
共同声明「私たち法学者・法曹は、選択的夫婦別氏制度の早期実現を求めます」 

2021 年 1 月 29 日 

 

 選択的夫婦別氏制度は、生来の氏名と、その下で築かれてきた生き方や人格を大切にしな

がら、夫婦・家族の絆を作り上げることを望む人々に、その道を開くものです。夫婦の氏が

同じか別かということと、夫婦や家族の絆の強さとは無関係です。家族の形態や生活のスタ

イルが多様化しつつある現在の日本では、氏名に対する個人の思いを尊重し、かつ、夫婦や

家族の絆のあり方の多様性を認める制度として、夫婦同氏を望む人には同氏を、別氏を望む

人には別氏を選ぶことができるという選択的夫婦別氏制度が必要だと考えます。 

 

  2017 年、内閣府の世論調査では、法改正に賛成 42,5 ％、反対 29,3％、60 歳未満全体で

は、賛成 50.0％、反対 16.8％です。また、早稲田大学法学部・棚村政行研究室と選択的夫

婦別姓・全国陳情アクションによる 47 都道府県「選択的夫婦別姓」意識調査（2020 年 10

月、全国 7000 名、通称使用という回答枠をもうけない調査）によれば、夫婦同姓・別姓選

択制に賛成 70.6％、反対 14.4％です。2020 年の新聞社等マスコミ調査でも、賛成は 70～

80％です（朝日新聞社 69%、西日本新聞社約 8 割、TOKYOFM82.9%等）。地方自治体議会

において選択的夫婦別氏制度の導入あるいは国会での議論を求める趣旨の意見書を可決し

た数は、2019 年 47 件、20 年 60 件と急増し、本日現在 178 件に及びます。こうした数値

は、夫婦同氏の強制によって生活上支障を来す人がいることが広く認識され、選択制が国民

各層、各地域において受容されていることを示しています。 

 

  1996 年 2 月、法制審議会答申「民法の一部を改正する法律案要綱」において選択的夫婦

別氏制度の導入が明記されてから、約 25 年経ちます。国会においては、個人の主観的な家

族観や信条ではなく、この間の客観的な社会情勢を正しく直視して開かれた場で議論を尽

くし、上記答申を先ずは実現すべきであると考えます。その際には、氏名は人が個人として

尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であるとした最高裁 1988 年 2 月 16 日判決

の法理が尊重されるべきであることを申し添えます。 

                          2021 年 1 月 29 日 

共同声明呼びかけ人  

二宮周平（立命館大学教授）  

犬伏由子（慶應大学名誉教授）  

棚村政行（早稲田大学教授）  

床谷文雄（大阪大学名誉教授） 

                          

共同声明賛同者 1022 名（法学者 302 名、法曹 720 名） 



【法学者】 

青竹美佳（大阪大学大学院高等司法研究科 准教授）／秋月弘子（亜細亜大学国際関係学部 

教授）／浅川千尋（天理大学人間学部 教授）／浅倉むつ子（早稲田大学 名誉教授）／安達

光治（立命館大学法学部 教授）／足立文美恵（宮崎大学・地域資源創成学部 准教授）／阿

部純一（鹿児島大学法文学部 准教授）／新井信之（香川大学法学部 教授）／池内博一（追

手門学院大学 経営学部 准教授）／池田眞朗（武蔵野大学 法学部 教授・大学院法学研究科

⾧）／生駒俊英（福井大学 准教授）／石井幸三（龍谷大学法学部 元教員）／石井美智子（明

治大学法学部 教授）／石塚迅（山梨大学 准教授）／石橋秀起（立命館大学法学部 教授）

／板倉集一（甲南大学大学院法学研究科 教授）／伊藤敬也（青山学院大学法学部 准教授）

／稲垣明博（玉川大学 名誉教授）／稲垣朋子（三重大学人文学部 准教授）／稲田和也（山

梨大学生命環境学部 教授）／稲葉実香（金沢大学法科大学院 准教授）／犬伏由子（慶應義

塾大学 名誉教授）／井上和治（東北大学大学院法学研究科 准教授）／井上匡子（神奈川大

学法学部 教授）／色川豪一（京都先端科学大学経済経営学部 専任講師）／岩井宜子（専修

大学 名誉教授）／岩志和一郎（早稲田大学 名誉教授）／岩本一郎（北星学園大学 教授）

／上北正人（神奈川大学法学部 准教授）／植野妙実子（中央大学 名誉教授）／植松健一（立

命館大学法学部 教授）／植村勝慶（國學院大學法学部 教授）／植本幸子（鹿児島大学法文

学部 教授）／内山敏和（北海学園大学法学部 教授）／梅澤彩（熊本大学法学部 准教授）

／浦田賢治（早稲田大学  名誉教授）／浦野広明（立正大学法学部 客員教授）／榎透（専

修大学法学部 教授）／遠藤隆幸（東北学院大学 法学部 教授）／遠藤美奈（早稲田大学教

育・総合科学学術院 教授）／近江美保（神奈川大学法学部 教授）／大久保邦彦（大阪大学

大学院国際公共政策研究科 教授）／大久保史郎（立命館大学 名誉教授）／大坂恵里（東洋

大学法学部 教授）／大沢光（青山学院大学法学部 教授）／大島梨沙（新潟大学法学部 准

教授）／大野友也（鹿児島大学法文学部 准教授）／大村芳昭（中央学院大学法学部 教授）

／岡田愛（京都女子大学  法学部 教授）／岡田健一郎（高知大学 准教授）／岡田順子（神

戸大学 海事科学研究科 准教授）／岡田直己（青山学院大学法学部 准教授）／岡田行雄（熊

本大学人文社会科学研究部 教授）／岡田好史（専修大学法学部 教授）／岡本直貴（北海学

園大学法学部 准教授）／小川惠（専修大学法学部 専任講師）／小川富之（大阪経済法科大

学法学部 教授）／奥貫妃文（相模女子大学 人間社会学部 准教授）／奥野恒久（龍谷大学

政策学部 教授）／奥山恭子（横浜国立大学 名誉教授）／小澤隆一（東京慈恵会医科大学 教

授）／小畑郁（名古屋大学大学院法学研究科 教授）／折登美紀（福岡大学法学部 教授）／

戒能民江（お茶の水女子大学 名誉教授）／加賀山 茂（名古屋大学 名誉教授）／梶山玉香

（同志社大学法学部 教授）／門広乃里子（國學院大學法学部 教授）／角松生史（神戸大学

大学院法学研究科 教授）／金川めぐみ（和歌山大学 准教授）／鹿野菜穂子（慶應義塾大学 

教授）／神尾真知子（日本大学法学部 教授）／神谷遊（同志社大学法学部 教授）／上机美

穂（札幌大学地域共創学群法学専攻 教授）／紙谷雅子（学習院大学法学部 教授）／上山泰

（新潟大学法学部 教授）／上脇博之（神戸学院大学法学部 教授）／彼谷環（富山国際大学



子ども育成学部 教授）／川上生馬（三重短期大学法経科 准教授）／川淳一（成城大学 教

授）／川角由和（龍谷大学法学部 教授）／川村洋子（法政大学法学部 教授）／岸本雄次郎

（立命館大学法学部 教授）／北山雅昭（早稲田大学教育・総合科学学術院 教授）／衣笠葉

子（近畿大学法学部 教授）／木下智史（関西大学法科大学院 教授）／君嶋祐子（慶應義塾

大学法学部・大学院法学研究科 教授・弁護士）／君塚正臣（横浜国立大学 教授）／金亮完

（山梨学院大学法学部 教授）／木村和成（立命館大学法学部 教授）／木村義和（愛知大学

法学部 准教授）／喜友名菜織（兵庫県立大学 講師）／清末愛砂（室蘭工業大学大学院工学

研究科 准教授）／金玲（関西大学法学部 准教授）／草野元己（大阪経済法科大学法学部 特

別専任教授）／葛野尋之（一橋大学 大学院法科大学院 教授）／葛原力三（関西大学法学部 

教授）／窪幸治（岩手県立大学総合政策学部 教授）／久保宏之（関西大学 教授）／隈元利

佳（関西大学法学部 助教）／倉田玲（立命館大学大学院法務研究科 教授）／倉田原志（立

命館大学 教授）／楜澤能生（早稲田大学 教授）／小泉良幸（関西大学法学部 教授）／古

賀絢子（東京経済大学現代法学部 専任講師）／小口恵巳子（茨城女子短期大学 准教授）／

小谷昌子（神奈川大学法学部 准教授）／児玉弘（佐賀大学経済学部 准教授）／小西飛鳥（平

成国際大学法学部 教授）／小松浩（立命館大学法学部 教授）／小森田秋夫（神奈川大学 教

授）／近藤佳代子（宮城教育大学 名誉教授）／近藤充代（日本福祉大学経済学部 教授）／

合田篤子（金沢大学 教授）／五島京子（国士舘大学法学部 教授）／斎藤司（龍谷大学法学

部 教授）／齋藤哲（獨協大学国際教養学部 教授・弁護士）／斎藤周（群馬大学共同教育学

部 教授）／齋藤由起（大阪大学大学院法学研究科 准教授）／酒井一（関西大学法科大学院 

教授）／酒井博行（北海学園大学 法学部 教授）／坂田隆介（立命館大学法務研究科 准教

授）／佐々木健（専修大学法学部 教授）／佐藤敬二（立命館大学 教授）／佐藤千恵（京都

府立大学公共政策学部 准教授）／佐藤啓子（愛知学院大学法学部 教授）／佐藤雄一郎（東

京学芸大学教育学部 准教授）／椎名規子（拓殖大学政経学部 教授）／宍戸育世（近畿大学 

非常勤講師）／篠田優（北星学園大学経済学部 教授）／篠森大輔（神奈川大学法学部 教授）

／渋谷典子（愛知大学・中京大学・日本福祉大学 非常勤講師）／島岡まな（大阪大学法学

研究科 教授）／冷水登紀代（甲南大学共通教育センター 教授）／清水雅彦（日本体育大学

スポーツマネジメント学部 教授）／庄司真理子（敬愛大学国際学部 教授）／白石裕子（大

東文化大学 名誉教授）／白須真理子（関西大学法学部 准教授）／菅原寧格（北海学園大学

法学部 教授）／杉浦一孝（名古屋大学 名古屋大学名誉教授）／鈴木賢（明治大学法学部 教

授）／鈴木伸智（愛知学院大学法学部 教授）／鈴木博人（中央大学法学部 教授）／Stephanie 

Coop（青山学院大学法学部 准教授）／須藤陽子（立命館大学法学部 教授）／関哲夫（國

學院大學 教授）／高作正博（関西大学法学部 教授）／高杉直（同志社大学法学部 教授）

／高田清恵（琉球大学人文社会学部 教授）／高田恭子（大阪工業大学知的財産学部 准教授）

／髙橋大輔（茨城大学人文社会科学部 准教授）／高橋朋子（成蹊大学法学部 教授）／高橋

裕（神戸大学大学院法学研究科 教授）／髙橋眞（大阪市立大学 名誉教授）／髙橋美加（立

教大学法学部 教授）／高橋めぐみ（日本大学商学部 准教授）／高畑柊子（東北大学法学部 



助教）／竹内俊子（広島修道大学 広島修道大学名誉教授）／竹治ふみ香（同志社大学法学

部 助教）／武田万里子（津田塾大学学芸学部 教授）／竹中智香（駒澤大学法学部 教授）

／竹中俊子（慶應義塾大学 ワシントン大学 教授）／但見亮（一橋大学 法学研究科 教授）

／辰巳直彦（関西大学法学部 教授）／立石直子（岐阜大学 准教授）／建石真公子（法政大

学 法学部 教授）／館田晶子（北海学園大学 教授）／立松美也子（共立女子大学 教授）／

田中亜紀子（三重大学 人文学部 法律経済学科 教授）／田中佑季（帝京大学 助教）／棚村

政行（早稲田大学法学学術院 教授）／谷口洋幸（金沢大学国際基幹教育院 准教授）／谷本

陽一（北海学園大学法学部 教授）／田巻帝子（新潟大学法学部 教授）／玉蟲由樹（日本大

学法学部 教授）／田村理（明治大学情報コミュニケーション学部 教授）／知念晃子（常葉

大学法学部法律学科 助教）／陳宇澄（熊本学園大学社会福祉学部 教授）／塚田哲之（神戸

学院大学法学部 教授）／辻村みよ子（東北大学名誉教授・弁護士 ）／土屋仁美（金沢星稜

大学経済学部 講師）／寺島壽一（北海学園大学法学部 教授）／寺中誠（東京経済大学 教

員）／得津晶（東北大学大学院法学研究科 教授）／床谷文雄（大阪大学 名誉教授・奈良大

学 教授 ）／富田哲（福島大学教育推進機構 名誉教授・特任教授）／豊崎七絵（九州大学 

教授）／鳥居淳子（成城大学 名誉教授）／中尾敏充（大阪大学 名誉教授）／中村民雄（早

稲田大学法学学術院 教授）／中村恵（東洋大学法学部 教授）／中谷崇（立命館大学法学部 

教授）／永下泰之（東京経済大学現代法学部 准教授）／⾧田真里（大阪大学法学研究科 教

授）／⾧塚真琴（一橋大学大学院法学研究科 教授）／永水裕子（桃山学院大学法学部 教授）

／永山茂樹（東海大学法学部 教員）／成澤孝人（信州大学 教授）／成澤寛（山梨学院大学 

教授）／新倉修（青山学院大学 名誉教授）／新島一彦（平成国際大学 法学部 教授）／西

希代子（慶應義塾大学大学院法務研究科 教授）／西元宏治（明治大学法学部 専任教授）／

二宮周平（立命館大学法学部 教授）／二瓶由美子（桜の聖母短期大学 元教授）／丹羽徹（龍

谷大学法学部 教授）／根森健（東亜大学大学院 特任教授）／野沢紀雅（中央大学法科大学

院 教授）／能登真規子（滋賀大学経済学部 教授）／野村健太郎（愛知学院大学法学部 准

教授）／⾧谷河亜希子（弘前大学人文社会科学部 准教授）／花元彩（桃山学院大学法学部 

教授）／濵田絵美（熊本大学人文社会科学研究部 専任講師）／林貴美（同志社大学法学部 

教授）／林真貴子（近畿大学法学部 教授）／原田綾子（名古屋大学大学院法学研究科 教授）

／原田いづみ（鹿児島大学法文学部 教授）／春山習（早稲田大学法学学術院 講師（任期付））

／晴山一穂（専修大学 名誉教授）／馬場健一（神戸大学法学研究科 教授）／坂東俊矢（京

都産業大学法学部 教授）／比良友佳理（京都教育大学 専任講師）／広渡清吾（東京大学 名

誉教授）／藤田勝利（大阪市立大学法学部 名誉教授）／藤谷武史（東京大学社会科学研究

所 教授）／藤野美都子（福島県立医科大学医学部人間科学講座 教授）／藤間大順（神奈川

大学法学部 助教）／古川瓔子（岡山商科大学法学部 非常勤講師）／卞如意（早稲田大学 法

学学術院 助手）／帆足まゆみ（東京国際大学 非常勤講師）／星野茂（明治大学  法学部 准

教授）／堀口悦子（明治大学情報コミュニケーション学部 准教授）／前田太朗（中央大学

法務研究科 准教授）／前田雅子（関西学院大学法学部 教授）／前田美千代（慶應義塾大学



法学部 教授）／前田泰（群馬大学社会情報学部 教授）／前野育三（関西学院大学法学部 名

誉教授）／前原清隆（元日本福祉大学教授）／牧野高志（平成国際大学法学部 准教授）／

町田余理子（中央学院大学 法学部 准教授）／町村泰貴（成城大学法学部 教授）／松井直

之（愛知大学大学院法務研究科 准教授）／松尾知子（関西大学法学部 教授）／松久和彦（近

畿大学法学部 教授）／松宮孝明（立命館大学大学院法務研究科 教授）／松村歌子（関西福

祉科学大学健康福祉学部 准教授）／松本克美（立命館大学大学院法務研究科 教授）／松本

尚子（上智大学法学部 教授）／松本ますみ（室蘭工業大学工学研究科 教授）／マルセロ デ 

アウカンタラ（お茶の水女子大学基幹研究院人間科学系 准教授）／丸山茂（神奈川大学 名

誉教授）／水島朝穂（早稲田大学法学学術院 教授）／水田周平（明治大学法学部 専任講師）

／水野紀子（白鷗大学法学部 教授）／水野吉章（関西大学法学部 教授）／水林彪（早稲田

大学 名誉教授）／三成美保（奈良女子大学 教授）／南方暁（新潟大学 名誉教授）／宮井

雅明（立命館大学法学部 教授）／三宅篤子（中央学院大学法学部 教授）／宮畑加奈子（広

島経済大学 教授）／宮本誠子（金沢大学 准教授）／宮本ともみ（岩手大学人文社会科学部 

副学⾧・教授）／三輪隆（埼玉大学 名誉教授）／三輪まどか（南山大学総合政策学部 教授）

／棟居徳子（早稲田大学社会科学総合学術院 教授）／村瀬 信也（上智大学 名誉教授）／

村田敏一（立命館大学大学院法務研究科 教授）／村田尚紀（関西大学法学部 教授）／茂木

明奈（白鷗大学法学部 准教授）／望月爾（立命館大学法学部 教授）／Yasue Mochizuki（関

西学院大学法学部 教授）／本澤巳代子（筑波大学 名誉教授）／本秀紀（名古屋大学大学院

法学研究科 教授）／森久智江（立命館大学法学部 教授）／森元拓（山梨大学教育学部 教

授）／森山浩江（大阪市立大学 教授）／矢野恵美（琉球大学 教授）／山口直也（立命館大

学 教授）／山口亮子（関西学院大学法学部 教授）／山下泰子（文京学院大学 名誉教授）

／山下祐貴子（島根大学法文学部 講師）／山田孝紀（日本大学法学部法律学科 専任講師）

／山田希（立命館大学法学部 教授）／山野目章夫（早稲田大学法務研究科 教授）／湯山智

之（立命館大学法学部 教授）／横田明美（千葉大学大学院社会科学研究院 准教授）／横田

光平（同志社大学大学院司法研究科 教授）／横藤田誠（広島大学大学院人間社会科学研究

科人文社会科学専攻法学・政治学プログラム 教授）／吉田恒雄（駿河台大学 名誉教授）／

𠮷村顕真（弘前大学人文社会科学部 准教授）／吉村良一（立命館大学法科大学院 特任教授）

／吉本健一（大阪大学名誉教授・弁護士 ）／李妍淑（北海道大学大学院法学研究科附属高

等法政教育研究センター 協力研究員）／郎晴（北海道大学法学研究科付属高等法政教育研

究センター 協力研究員）／若尾典子（元佛教大学教授）／若林三奈（龍谷大学法学部 教授）

／渡辺惺之（大阪大学名誉教授・弁護士 ）／渡辺千原（立命館大学法学部 教授）／渡邉泰

彦（京都産業大学法学部 教授）／和田真一（立命館大学大学院法務研究科 教授）／和田肇

（名古屋大学 名誉教授）／和田美江（非常勤講師） 

【法曹（弁護士）】 

相川一ゑ（弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 弁護士）／相川裕（東京弁護士会 弁護士）

／相澤和美（日本マクドナルド株式会社 弁護士）／相原健吾（神戸合同法律事務所 弁護士）



／相原わかば（弁護士法人 女性協同法律事務所 弁護士）／青井慎一（日本ペイントホール

ディングス株式会社 弁護士）／青木有加（愛知県弁護士会 弁護士）／青野博晃（桜橘法律

事務所 弁護士）／青栁剛史（電車庫通り法律事務所 弁護士）／青山玲弓（名古屋第一法律

事務所 弁護士）／赤石あゆ子（あおば法律事務所 弁護士）／赤松洋子（赤松法律事務所 弁

護士）／秋廣 道郎（九段坂総合法律事務所 弁護士）／秋吉理絵香（和法律総合事務所 弁

護士）／上石奈緒（四季の法律事務所 弁護士）／浅田登美子（丸ビルあおい法律事務所 弁

護士）／浅田眞弓（丸ビルあおい法律事務所 弁護士）／浅野絵里（PwC あらた有限責任監

査法人 弁護士）／足立啓輔（藤井滝沢綜合法律事務所 弁護士）／足立修一（足立・西法律

事務所 弁護士）／足立珠希（足立珠希法律事務所 弁護士）／足立朋子（金融機関勤務 弁

護士）／足立悠（神楽坂キーストーン法律事務所 弁護士）／渥美陽子（渥美坂井法律事務

所弁護士法人麹町オフィス 弁護士）／荒木峻（株式会社コスモスイニシア 弁護士）／有村

とく子（女性共同法律事務所 弁護士）／淡路友起子（淡路友起子法律事務所 弁護士）／粟

谷しのぶ（弁護士法人戸野田並法律事務所 弁護士）／安藤俊文（敦賀法律事務所 弁護士）

／安藤秀樹（安藤法律事務所 弁護士）／飯岡久美（ひまわり法律事務所 弁護士）／飯田学

史（横浜はばたき法律事務所 弁護士）／飯田亮真（アレグロ法律事務所 弁護士）／碇由利

絵（林勘市法律事務所 弁護士）／池田賢太（北海道合同法律事務所 弁護士）／池田慎（弁

護士法人福岡南法律事務所 弁護士）／池永知樹（埼玉東部法律事務所 弁護士）／池本壽美

子（大澤孝征法律事務所 弁護士）／石井逸郎（ウェール法律事務所 弁護士）／石坂俊雄（三

重合同法律事務所 弁護士）／石坂浩（石坂綜合法律事務所 弁護士）／石田淳（せいりょう

法律事務所 弁護士）／石田武臣（東池袋法律事務所 弁護士）／石塚慶如（ゆいと法律事務

所 弁護士）／石橋尚子（菊地綜合法律事務所 弁護士）／伊豆佳誉子（株式会社 Cygames 

弁護士）／磯井美葉（寺本法律会計事務所 弁護士）／板倉由実（髙井村山法律事務所 弁護

士）／市川寛（華鼎国際法律事務所 弁護士）／市川正司（新千代田総合法律事務所 弁護士）

／市橋耕太（旬報法律事務所 弁護士）／伊藤朝日太郎（原後綜合法律事務所 立川事務所 弁

護士）／伊藤一星（弁護士法人宇都宮東法律事務所 弁護士）／伊藤詠子（函館ききょう法

律事務所 弁護士）／伊東香保（まや法律事務所 弁護士）／伊藤勤也（弁護士法人名古屋北

法律事務所 弁護士）／伊藤修太（弁護士法人法律会計事務所さくらパートナーズ 弁護士）

／伊藤雅浩（シティライツ法律事務所 弁護士）／乾てい子（乾特許法律事務所 弁護士）／

井上皓子（⾧島・大野・常松法律事務所 弁護士）／井上啓（横浜法律事務所 弁護士）／井

口直子（いのくち法律事務所 弁護士）／井下顕（六本松総合法律事務所 弁護士）／今泉義

竜（東京法律事務所 弁護士）／今西大介（今西・山本法律事務所 弁護士）／岩井婦妃（か

えで通り法律事務所 弁護士）／岩田研二郎（きづがわ共同法律事務所 弁護士）／岩田登希

子（菊地綜合法律事務所 弁護士）／岩田整（ＴＯＫＹＯ大樹法律事務所 弁護士）／岩田圭

只（弁護士法人岩田法律事務所 弁護士）／岩橋愛佳（弁護士法人岡野法律事務所 弁護士）

／岩元裕介（岩元法律事務所 弁護士）／上岡美穂（吹上法律事務所 弁護士）／上里美登利

（御池総合法律事務所 弁護士）／上田篤史（弁護士法人朝日中央綜合法律事務所 弁護士）



／上田亮祐（弁護士法人イノベンティア 弁護士）／上沼紫野（虎ノ門南法律事務所 弁護士）

／上林千紗（モリソン・フォースター法律事務所 弁護士）／宇加治恭子（明倫国際法律事

務所 弁護士）／宇治野壮歩（⾧島・大野・常松法律事務所 弁護士）／宇田川濱江（宇田川

法律事務所 弁護士）／内川寛（あおば法律事務所 弁護士）／内田和利（こすぎ法律事務所 

弁護士）／内田雅也（弁護士法人ステラ 弁護士）／内村涼子（日比谷晴海通り法律事務所 

弁護士）／内山晶（とやの総合法律事務所 弁護士）／宇都彰浩（宇都・山田法律事務所 弁

護士）／梅津大樹（高江・阿部法律事務所 弁護士）／梅本遥（株式会社ゼネラルパートナ

ーズ 弁護士）／浦部明子（弁護士）／江黒早耶香（第一東京弁護士会 弁護士）／海老澤美

幸（三村小松山縣 法律事務所 弁護士）／海老原夕美（海老原法律事務所 弁護士）／大江

京子（東京東部法律事務所 弁護士）／大江哲平（スマートニュース株式会社 弁護士）／大

川原栄（東京スカイパーク法律事務所 弁護士）／大木和弘（大木和弘法律事務所 弁護士）

／大久保さやか（スズラン法律事務所 弁護士）／大久保秀俊（豊見城総合法律事務所 弁護

士）／大関麻由子（鈴木俊美法律事務所 弁護士）／太田和範（弁護士法人早稲田大学リー

ガル・クリニック 弁護士）／太田啓子（神奈川県弁護士会 弁護士）／太田伸二（新里・鈴

木法律事務所 弁護士）／太田絢子（弁護士法人釘島総合法律事務所 弁護士）／大谷秀美

（弁護士法人御堂筋法律事務所 弁護士）／大谷美紀子（大谷&パートナーズ法律事務所 弁

護士）／太田治夫（日比谷見附法律事務所 弁護士）／太田慈子（一橋綜合法律事務所 弁護

士）／大塚明（神戸居留地法律事務所 弁護士）／大西信幸（弁護士法人ラポール綜合法律

事務所 弁護士）／大沼宗範（弁護士法人東京パブリック法律事務所 弁護士）／大橋沙友里

（楽天株式会社 弁護士）／大畑泰次郎（ソルティオ法律事務所 弁護士）／大畠礼香（沖花・

大畠法律事務所 弁護士）／大室直也（札幌アカシヤ法律事務所 弁護士）／大本崇（河田 大

本 寺山共同法律事務所 弁護士）／大森夏織（東京南部法律事務所 弁護士）／大八木葉子

（城北法律事務所 弁護士）／大山知康（弁護士法人ゆずりは新見法律事務所 弁護士）／大

脇美保（市民共同法律事務所 弁護士）／岡崎文美（ENEOS 株式会社 弁護士）／岡崎敬（法

学館法律事務所 弁護士）／岡﨑倫子（きずな大阪法律事務所 弁護士）／岡﨑由美子（島根

県弁護士会・岡崎法律事務所 弁護士）／大形航（西村あさひ法律事務所 弁護士）／岡田一

輝（弁護士）／岡部真記（オリンピア法律事務所 弁護士）／岡村香里（ぐんま法律事務所 

弁護士）／岡村晴美（弁護士法人名古屋南部法律事務所 弁護士）／小笠原亜希（住友金属

鉱山株式会社 弁護士）／小笠原基也（もりおか法律事務所 弁護士）／緒方枝里（九州合同

法律事務所 弁護士）／小川彩（カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 弁護士）／

小川恭子（女性の法律事務所パール 弁護士）／小川典子（真和総合法律事務所 弁護士）／

奥見はじめ（奥見法律事務所 弁護士）／奥村徹（奥村＆田中法律事務所 弁護士）／奥村朋

子（プリズム法律事務所 弁護士）／小倉知子（ナリッジ共同法律事務所 弁護士）／小島秀

一（弁護士法人早稲田大学リーガル・クリニック 弁護士）／越知覚子（弁護士法人梅ヶ枝

中央法律事務所 弁護士）／⿁鞍奈美（第二東京弁護士会 弁護士）／小貫陽介（リベラ法律

事務所 弁護士）／小山悠（佐々木・笠原法律事務所 弁護士）／尾山ひろこ（バイオジェン・



ジャパン株式会社 コンプライアンスオフィサー）／折井純（さかきばら法律事務所 弁護

士）／蔭山麻里子（Keller Rohrback L.L.P. ワシントン州弁護士）／笠置裕亮（横浜法律事

務所 弁護士）／笠間哲史（法技研横浜法律事務所 弁護士）／柏熊志薫（弁護士法人女性協

同法律事務所 弁護士）／粕田陽子（薫風法律事務所 弁護士）／加瀨谷拓（菅野淳一法律事

務所 弁護士）／片岡詳子（株式会社コーチ・エィ 取締役監査等委員/弁護士）／加藤貴裕

（弁護士）／加藤丈晴 （北海道合同法律事務所 弁護士）／加藤奈緒（松田綜合法律事務所 

弁護士）／加藤雅大（企業内弁護士 弁護士）／加藤好隆（弁護士）／角崎恭子（女性共同

法律事務所 弁護士）／金澄道子（金澄道子法律事務所 弁護士 元日本女性法律家協会副会

⾧）／兼川真紀（インテグラル法律事務所 弁護士）／金子愛（弁護士金子愛・コンコード

法律事務所 弁護士）／金子舞（旭川弁護士会 弁護士）／金子美晴（北千住法律事務所 弁

護士）／金子裕子（アルコニックス株式会社 弁護士）／金谷達男（⾧田広告株式会社 弁護

士）／兼松洋子（弁護士法人名古屋法律事務所 弁護士）／加納小百合（東京合同法律事務

所 東京弁護士会所属 弁護士）／椛島敏雅（弁護士法人福岡南法律事務所 弁護士）／加部

歩人（東京法律事務所 弁護士）／釜谷理恵（林勘市法律事務所 弁護士）／上岡由紀子（上

野・横山・渡法律事務所 弁護士）／紙子達子（紙子法律事務所 弁護士）／紙子陽子（紙子

法律事務所 弁護士）／亀石倫子（法律事務所エクラうめだ 弁護士）／亀井千恵子（緑オリ

ーブ法律事務所 弁護士）／亀井尚也（かけはし法律事務所 弁護士・関西学院大学司法研究

科 教授 ）／川上葵（つくし法律事務所 弁護士）／川上麻里江（さっぽろ法律事務所 弁護

士）／川口彩子（川崎合同法律事務所 弁護士）／川崎裕子（大阪弁護士会 弁護士）／川下

清（梅田総合法律事務所 弁護士）／川添圭（アテンド総合法律事務所 弁護士）／川戸万葉

（新宿南法律事務所 弁護士）／川原拓也（川原法律事務所 弁護士）／川見未華（東京弁護

士会 弁護士）／川村哲二（春陽法律事務所 弁護士）／河村光（弁護士法人御堂筋法律事務

所 弁護士）／川村正衡（上尾あおぞら法律事務所 弁護士）／河本みま乃（番町総合法律事

務所 弁護士）／神田安積（弁護士法人早稲田大学リーガル・クリニック 弁護士）／菅奈穂

（パーソルホールディングス株式会社 GRC 本部⾧ 弁護士）／菅野真光（ハイフィールド

法律事務所 弁護士）／神原元（武蔵小杉合同法律事務所 弁護士）／菊地初音（プリズム法

律事務所 弁護士）／岸朋弘（東京法律事務所 弁護士）／岸松江（東京法律事務所 弁護士）

／岸本尚子（本坊法律事務所 弁護士）／岸本紀子（積水ハウス株式会社 法務部 弁護士）

／岸本学（みせばや総合法律事務所 弁護士）／木嶋洋平（新四谷法律事務所 弁護士）／北

尾美帆（弁護士法人北尾法律事務所 弁護士）／北島みどり（北島法律事務所 弁護士）／北

田美由紀（トランス・コスモス株式会社 弁護士）／北村聡子（はなみずき法律事務所 弁護

士）／橘高真佐美（大谷＆パートナーズ法律事務所 弁護士）／城戸美保子（ざっしょのく

ま法律事務所 弁護士）／木下真由美（木下国際法律事務所 弁護士）／木葉文子（太田宏樹

法律事務所 弁護士）／木村綾菜（弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 弁護士）／木村仁

美（つじきむら法律事務所 弁護士）／木村真理子（ときわ法律事務所 弁護士）／久加和孝

（エクスリンク法律事務所 弁護士）／清田乃り子（清田法律事務所 弁護士）／清田美喜



（弁護士法人ピース 門司中央法律事務所支部 弁護士）／清野美衣（森・濱田松本法律事務

所 弁護士）／金城美江（三好総合法律事務所 弁護士）／草場裕之（草場法律事務所 弁護

士）／國嶋洋伸（弁護士法人福岡南法律事務所 弁護士）／久納京祐（福島県弁護士会 弁護

士）／久野由詠（名古屋第一法律事務所 弁護士）／久保井摂（九州合同法律事務所 弁護士）

／久保達弘（松田綜合法律事務所 弁護士）／熊谷真喜（祝田法律事務所 弁護士）／熊倉俊

吾（レオパレス２１ 弁護士）／熊坂奈緒美（熊坂法律事務所 弁護士）／倉重都（あかしあ

法律事務所 弁護士）／栗原さやか（仙台あさひ法律事務所 弁護士）／黒岩容子（都民総合

法律事務所 弁護士）／黒田愛（久保井総合法律事務所 弁護士）／黒羽倫子（AIN 法律事務

所 弁護士）／黒柳泰子（リップル法律事務所 弁護士）／桑島英美（大空法律事務所 弁護

士）／桑原豊（弁護士法人第一法律事務所 弁護士）／小出真実（弁護士法人奔流 弁護士）

／高坂明奈（女性共同法律事務所 弁護士）／上瀧浩子（上瀧法律事務所 弁護士）／甲能新

児（甲能法律事務所 弁護士）／小島妙子（仙台弁護士会 弁護士）／小谷成美（ソフィオ法

律事務所 弁護士）／小谷寛子（小谷法律事務所 弁護士）／小谷磨衣（⾧島・大野・常松法

律事務所 弁護士）／小沼千夏（AWL 法律税務事務所 弁護士）／小原路絵（御池総合法律

事務所 弁護士）／小林香織（東京弁護士会 弁護士）／小林航太（法律事務所ストレングス 

弁護士）／小林玲生起（弁護士法人シーライト藤沢法律事務所 弁護士）／小牧英夫（神戸

花くま法律事務所 弁護士）／小松亀一（小松亀一法律事務所 弁護士）／小松健太（独立行

政法人 国際協力機構 弁護士）／古家野彰平（弁護士法人古家野法律事務所 弁護士）／小

山達也（新千代田総合法律事務所 弁護士）／近藤姫美（近藤姫美法律事務所 弁護士）／金

野志保（金野志保はばたき法律事務所 弁護士）／今野久子（東京法律事務所 弁護士）／今

野百合子（弁護士法人リーガルプロフェッション 弁護士）／呉明植（法学館法律事務所 弁

護士）／郷原由合（弁護士法人福山法律事務所 弁護士）／後藤富和（大橋法律事務所 弁護

士）／後藤雄大（小野法律事務所 弁護士）／五味祐子（国広総合法律事務所 弁護士）／五

来久美子（染井さくら法律事務所 弁護士）／三枝恵真（三枝法律事務所 弁護士）／齊藤園

生（さいとう法律事務所 弁護士）／斎藤匠（弁護士斎藤匠法律事務所 弁護士）／斎藤義房

（駒込法律事務所 弁護士）／酒井圭（公園通り法律事務所 弁護士・一橋大学法学研究科 特

任准教授 ）／酒井桃子（わかばの風法律事務所 弁護士）／榊原富士子（東京弁護士会 弁

護士）／榊原美紀（ユニバーサル ミュージック合同会社 弁護士 ）／坂下裕一（新埼玉法

律事務所 弁護士）／坂根大亮（弁護士法人第一法律事務所 弁護士）／坂野史子（静岡のぞ

み法律特許事務所 弁護士）／匂坂千穂（すずらん⾧野法律事務所 弁護士）／佐久間敬子

（佐久間敬子法律事務所 弁護士）／櫻井宏平（NTS 総合弁護士法人 弁護士）／櫻井美幸

（花水木法律事務所 弁護士）／桜木真理子（弁護士法人釘島総合法律事務所 弁護士）／佐

古麻衣子（桜田通り総合法律事務所 弁護士）／佐々木久実（ターマン法律事務所 弁護士）

／笹泰子（東京弁護士会 弁護士）／佐藤有紗（アネモネ法律事務所 弁護士）／佐藤香織（鴻

和法律事務所 弁護士）／佐藤邦男（弁護士法人広島みらい法律事務所 弁護士）／佐藤隆志

（ベイアヴェニュー法律事務所 弁護士）／里内友貴子（里内法律事務所 弁護士）／佐藤舞



（ベリーベスト法律事務所 弁護士）／佐藤正子（高島法律事務所 弁護士）／佐藤真奈美

（広島法律事務所 弁護士）／佐藤倫子（田岡・佐藤法律事務所 弁護士）／佐藤有紀（創・

佐藤法律事務所 弁護士）／佐藤由紀子（佐藤由紀子法律事務所 弁護士）／佐藤由麻（南町

通り法律事務所 弁護士）／佐貫葉子（NS 綜合法律事務所 弁護士）／澤田雄高（九段坂総

合法律事務所 弁護士）／山内一浩（旬報法律事務所 弁護士）／塩生朋子（四谷共同法律事

務所 弁護士）／塩川茂（弁護士法人芦屋西宮市民法律事務所 弁護士）／志賀絵里子（サム

ティアセットマネジメント株式会社 弁護士）／重野裕子（弁護士法人かながわパブリック

法律事務所 弁護士）／志田なや子（まちだ・さがみ総合法律事務所 弁護士）／七堂眞紀（大

阪弁護士会 弁護士）／篠田奈保子（釧路弁護士会 弁護士）／篠原宏二（名古屋北法律事務

所 弁護士）／四宮啓（國學院大學 教授・弁護士）／柴垣明彦（日比谷シティ法律事務所 弁

護士）／柴田美鈴（NS 綜合法律事務所 弁護士）／島尾恵理（ライオン橋法律事務所 弁護

士）／嶋﨑量（神奈川総合法律事務所 弁護士）／嶋田彰浩（新宿通り法律事務所 弁護士）

／島田広（佐藤島田法律事務所 弁護士）／清水元（Supership ホールディングス株式会社 

弁護士）／清水皓貴（日比谷シティ法律事務所 弁護士）／清水光子（赤沼法律事務所 弁護

士）／志村新（東京法律事務所 弁護士）／下東信三（くるめ市民の法律事務所 弁護士）／

白井晶子（第二東京弁護士会 弁護士）／白石弘美（株式会社日本 HP 弁護士）／白石裕美

子（新和総合法律事務所 弁護士）／白岩大樹（白岩法律事務所 弁護士）／白神優理子（八

王子合同法律事務所 弁護士）／白木麗弥（ハミングバード法律事務所 弁護士）／白鳥玲子

（西池袋法律事務所 弁護士）／新宮浩平（鴻和法律事務所 弁護士）／新康平（弁護士法人

はるか青森支部青森法律事務所 弁護士）／新谷俊彦（新谷俊彦法律事務所 弁護士）／新藤

圭介（日医工株式会社 弁護士）／新藤えりな（九段坂総合法律事務所 弁護士）／進藤一樹

（弁護士法人名古屋南部法律事務所平針事務所 弁護士）／秦雅子（第二東京弁護士会 弁護

士）／神保大地（さっぽろ法律事務所 弁護士）／水地啓子（森法律事務所 弁護士）／末吉

永久（向井法律事務所 弁護士）／菅原健（菅原・佐々木法律事務所 弁護士）／杉本拓也（コ

スモポリタン法律事務所 弁護士）／杉本博丈（青天法律事務所（札幌弁護士会） 弁護士）

／鈴木愛子（鈴木法律事務所 弁護士）／鈴木敦士（中村総合法律事務所 弁護士）／鈴木杏

奈（稲沢建設株式会社 専務取締役(法務担当部⾧)  弁護士）／鈴木かおり（若林・渡邊法

律事務所 弁護士）／鈴木啓示（横浜合同法律事務所 弁護士）／鈴木翔平（TMI 総合法律

事務所 弁護士）／鈴木創大（旬報法律事務所 弁護士）／鈴木朋絵（鈴木法律事務所 弁護

士）／鈴木秀忠（マーブル法律事務所 弁護士）／鈴木含美（弁護士法人公園通法律事務所 

弁護士）／鈴木理司（弁護士法人横山法律事務所渋谷オフィス 弁護士）／須田晶子（アネ

スティ法律事務所 弁護士）／須田布美子（須田布美子法律事務所 弁護士）／砂原薫（弁護

士法人名古屋南部法律事務所 弁護士）／住原秀一（弁護士）／青龍美和子（東京法律事務

所 弁護士）／関口速人（滋賀第一法律事務所 弁護士）／関野修平（弁護士法人第一法律事

務所 弁護士）／関夕三郎（石原・関・猿谷法律事務所 弁護士）／芹澤眞澄（新宿西口法律

事務所 弁護士）／仙頭真希子（せんとう法律事務所 弁護士）／曽我瑞紀（高砂熱学工業株



式会社 弁護士）／染谷隆明（池田・染谷法律事務所 弁護士）／空野佳弘（空野法律事務所 

弁護士）／宋昌錫（シティユーワ法律事務所 弁護士）／田岡直博（田岡・佐藤法律事務所 

弁護士）／高木良平（ＭＪ法律事務所 弁護士）／髙木由美子（さつき法律事務所 弁護士）

／高崎和美（みどり法律事務所 弁護士）／高田沙代子（ケレス法律事務所 弁護士）／高遠

あゆ子（クラルテ法律事務所 弁護士）／高野倉勇樹（北千住あすみ法律事務所 弁護士）／

高野良子（福田耕治法律事務所 弁護士）／高橋厚至郎（福岡県弁護士会 弁護士）／高橋拓

（うみかぜ法律事務所 弁護士）／高橋未紗（千鳥ヶ淵法律事務所 弁護士）／髙橋済（台東

協同法律事務所 弁護士）／滝浦のぞみ（弁護士法人Ａ．Ｉ．ステップ 弁護士）／滝沢香（東

京法律事務所 弁護士）／滝沢圭（多賀城法律事務所 弁護士）／田口悠樹（LM 総合法律事

務所 弁護士）／竹内章子（笠井総合法律事務所 弁護士）／竹内奏子（江東総合法律事務所 

弁護士）／竹内千賀子（オリンピア法律事務所 弁護士）／竹内裕美（弁護士法人⿁頭・竹

内法律事務所 弁護士）／竹澤克己（新千代田総合法律事務所 弁護士）／竹下博將（中島・

宮本・溝口法律事務所 弁護士）／武田明子（鈴木覚法律事務所 弁護士）／武田昌邦（新千

代田総合法律事務所 弁護士）／竹田美由紀（とまこまい総合法律事務所 弁護士）／竹中宏

一（竹中法律事務所 弁護士）／竹信航介（札幌アカシヤ法律事務所 弁護士）／田坂幸（西

日本鉄道株式会社 弁護士）／田崎俊彦（神戸花くま法律事務所 弁護士）／舘脇幸子（エー

ル法律事務所 弁護士）／田中亜樹（森・濱田松本法律事務所 弁護士）／田中貴文（札幌お

おぞら法律事務所 弁護士）／田中利美（田中法律事務所 弁護士）／田中真由美（あおば法

律事務所 弁護士）／田中芳太郎（田中法律事務所 弁護士）／田中慈乃（酒井法律事務所 弁

護士）／棚村隆行（あおい川崎法律事務所 弁護士）／谷口純一（宮崎くすの樹法律事務所 

弁護士）／谷英樹（弁護士法人シヴィル法律事務所 弁護士）／谷道一貴（九段坂総合法律

事務所 弁護士）／田伏美穂（池田咲子法律事務所 弁護士）／田巻紘子（弁護士法人名古屋

南部法律事務所 弁護士）／大門あゆみ（法律事務所 UNSEEN 弁護士）／伊達雄介（新千

代田総合法律事務所 弁護士）／伊達有希子（新千代田総合法律事務所 弁護士）／段林君子

（桜花法律事務所 弁護士）／茶木真理子（御池総合法律事務所 弁護士）／丁村香緒里（株

式会社ミックウェア 弁護士）／千綿俊一郎（吉村敏幸法律事務所 弁護士）／塚田智宏（森・

濱田松本法律事務所 弁護士）／塚原英治（東京南部法律事務所 弁護士）／津金貴康（法テ

ラス阪神法律事務所 弁護士）／津久井進（弁護士法人芦屋西宮市民法律事務所 弁護士）／

辻亜希子（弁護士法人東京開智法律事務所国分寺事務所 弁護士）／辻明嘉（湯澤晃法律事

務所 弁護士）／辻拓一郎（つじきむら法律事務所 弁護士）／辻田航（北千住法律事務所 弁

護士）／都築さやか（弁護士法人名古屋南部法律事務所 弁護士）／綱森史泰（堀江・大崎・

綱森法律事務所 弁護士）／角田由紀子（第２東京弁護士会 弁護士」）／坪田晶子（法律事

務所 YOSHI 代表弁護士）／坪田優（東京南部法律事務所 弁護士）／壷屋広紀（壷屋法律

事務所 弁護士）／鶴田桂子（TMI 総合法律事務所 弁護士）／寺西環江（和法律総合事務

所 弁護士）／寺野朱美（本町ユナイテッド法律事務所 弁護士）／寺原真希子（弁護士法人

東京表参道法律会計事務所 弁護士）／寺町東子（東京きぼう法律事務所 弁護士）／東條宏



（東條宏法律事務所 弁護士）／徳永裕文（弁護士法人北千住パブリック法律事務所 弁護

士）／徳永由華（弁護士法人福岡南法律事務所 弁護士）／登坂峻（Enrst and Young LLP 

弁護士）／利國隆（株式会社荏原製作所 弁護士）／敏森彩（法律事務所くらふと 弁護士）

／戸田真理子（株式会社ＩＰ BRIDGE 弁護士）／飛田貴弘（粟澤・山本法律事務所 弁護

士）／富岡恵美子（富岡法律事務所 弁護士）／冨田さとこ（法テラス東京法律事務所 弁護

士）／豊川義明（c＆l 法律事務所 弁護士）／豊澤朋子（大谷＆パートナーズ法律事務所 弁

護士）／土居太郎（千葉中央法律事務所 弁護士）／土居由佳（姫路総合法律事務所 弁護士）

／土橋拓朗（稲葉総合法律事務所 弁護士）／土肥尚子（新宿南法律事務所 弁護士）／中井

洋恵（ひなた法律事務所 弁護士）／中尾雄史（フレッシュフィールズブルックハウスデリ

ンガー法律事務所 オフィスマネージングパートナー弁護士）／中川明子（シティユーワ法

律事務所 弁護士）／中川勝之（東京法律事務所 弁護士）／中川重徳（諏訪の森法律事務所 

弁護士）／中川瑞代（第二東京弁護士会 西東京ひの法律事務所 弁護士）／中川素充（オア

シス法律事務所 弁護士）／中子祐矢（住田正夫法律事務所 弁護士）／中込律子（ユナイテ

ッド・コモンズ法律事務所 弁護士）／中澤聡（敦賀法律事務所 弁護士）／中澤佑一（弁護

士法人戸田総合法律事務所 弁護士）／中嶌実香（⾧野県弁護士会 中嶌法律事務所 弁護士）

／仲地彩子（ひびき法律事務所 弁護士）／中西俊枝（アイリス法律事務所 弁護士）／中野

俊徳（観音寺法律事務所 弁護士）／中野麻美（弁護士法人りべるて・えがりて法律事務所 

弁護士）／中野竜河（シチズンシップ法律事務所 弁護士）／中原潤一（弁護士法人ルミナ

ス法律事務所 弁護士）／中丸勘太郎（会社勤務 弁護士）／中村多美子（弁護士法人リブラ

法律事務所 弁護士）／中村恵美子（第二東京弁護士会 弁護士）／中村和雄（市民共同法律

事務所 弁護士）／中村光太郎（けやき通り法律事務所 弁護士）／中村貴之（レゾン総合法

律事務所 弁護士）／中村優介（江東総合法律事務所 弁護士）／中村里香（北大阪総合法律

事務所 弁護士）／中山純子（川越元町法律事務所 弁護士）／中山泰章（日本橋法律特許事

務所 弁護士）／仲村渠桃（東京中央法律事務所 弁護士）／永井弘二（御池総合法律事務所 

弁護士）／永井幸輔（弁護士）／⾧崎玲（第二東京弁護士会 弁護士）／永田明良（株式会

社十六銀行 課⾧代理・弁護士）／永縄恭子（よつ葉法律事務所 弁護士）／永野海（中央法

律事務所 弁護士）／⾧野浩三（御池総合法律事務所 弁護士）／永野広美（アヴァンギャル

ド法律事務所 弁護士）／永野靖（永野・山下法律事務所 弁護士）／永本能子（オハナ法律

事務所 弁護士）／⾧和竜平（練馬・市民と子ども法律事務所 弁護士）／渚舞（リゾートト

ラスト株式会社 弁護士）／成田教子（成田・武野法律事務所 弁護士）／成見暁子（宮崎く

すの樹法律事務所 弁護士）／南川麻由子（あおぞらの虹法律事務所 弁護士）／新山直行

（名古屋北法律事務所 弁護士）／西田小百合（カメリア法律事務所 弁護士）／西田寛（あ

けぼの法律事務所 弁護士）／西田陽子（西田陽子法律事務所 弁護士）／西端裕子（とみし

ろ法律事務所 弁護士）／二宮淳悟（新潟合同法律事務所 弁護士）／二本柳宏美（弁護士法

人矢吹法律事務所 弁護士）／丹羽浩介（弁護士法人興和法律事務所 弁護士）／丹羽聡子

（丹羽綜合法律事務所 弁護士）／丹羽有紀（弁護士法人 興和法律事務所 弁護士）／根本



鮎子（ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所 弁護士）／野上佳世子（野上法律事務所 

弁護士）／野口敏彦（中島·宮本·溝口法律事務所 弁護士）／野﨑薫子（野﨑法律事務所 弁

護士）／野条健人（かがりび綜合法律事務所 弁護士）／野曽原悦子（広島総合法律会計事

務所 弁護士）／野竹夏江（お茶の水共同法律事務所 弁護士）／野田俊之（弁護士法人伏見

総合法律事務所 弁護士）／野々山宏（御池総合法律事務所 弁護士）／農端康輔（神楽坂キ

ーストーン法律事務所 弁護士）／野村裕（弁護士）／乘井弥生（女性共同法律事務所 弁護

士）／芳賀淳（芳賀淳法律事務所 弁護士）／萩田啓祐（弁護士法人福山法律事務所 弁護士）

／萩原貴彦（萩原法律事務所 弁護士）／橋本佳子（東京法律事務所 弁護士）／橋本太地（あ

なたのみかた法律事務所 弁護士）／橋本孝史（江崎グリコ株式会社 弁護士）／橋本智子

（大阪弁護士会 弁護士）／⾧谷川一裕（弁護士法人名古屋北法律事務所 弁護士）／⾧谷川

靖（アズビル株式会社 弁護士）／⾧谷川裕史（ベリーベスト法律事務所 弁護士）／羽田野

晶子（アクセンチュア株式会社 弁護士）／花島伸行（弁護士法人青葉法律事務所 弁護士）

／葉野彩子（弁護士法人第一法律事務所 弁護士）／浜崎大輔（浜崎法律事務所 弁護士）／

濵嶌将周（緑オリーブ法律事務所 弁護士）／濱本浩平（Joyson Safety Systems Japan 株式

会社 弁護士）／早川雅子（早川法律事務所 弁護士）／早川友希（弁護士法人第一法律事務

所 弁護士）／早坂由起子（さかきばら法律事務所 弁護士）／早田由布子（旬報法律事務所 

弁護士）／原島有史（早稲田リーガルコモンズ法律事務所 弁護士）／原田直子（弁護士法

人女性協同奉律事務所 弁護士）／原英彰（JPS 総合法律事務所 弁護士）／原市（原市法律

事務所 弁護士）／原若葉（第一東京弁護士会 弁護士）／半田望（半田法律事務所 弁護士）

／番敦子（番法律事務所 弁護士）／日置雅晴（神楽坂キーストーン法律事務所 弁護士）／

日笠倫子（みなみ大通法律事務所 弁護士）／東敦子（黒崎合同法律事務所 弁護士）／東麗

子（東京リベルテ法律事務所 弁護士）／日髙稔基（森・濱田松本法律事務所 弁護士）／秀

嶋ゆかり（札幌・秀嶋法律事務所 弁護士）／日原聡一郎（ベリーベスト法律事務所 弁護士）

／平井哲史（東京法律事務所 弁護士）／平井利明（中村・平井・田邉法律事務所 弁護士）

／平岡路子（滑川ふたば法律事務所 弁護士）／平沢郁子（アレグレット法律事務所 弁護士）

／平林健吾（シティライツ法律事務所 弁護士）／平林剛（弁護士法人ソーシャルワーカー

ズ 弁護士）／平松真二郎（城北法律事務所 弁護士）／深道祐子（仁科・深道法律事務所 弁

護士）／深堀寿美（福岡第一法律事務所 弁護士）／吹屋響子（TOTO 株式会社 社内弁護

士）／福市航介（虎ノ門総合法律事務所 弁護士）／福岡聰一郎（福岡法律事務所 弁護士）

／福竹亮（福竹法律会計事務所  弁護士）／福田太一（ひまわり法律事務所（広島） 弁護

士）／福永紗織（福永紗織法律事務所 弁護士）／藤井啓輔（川崎北合同法律事務所 弁護士）

／藤井豊（京都第一法律事務所 弁護士）／藤岡達麻（ひまわり法律事務所 弁護士）／藤崎

毅（三菱 UFJ 銀行 弁護士）／藤本圭子（岩元法律事務所 弁護士）／藤原規眞（藤原のり

まさ法律事務所 弁護士）／渕上隆（東京中央法律事務所 弁護士）／舟串信寛（舟串・森本

法律事務所 弁護士）／舩澤弘行（弁護士法人房総法律 弁護士）／舟橋和宏（レイ法律事務

所 弁護士）／船山暁子（ルピナス法律事務所 弁護士）／古川真紀（古川・佐藤法律事務所 



弁護士）／毒島光志（弁護士法人第一法律事務所 弁護士）／裵明玉（弁護士法人名古屋北

法律事務所 弁護士）／細川良造（細川総合法律事務所 弁護士）／細永貴子（旬報法律事務

所 弁護士）／堀井秀知（浅田法律事務所 弁護士）／堀徳嗣（法テラス倉吉法律事務所 弁

護士）／本上博丈（中神戸法律事務所 弁護士）／本多朱里（山本健司法律事務所 弁護士）

／本多広高（本多法律事務所 弁護士）／本坊憲緯子（本坊法律事務所 弁護士）／本間裕美

（みらい共同法律事務所 弁護士）／前川寛生（田岡佐藤法律事務所 弁護士）／前川雄司

（東京合同法律事務所 弁護士）／前之原慶介（⾧瀬産業株式会社 弁護士）／前原淑恵（広

島大学ハラスメント相談室 弁護士）／眞柄聡美（YKK 株式会社 弁護士）／増岡研介（増

岡総合法律事務所 弁護士）／増田嵩栄（広島弁護士会 弁護士）／舛田正（北千住パブリッ

ク法律事務所 弁護士）／増村圭一（九段坂総合法律事務所 弁護士）／松井千惠子（松井法

律事務所 弁護士）／松井隆司（法律事務所コスモス 弁護士）／松井るり子（松井法律事務

所 弁護士）／松浦恭子（弁護士法人女性協同法律事務所 弁護士）／松浦健太郎（庄司・松

浦法律事務所 弁護士）／松浦由加子（松浦法律事務所 弁護士）／松尾翼（弁護士法人 松

尾綜合法律事務所 弁護士）／松尾政治（滑川ふたば法律事務所 弁護士）／松尾梨奈（東京

弁護士会 弁護士）／松澤麻美子（福岡西法律事務所 弁護士）／松嶋敏明（松嶋敏明法律事

務所 弁護士）／松嶋未玲（デロイト トーマツ コーポレート ソリューション合同会社 弁

護士）／松永成高（渥美坂井法律事務所弁護士法人麹町オフィス 弁護士）／松野絵里子（東

京弁護士会 弁護士）／松原有里枝（畑井・松原法律事務所 弁護士）／松本常広（武蔵小山

法律事務所 弁護士／品川区議会議員）／松本三加（浜通り法律事務所 弁護士）／松本康之

（⾧野総合法律事務所 弁護士）／間宮静香（緑オリーブ法律事務所 弁護士）／丸地英明

（マリタックス法律事務所 弁護士）／三浦じゅん（坂野法律事務所 弁護士）／三浦徹也

（あさひ法律事務所 弁護士）／三浦裕章（三島総合法律事務所 弁護士）／三浦義隆（京葉

弁護士法人 弁護士）／三枝由季（藤田・川崎法律事務所 弁護士）／三上早紀（ソーシャル

ワーカーズ法律事務所 弁護士）／三上直子（星六花法律事務所 弁護士）／三澤英嗣（信和

法律事務所 弁護士）／水谷陽子（弁護士法人名古屋法律事務所 弁護士）／水橋孝徳（早稲

田リーガルコモンズ法律事務所 弁護士）／溝上聡美（メソテース法律事務所 弁護士）／光

飛田透子（小澤・光飛田 法律事務所 弁護士）／皆川涼子（大谷＆パートナーズ法律事務所 

弁護士）／壬生百香（早稲田リーガルコモンズ法律事務所 弁護士）／宮城直大（坂田経営

綜合法律事務所 弁護士）／宮腰直子（ふなばし法律事務所 弁護士）／宮下萌（キーストー

ン法律事務所 弁護士）／宮下泰彦（中山法律事務所 弁護士）／宮田逸江（藤枝のぞみ法律

特許事務所 弁護士）／宮地光子（女性共同法律事務所 弁護士）／宮本圭子（弁護士法人第

一法律事務所 弁護士）／三輪記子（東京ファミリア法律事務所 弁護士）／向井亜希（広島

銀行 弁護士）／向井渉太（金沢セントラル法律事務所 弁護士）／武藤暁（練馬・市民と子

ども法律事務所 弁護士）／村上尚子（こころ法律事務所 弁護士）／村木一郎（法テラス埼

玉法律事務所 弁護士）／村越進（新千代田総合法律事務所 弁護士）／村越芳美（村越芳美

法律事務所 弁護士）／村田和希（東京丸の内法律事務所 弁護士）／村中貴之（練馬・市民



と子ども法律事務所 弁護士）／村松敦子（半澤村松法律事務所 弁護士）／村松謙（弁護士

法人小田原三の丸法律事務所 弁護士）／室穂高（岡崎北法律事務所 弁護士）／元倉美智子

（たんぼぽ法律事務所 弁護士）／森あい（阿蘇法律事務所 弁護士）／森江悠斗（銀座高橋

法律事務所 弁護士）／森 一恵（三重合同法律事務所 弁護士）／森謙司（三善法律会計事

務所 弁護士）／森崎信介（岩手銀河法律事務所 弁護士）／森嶋裕子（あぽろ法律事務所 弁

護士）／森千紘（株式会社ケン・コーポレーション 弁護士）／森野俊彦（大阪弁護士会 弁

護士）／森理俊（S&W 国際法律事務所 弁護士）／森本志磨子（葛城・森本法律事務所 弁

護士）／森本智弥（CLS 日比谷東京法律事務所 弁護士）／森葉子（四谷あけぼの法律事務

所 弁護士）／諸富健（市民共同法律事務所 弁護士）／矢上浄子（アンダーソン毛利友常法

律事務所 弁護士）／八木麻実（高井・岡芹法律事務所 弁護士）／矢口敬子（日本電産株式

会社 弁護士）／矢﨑暁子（弁護士法人名古屋北法律事務所 弁護士）／安井桂大（西村あさ

ひ法律事務所 弁護士）／安川尚美（村松法律事務所 弁護士）／安田和男（大谷＆パートナ

ーズ法律事務所 弁護士）／安元義博（リード総合法律会計事務所 弁護士）／八隅美佐子

（すずらん法律事務所 弁護士）／栁優香（六本松中央法律事務所 弁護士）／山内裕雅（森・

濱田松本法律事務所 弁護士）／山内益恵（弁護士法人名古屋北法律事務所ちくさ事務所 弁

護士）／山神麻子（ITN 法律事務所 弁護士）／八巻優（株式会社日本経済研究所 弁護士）

／山口千日（みなみ大通法律事務所 弁護士）／山崎靖子（古都の風法律事務所 弁護士）／

山崎新（アイリス法律事務所 弁護士）／山崎道雄（立進法律特許事務所 弁護士）／山崎雄

一郎（みとしろ法律事務所 弁護士）／山下敏雅（永野・山下法律事務所 弁護士）／山田暁

子（みなみ大通法律事務所 弁護士）／山田麻登（あゆの風法律事務所 弁護士）／山田いず

み（宇都・山田法律事務所 弁護士）／山田佳以（北海道合同法律事務所 弁護士）／山田徹

（高槻フルール法律事務所 弁護士）／山田裕輝（旭有機材株式会社 弁護士）／大和加代子

（新宿法律事務所 弁護士）／山中友美（アルプスアルパイン株式会社 弁護士）／山西美明

（⾧野総合法律事務所 弁護士）／山辺直義（ひらつか西口法律事務所 弁護士）／山本和人

（弁護士法人 第一法律事務所 弁護士）／山本一行（福岡第一法律事務所 弁護士）／山本

桂史（小笠原・山本法律事務所 弁護士）／山本哲子（かたくり法律事務所 弁護士）／山本

婦紗子（ビオラ法律会計事務所 弁護士）／湯川幸恵（大阪弁護士会 弁護士）／雪田樹理（女

性共同法律事務所 弁護士）／弓仲忠昭（たんぽぽ法律事務所 弁護士）／湯山花苗（城北法

律事務所 弁護士）／横地明美（緑オリーブ法律事務所 弁護士）／横山友子（日出町法律事

務所 弁護士）／吉江暢洋（川上・吉江法律事務所 弁護士）／吉川健司（泉法律事務所 弁

護士）／吉澤彩子（中村法律事務所 弁護士）／吉武信子（会社勤務 弁護士）／吉田郁子（エ

クスリンク法律事務所 弁護士）／吉田純二（福岡城南法律事務所 弁護士）／吉田哲也（兵

庫県弁護士会 弁護士）／吉田幸加（M＆Y 総合法律事務所 弁護士）／吉田容子（市民共同

法律事務所 弁護士）／吉野晶（法律事務所コスモス 弁護士）／米倉洋子（大塚市民法律事

務所 弁護士）／若竹宏諭（御池総合法律事務所 弁護士）／若松俊樹（弁護士法人大賀綜合

法律事務所 弁護士）／若松万里子（オリンピア法律事務所 弁護士）／脇山拓（わきやま法



律事務所 弁護士）／渡邉祥子（弁護士法人日本橋さくら法律事務所 弁護士）／渡辺輝人

（京都第一法律事務所 弁護士）／和田谷幸子（西宮 Women's 法律事務所 弁護士）／和田

雄太（赤坂 neighbors 法律会計事務所 弁護士） 

以上 

 


