友会代表幹事
隆夫・毎日新聞社編集顧問

枝村
松浦

純郎・前駐ロシア大使
晃一郎・外務審議官

第27回 1994年4月
第28回 1994年5月
第29回 1994年6月

久米
渡部
河野

豊・経団連副会長
恒三・新生党代表幹事代行
洋平・自民党総裁

北村
赤尾
遠藤

汎・前駐英大使
信敏・国際貿易経済担当大使
哲也・日朝交渉政府代表

第30回 1994年7月
第31回 1994年8月

鹿野
加藤

道彦・新党みらい代表
紘一・自民党政調会長

原口
重村

幸市・外務省経済局長
智計・毎日新聞社論説委員

第32回 1994年9月 五十嵐 広三・内閣官房長官
第33回 1994年10月 亀井 静香・運輸大臣

村田
川田

良平・前駐独大使
洋輝・資源エネルギー庁長官

第34回 1994年11月 久保

平林

博・外務省経済協力局長

亘・社会党書記長

第35回 1994年12月 永野
健・日本経営者団体連盟会長
第36回 1995年1月 岸井 成格・毎日新聞政治部長
孜・新進党副党首
第37回 1995年2月 羽田

寺田 輝介・外務省外務報道官
高島 有終・外務省国際情報局長

第38回 1995年3月

梶山

静六・前自民党幹事長

湯下

第39回 1995年4月

高村 正彦・経済企画庁長官
細川 護煕・元内閣総理大臣

川島

土井

たか子・衆議院議長

瀬木

博基・ＡＰＥＣ日朝交渉担当大使

第42回 1995年7月
第43回 1995年8月

小林
田中

陽太郎・富士ゼロックス会長
秀征・新党さきがけ代表代行

原口
寺田

幸市・外務省経済局長
輝介・駐メキシコ大使

第44回 1995年9月

野中

広務・前自治大臣

法眼

健作・外務省中近東アフリカ局長

第45回 1995年10月 石原
第46回 1995年11月 岩見

信雄・前内閣官房副長官
隆夫・毎日新聞社編集顧問

橋本
波多野

第47回 1995年12月 水野
第48回 1996年1月 鳩山

清・自民党行財政調査会会長
由紀夫・新党さきがけ代表幹事

高島
國廣

第40回 1995年5月
第41回 1995年6月

博之・外務省研修所長
裕・外務省アジア局長

宏・外務省外務報道官
敬雄・元国連大使
有終・外務省国際情報局長
道彦・前中国大使
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第49回 1996年2月
第50回 1996年3月
第51回 1996年4月
第52回 1996年5月
第53回 1996年6月

村山 富市・前内閣総理大臣
加藤 紘一・自民党幹事長

今川

三塚
羽田

博・前自民党幹事長
孜・新進党副党首

黒河内

虔・日経連副会長

星野

進保・総合研究開発機構理事長

瀬木

博基・日朝交渉政府代表

諸井

第54回 1996年7月

菅

直人・厚生大臣

第55回 1996年8月
第56回 1996年9月

海江田 万里・市民リーグ代表
岩見 隆夫・毎日新聞社編集顧問

幸雄・前駐カンボジア大使
康・前駐スイス大使

太田
恩田

博・国際交流基金専務理事
宗・前駐タイ大使

第57回 1996年10月 岸井 成格・毎日新聞東京本社編集局次長
第58回 1996年11月 加藤 紘一・自民党幹事長

小林

惇・前経済企画庁事務次官

第59回 1996年12月 平野

松田

第60回 1997年1月
第61回 1997年2月
第62回 1997年3月
第63回 1997年4月

貞夫・新進党衆議院議員

慶文・前駐フィリピン大使

羽田
孜・太陽党党首
宮内 義彦・オリックス社長
佐藤 光男・アジア開発銀行総裁

波多野 敬雄・フォーリンプレスセンター理事長
マーティン・ウィーヴァーズ・駐日ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ大使

中曽根

木暮

剛平・電通会長

西村

元彦・外務省大阪担当大使
幸治・前駐ロシア大使

康弘・元内閣総理大臣

第64回 1997年5月

松野

第65回 1997年6月
第66回 1997年7月

与謝野 馨・内閣官房副長官
青木 盛久・前駐ペルー大使

渡邊

第67回
第68回
第69回
第70回
第71回

山崎
岩見
菅
武村
中坊

今川 幸雄・前駐カンボジア大使
孫崎
亨・外務省国際情報局長
渡辺 泰造・前駐インドネシア大使
村田 良平・外務省顧問
栗山 尚一・外務省顧問

1997年8月
1997年9月
1997年10月
1997年11月
1997年12月

第72回 1998年1月
第73回 1998年2月

頼三・自民党顧問

拓・自民党政調会長
隆夫・毎日新聞社編集顧問
直人・民主党代表
正義・元大蔵大臣
公平・住宅金融再建管理機構社長

岸井 成格・毎日新聞論説副委員長
鼎談「韓国情勢と朝鮮半島」
〔講師〕安

秉勳・朝鮮日報専務、中平

長谷川

和年・前駐オーストラリア大使

立・初代日朝交渉政府代表、

第74回 1998年3月

加藤

重村 智計・毎日新聞論説委員
紘一・自民党幹事長

茂田

第75回 1998年4月
第76回 1998年5月
第77回 1998年6月

野中
羽田
嶌

広務・自民党幹事長代理
孜・民主党幹事長
信彦・ジャーナリスト

山口
沼田
佐藤

洋一・前駐ミャンマー大使
貞昭・外務省外務報道官
嘉恭・前駐中国大使

第78回 1998年7月
第79回 1998年8月

山崎
関本

拓・自民党政調会長
忠弘・ＮＥＣ会長

阿部
堀内

信泰・外務省軍備管理・科学審議官
伸介・前駐ケニア大使

第80回 1998年9月 鳩山
第81回 1998年10月 亀井

由紀夫・民主党幹事長代理
静香・元建設大臣

坂本
牧野

重太郎・前駐スペイン大使
力・前通産事務次官

第82回 1998年11月 渡部

恒三・衆議院副議長

後藤

利雄・㈶交流協会理事長

第83回 1998年12月 神崎
第84回 1999年1月 岩見

武法・公明党代表
隆夫・毎日新聞社編集顧問

木村
須藤

崇之・地球環境問題担当大使
隆也・駐イラン大使

第85回 1999年2月
第86回 1999年3月

深谷
加藤

隆司・自民党総務会長
紘一･自民党前幹事長

寺田 輝介・日朝交渉政府代表
小池 唯夫・㈳日本新聞協会会長

第87回 1999年4月

梶山

静六・元内閣官房長官

門田

省三・㈳国民外交協会理事長

第88回 1999年5月
第89回 1999年6月

大原 一三・元農林水産大臣
小泉 純一郎・衆議院議員
小和田 恒・㈶日本国際問題研究所理事長
柳澤 伯夫・金融再生担当相

田島
湯下

高志・アジア生産性機構事務局長
博之・前駐フィリピン大使

第90回 1999年7月
第91回 1999年8月
第92回 1999年9月

対論「朝鮮半島を読む」
小此木 政夫・慶應義塾大学教授、重村

第93回 1999年10月 野呂田
第94回 1999年11月 渡部
第95回 1999年12月 高村

芳成・前防衛庁長官
恒三・衆議院副議長
正彦・前外務大臣

宏・総理府国際平和協力本部事務局長

智計・毎日新聞論説委員
太田
野村
岸井

博・前駐タイ大使
一成・沖縄担当大使
成格・毎日新聞編集委員
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第96回 2000年1月

熊谷

弘・民主党幹事長代理

高野

紀元・外務省国際情報局長

第97回 2000年2月
第98回 2000年3月

加藤
綿貫

紘一・自民党前幹事長
民輔・自民党小渕派会長

丸山
斎藤

俊二・前駐チェコ大使
邦彦・前駐米大使

第99回 2000年4月
第100回 2000年5月

冬柴 鐵三・公明党幹事長
久保田
シンポジウム－「九州・沖縄サミット」の意義

穣・前駐パキスタン大使

〔特別講演〕河野 洋平・外務大臣
〔パネラー〕沖縄・稲嶺、宮崎・松形、福岡・麻生各知事、毎日新聞・岸井
〔コーディネーター〕嶌
第101回 2000年6月
第102回 2000年7月

岩見 隆夫・毎日新聞社編集顧問
続対論「朝鮮半島を読む」
小此木

第103回 2000年8月
第104回 2000年9月

小里
深谷

成格

信彦・ジャーナリスト

政夫・慶應義塾大学教授、重村

岡本

行夫・外交評論家（国際コンサルタント）

貞利・自民党総務会長
隆司・前通産大臣

智計・拓殖大学教授（毎日新聞客員編集委員）
松本
大島

和朗・外務省大阪担当大使
理森・文部大臣

第105回 2000年10月 久間
第106回 2000年11月 石原

章生・元防衛庁長官
都甲 岳洋・前駐ロシア大使
伸晃・自民党の明日を作る会代表世話人 瀬木 博基・前駐イタリア大使

第107回 2000年12月 辻元

清美・社民党政審会長

西村

第108回 2001年1月
第109回 2001年2月

野中
鈴木

広務・自民党行政改革推進本部長
宗男・自民党総務局長

齋藤 正樹・前駐カンボジア大使
松田 慶文・元フィリピン大使

第110回
第111回
第112回
第113回
第114回

2001年3月
2001年4月
2001年5月
2001年6月
2001年7月

野田
鳩山
村岡
古賀
渡辺

聖子・自民党副幹事長
由紀夫・民主党代表
兼造・自民党総務会長
誠・前自民党幹事長
喜美・自民党衆議院議員

谷野 作太郎・前駐中国大使
大和田 悳朗・前ユーゴスラビア大使
中村
武・前駐ベトナム大使
橋本 逸男・外務省国際情報局審議官
久米 邦貞・前駐独大使

第115回
第116回
第117回
第118回
第119回

2001年8月
2001年9月
2001年10月
2001年11月
2001年12月

堀内
山崎
大原
加藤
岡田

光雄・自民党総務会長
拓・自民党幹事長
一三・元農林水産大臣
紘一・自民党元幹事長
克也・民主党政調会長

荒船
川上
岩見
川島
柳井

清彦・前駐スペイン大使
隆朗・前駐インドネシア大使
隆夫・毎日新聞社特別顧問
純・前駐ニュージーランド大使
俊二・前駐米大使

第120回 2002年1月
第121回 2002年2月
第122回 2002年3月

野田
麻生
平沢

毅・保守党党首
太郎・自民党政調会長
勝栄・衆議院議員

糠澤
高橋
服部

和夫・前駐ハンガリー大使
雅二・前駐オーストラリア大使
則夫・外務省外務報道官

第123回 2002年4月
第124回 2002年5月

熊谷
山崎

林
赤尾

貞行・前駐英大使
信敏・前駐タイ大使

第125回 2002年6月
第126回 2002年7月

塩崎
菅

恭久・衆議院議員
直人・民主党幹事長

鈴木
山下

勝也・前駐ブラジル大使
新太郎・前交流協会台北事務所長

第127回 2002年8月

岩見

隆夫・毎日新聞社編集顧問

茂田

弘・民主党国会対策委員長
拓・自民党幹事長

第128回 2002年9月 二階 俊博・保守党幹事長
第129回 2002年10月 続対論「朝鮮半島を読む」
小此木 政夫・慶應義塾大学教授、重村

荒

元彦・前駐ポルトガル大使

宏・国際テロ対策担当大使
善尚・前駐フィリピン大使

智計・拓殖大学教授（毎日新聞客員編集委員）

第130回 2002年11月 古賀

誠・衆議院議員

高島

肇久・外務省外務報道官

第131回 2002年12月 神崎

武法・公明党代表

佐藤

行雄・前国連大使

木村
丹波

崇之・前駐ＥＵ大使
實・前駐ロシア大使

第132回 2003年1月
第133回 2003年2月
第134回 2003年3月
第135回 2003年4月

山崎
拓・自民党幹事長
高村 正彦・元外務大臣
中山 恭子・内閣官房参与
対論「政治を危惧する」
田中

秀征・元経済企画庁長官、岸井

成格・毎日新聞編集委員

第136回 2003年5月
第137回 2003年6月

河野 洋平･元外務大臣
榊原 英資・元大蔵省財務官

寺田

輝介・前駐韓国大使

第138回 2003年7月
第139回 2003年8月

岩見
久間

小倉
須藤

和夫・前駐仏大使
隆也・前駐エジプト大使

隆夫･毎日新聞社特別顧問
章生・元防衛庁長官
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第140回 2003年9月

山崎

拓・自民党幹事長

糠澤

和夫・前外務省文化交流部長

第141回 2003年10月 片山
第142回 2003年11月 扇

虎之助・前総務大臣
千景・前国土交通大臣

後藤
藤井

利雄・前㈶交流協会理事長
威・前駐スウェーデン大使

第143回 2003年12月 渡部
第144回 2004年1月 山崎

恒三・前衆議院副議長
拓・前自民党副総裁

上田 秀明・前駐ポーランド大使
ジェームス・Ｐ・ズムワルト
駐日米大使館経済担当参事官

第145回 2004年2月
第146回 2004年3月

額賀 福志郎・自民党政調会長
重村 智計・拓殖大学教授

畠中
篤・前駐オーストラリア大使
岸井 成格・毎日新聞編集委員

第147回 2004年4月
第148回 2004年5月

加藤
前原

紘一・元自民党幹事長
沼田 貞昭・外務省沖縄担当大使
誠司・民主党「次の内閣」ﾈｸｽﾄ外務大臣 猪口 邦子・前軍縮会議日本代表部大使

第149回 2004年6月

小里

貞利・自民党元総務会長

第150回 2004年7月
第151回 2004年8月

野中 広務・元自民党幹事長
河野 洋平・衆議院議長

小西

正樹・前駐マレーシア大使

高橋

雅二・前交流協会理事長

第152回 2004年9月 藤井 裕久・民主党代表代行
第153回 2004年10月 浜四津 敏子・公明党代表代行

池田
藤岡

第154回 2004年11月 後藤田

重村

智計・早稲田大学教授

正純・衆議院議員

維・前駐ブラジル大使
誠・前駐アラブ首長国連邦大使

第155回 2004年12月 高村
第156回 2005年1月 岩見

正彦・元外務大臣
隆夫・毎日新聞編集局顧問

竹中
折田

繁雄・前駐トルコ大使
正樹・前駐英大使

第157回
第158回
第159回
第160回
第161回

2005年2月
2005年3月
2005年4月
2005年5月
2005年6月

石破
二階
岡田
久間
平沢

茂・前防衛庁長官
俊博・自民党総務局長
克也・民主党代表
章生・自民党総務会長
勝栄・衆議院議員

藤崎
法眼
原口
田中
駒野

一郎・前外務審議官
健作・前駐カナダ大使
幸市・前国連大使
克之・前駐スペイン大使
欽一・前アフガニスタン大使

第162回
第163回
第164回
第165回
第166回

2005年7月
2005年8月
2005年9月
2005年10月
2005年11月

山崎
河野

拓・自民党前副総裁
洋平・衆議院議長

内田

勝久・前交流協会台北事務所長

岸井
山本
神崎

成格・毎日新聞特別編集委員
一太・参議院議員
武法・公明党代表

竹内
西村
田中

行夫・前外務事務次官
六善・地球環境問題担当大使
均・前外務審議官

第167回 2005年12月 岩見
第168回 2006年1月 福田
第169回 2006年2月 加藤

隆夫・毎日新聞特別顧問
康夫・元内閣官房長官
紘一・元自民党幹事長

渡辺
松原
高島

泰造・日本国際博覧会政府代表
亘子・前駐イタリア大使
有終・前駐ドイツ大使

第170回 2006年3月
第171回 2006年4月

平沼
渡部

赳夫・元経済産業相
恒三・民主党国会対策委員長

時野谷
伊集院

第172回 2006年5月
第173回 2006年6月

久間 章生・自民党総務会長
山崎
拓・自民党前副総裁

朝海

第174回 2006年7月

谷垣 禎一・財務大臣
河野 洋平・衆議院議長

平林

岸井

成格・毎日新聞特別編集委員

登

一太・参議院議員
由紀夫・民主党幹事長

堀村
辻本

第175回 2006年8月
第176回 2006年9月

第177回 2006年10月 山本
第178回 2006年11月 鳩山

敦・前駐タイ大使
明夫・㈶ラヂオプレス理事長
和夫・前ＥＵ日本政府代表部大使
博・前駐フランス大使

誠一郎・前駐ＯＥＣＤ大使
隆彦・前駐ブラジル大使
甫・前駐アラブ首長国連邦大使

第179回 2006年12月 15周年記念シンポジウム
（インド）スレーシュ・プラブ元電力大臣・（タイ）タノン・ビダヤ前財務大臣
（マレーシア）アザリナ・オスマン現青少年・スポーツ大臣
第180回 2007年1月

（日本）額賀福志郎前防衛庁長官
中川 昭一・自民党政務調査会長

重村

智計・早稲田大学教授

第181回 2007年2月

岩見

隆夫・毎日新聞編集局顧問

村上

徳光・前駐レバノン大使

第182回 2007年3月
第183回 2007年4月

片山

虎之助・参議院自民党幹事長

小池 寛治・前駐オランダ大使
北岡 伸一・前国連大使

第184回 2007年5月
第185回 2007年6月

古賀
石破

誠・元自民党幹事長
茂・元防衛庁長官

沼田
横田

貞昭・前駐カナダ大使
淳・前駐イスラエル大使

「毎日・世論フォーラム」これまでの講演会
※肩書は当時

第186回 2007年7月

山崎
河野

拓・元自民党副総裁
洋平・衆議院議長

内藤

昌平・前駐ベルギー大使

鳩山

由紀夫・民主党幹事長

斎賀

富美子・前駐ノルウェー大使

第189回 2007年10月 岸井 成格・毎日新聞特別編集委員
第190回 2007年11月 浜四津 敏子・公明党代表代行

槇田
榎

邦彦・前駐エジプト大使
泰邦・前駐インド大使

第191回 2007年12月 小池

百合子・元防衛大臣

重村

智計・早稲田大学教授

第192回 2008年1月
第193回 2008年2月

中川
二階

秀直・自民党元幹事長
俊博・自民党総務会長

第194回 2008年3月
第195回 2008年4月

中川
石原

昭一・自民党元政務調査会長
伸晃・自民党前政務調査会長

第196回 2008年5月

野田

聖子・元郵政大臣

第197回 2008年6月
第198回 2008年7月

与謝野 馨・前内閣官房長官
菅 義偉・前総務大臣

第199回 2008年8月
第200回 2008年9月

中山
塩川

第187回 2007年8月
第188回 2007年9月

第201回 2008年10月 岸井

恭子・拉致問題担当大臣
正十郎・元財務大臣
成格・毎日新聞特別編集委員

第202回 2008年11月 岩見 隆夫・毎日新聞編集局顧問
第203回 2008年12月 浜四津 敏子・公明党代表代行
第204回
第205回
第207回
第208回
第209回

2009年2月
2009年3月
2009年5月
2009年6月
2009年7月

岡田
山崎
重村
岩見
榊原

克也・民主党副代表
拓・自民党前副総裁
智計・早稲田大学教授
隆夫・毎日新聞客員編集委員
英資・早稲田大学教授

第210回
第211回
第212回
第213回
第214回

2009年8月
2009年9月
2009年10月
2009年11月
2009年12月

佐藤
岸井
渡部
大島
野中

優・元外務省主任分析官
成格・毎日新聞特別編集委員
恒三・民主党最高顧問
理森・自民党幹事長
広務・元自民党幹事長

第215回 2010年1月
第216回 2010年2月
第217回 2010年3月

細野
宮川
山口

豪志・民主党副幹事長
眞喜雄・外務省国際協力局審議官
那津男・公明党代表

第218回 2010年4月
第219回 2010年5月

舛添
園田

要一・前厚生労働大臣
博之・たちあがれ日本幹事長

第220回 2010年6月
第221回 2010年7月

岸井
榊原

成格・毎日新聞特別編集委員
英資・青山学院大学教授

第222回 2010年8月

林

（１月は中止

渡辺 喜美氏）

（４月は中止

鳩山

芳正・参議院自民党副会長

第223回 2010年9月 石破
第224回 2010年10月 重村

茂・自民党政務調査会長
智計・早稲田大学教授

第225回 2010年11月 岩見
第226回 2010年12月 河野

隆夫・毎日新聞客員編集委員
洋平・前衆議院議長

第227回 2011年1月

宮本

雄二・前駐中国大使

第228回 2011年2月
第229回 2011年3月

小池
後藤

百合子・自民党総務会長
謙次・ジャーナリスト

第230回 2011年4月
第231回 2011年5月

麻生
石破

渡・福岡県知事
茂・自民党政務調査会長

第232回 2011年6月

増田

寛也・野村総合研究所顧問（元総務大臣・前岩手県知事）

第233回 2011年7月
第234回 2011年8月

榊原
馬淵

英資・青山学院大学教授
澄夫・前国土交通大臣

第235回 2011年9月 大島
第236回 2011年10月 安倍

理森・自民党副総裁
晋三・元内閣総理大臣

邦夫・総務大臣）

「毎日・世論フォーラム」これまでの講演会
※肩書は当時

第237回 2011年11月 石原

伸晃・自民党幹事長

第238回 2011年12月 岸井

成格・毎日新聞社主筆

