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★ＷＥＢリベラシオン社                                  2022年 11 月 20 日～更新           

（10） 新左翼―ブントの歴史年表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２００１～2019 

● 2001年                                                                     

●1月×日「赤星」ＮＯ1（「蜂起」通巻 343号～ＮＯ72共産主義者同盟蜂起派） 

●２月×日革共同革マル派第２４回大会 

●2月 12日全日本港湾労組、全日建運輸連帯労組、全国一般労組協議会―「２００１春闘方針」 

●４月 14日重信房子、「日本赤軍」解散宣言（重信房子さん訪日「歓迎」集会） 

●５月×日『季刊 運動〈経験〉』―創刊（反天皇制運動連絡会・天野恵一・軌跡社） 

●５月 30日国労闘争共闘会議―結成（ＪＲの不当労働行為を許さない！５・３０集会） 

●８月 22日東京大学駒場寮・廃寮強制執行 

●９月 12日今野 求（元日本革共同、全国反戦代表世話人、『労働情報』事務局長）―死去 

●９月 23日「がんばろう、日本！」国民協議会・第一回大会（戸田政康・機関紙「日本再生」 

●10月 14日米国の「報復戦争」を許すな！日本の参戦を阻止しよう！集会（東京） 

（有事立法―改憲阻止・反帝国際連帯・反戦闘争実行委員会―結成 

                共産同全国委員会、戦旗派（西田派）、蜂起派、首都圏委員会、統一共産同盟―五派共闘 

●10月 20日共産主義・ネットワーク（コム・ネット）―発足総会～コム・未来の分裂 

●11月２日（テロ対策特別措置法―成立～2007年 11月失効） 

●12月８日狭間嘉明（竹海 衆・革労協主流派）―病死 

●12月９日ＡＴＴＡＣ・Japan（首都圏）―結成 

（市民を支援するために金融取引への課税を求めるアソシエーション）

●12月 11日「連帯」―結成（「連帯」結成委員会・代表―足立正夫・機関紙「連帯」）～旧日本赤軍 

●×月×日共産主義者同盟（プロレタリア通信編集委員会）総会―「新しい趣意書」（「プロ通信」３８号 2003） 

● 2002年                                                                          

●２月２８日『共産主義』１８号（共産同蜂起派） 

●３月４日「前進」第２０４３号「反軍闘争に敵対し、反階級的転向分子に転落した小西誠」 

●３月１４日「革共同機関紙「前進」は小西誠氏に対する「反階級的転向分子規定」を直ちに撤回せよ」（片岡顕二・佐藤備三・藤尾靖之） 

●３月 30日檜森孝雄〈立命館大学・元ＶＺ５８・共産同（火花）〉―焼身自死・日比谷公園（享年５５歳） 

●５月 27日国鉄労働組合（国労）第六九回臨時全国大会―中核派８名逮捕 

●７月 13日新社会党綱領―『21世紀宣言』 

●７月 31日藤本敏夫（同志社大学・元反帝全学連委員長）―死去（享年５８歳）  

●７月×日労働者共産党第二回大会 

●８月７日（ホームレスの自立の支援等の限定措置法―施行・１０カ年～２０１２年） 

●８月×日日本革共同（ＪＲＣＬ）―第十九回大会 

●９月１日今井 澄（元社学同ＭＬ派・日本ＭＬ同盟、社会党・民主党参議院議員）―死去（享年６２歳） 

●11月２・３日マルクス主義同志会―結成（社労党第十回大会での改組・機関誌紙『プロメテウス』「海つばめ」） 

●11月 8日～14日中国共産党第 16回大会 

●１１月１０日有泉亨治（町田必殺・共産同蜂起派）－死去 
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●11月×日全国コミュニティ・ユニオン連合会（全国ユニオン）―結成（連合系） 

●１２月 18日白井朗（山村 克・元革共同）襲撃 

●１２月２５日角田富夫（元革共同）襲撃 

● 2003年                                                                      

●１月×日畠山嘉克（林麟次郎・元社学同ＭＬ派・日本ＭＬ同盟議長）―死去（享年６０歳） 

●１月×日世界社会フォーラム日本連絡会議―結成～ＡＴＴＡＣ・Japanがベース 

●１月×日革共同革マル派第２５回大会 

●１月２０日「かけはし」１７６４号「元中核派幹部、白井朗氏と角田富夫氏へのテロ襲撃を糾弾する」 

●１月 24日洋菓子企業タカラブネ倒産（新社名スイート・ガーデン）―タカラブネ労組解散） 

●３月１日「プロレタリア通信」３８号―「共産主義者同盟（プロレタリア通信編集委員会）の新しい趣意書」 

●３月１０日革共同革マル派結成四〇周年「共産党宣言」一五五周年記念政治集会 

●３月 21日３・21ワールド・ピース・ナウ（イラク反戦）集会（4万人）～ 

●４月 13日右田昌人（さらぎ徳二・元共産同蜂起派・第二次共産同議長）―死去（享年７３歳） 

●６月 15日『アジェンダ 未来への課題』創刊号～（アジェンダ・プロジェクトー旧京大政経研） 

●６月 22日藤井利明（釜日労・労働者共産党）―死去 

●８月３０日第二次共産同議長さらぎ徳二さんを偲ぶ会 

●10月×日「持たざる者」国際連帯行動集会（東京）―開始 

●11月 30日協同・未来―結成総会（コム・未来の改組、機関紙「未来」・いいだもも、生田あい、仲村実、他） 

●12月 18日同志社大学学友会―解散（委員長―小西祐也） 

● 2004年                                                                          

●１月１日「前進」第２１３２号（「革共同政治局の２００４年 1・1アピール」岸宏一）－「新指導路線」 

●１月 13～17日日本共産党第２３回大会―「綱領」全面改定 

●１月 19日（自衛隊のイラク派兵開始） 

●５月×日アルバイト・派遣・パート関西労働組合―結成～管理職ユニオン・関西系 

●５月 15日「かりの会」帰国支援センター―設立（機関紙「かりはゆく」２００２～） 

●６月 10日「九条の会」アピール―発足（井上ひさし、梅原 猛、大江健三郎、奥平康弘、 

小田 実、加藤周一、澤地久枝、鶴見俊輔、三木睦子） 

●８月 21日フリーター全般労働組合・ＰＡＦＦ（全国一般・全労協）―結成 

●８月８日右島一朗（高島義一・日本革共同ＪＲＣＬ）―死去 

●８月×日共産同（統一委員会）‐結成大会〈共産同全国委と戦旗派・機関紙「戦旗」） 

●８月×日共産同首都圏委員会第十三回総会（「共産主義運動のためのテーゼ２００４」） 

●８月３１日藤本敏夫（大徳闘志夫・元第一次共産同神戸地区委員会）－死去（享年８１歳） 

●10月 10日雑誌『現代の理論』復刊～（編集長・小寺山康雄、言論ＮＰＯ・現代の理論） 

●１１月×日革共同革マル派第２６回大会 

●11月 13日ワーカーズ・ネットワーク―結成～ワーカーズ＋ワーカーズ・ネットワーク 

●12月×日コレコン（これからの社会を考える懇談会）―結成、機関誌『コレコン』 

      （アクト社、同時代社、労働者運動資料室、蒼生、フロント、労共党） 
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●１２月×日『戦時下階級闘争における権力のスパイ化攻撃を粉砕しよう』（革共同スパイ対策委員会） 

●12月 11日関生コミュニスト同志会（全日建連帯労組）―結成「労働者宣言」 

● 2005年                                                                          

●４月×日フロント[社会主義同盟]第二十回大会―「社会福祉改革案」  

●５月１日（日米安保協議委員会「共同声明」） 

●５月６日『反改憲運動通信』―創刊・新しい反安保行動をつくる実行委員会、 

      ピープルズ・プラン研究所、反天皇制運動連絡会、市民の意見 30の会・東京 

●６月 25日人民の力改革全国協議会―結成（機関誌『大道』・亀高照夫、瀬尾英幸） 

●７月×日労働者共産党第三回大会 

●９月 11日（第 44回衆議院議員選挙―８月郵政解散・小泉自民党圧勝・２９６議席） 

●９月１２日笠置華一郎（元戦旗・共産同、全国労共闘議長）－死去（メキシコ享年６１歳） 

●11月×日とめよう改憲！おおさかネットワーク―結成（全労協・全港湾・連帯労組他） 

●11月 15・16日米大統領ブッシュ来日・日米首脳会談反対闘争（京都・ＡＷＣ+しないさせない戦争協力・・） 

●11月 22日（自由民主党立党 50周年記念大会―「新憲法草案」発表） 

● 2006年                                                                      

●１月 11～14日日本共産党第２４回大会―委員長～志位和夫、書記長―市田忠義 

●１月 29日「関西ブント・田原 芳論文集」出版記念の集い（京都） 

●２月 11・12日社会民主党第十回全国大会―『社会民主党宣言』 

●３月５日関西非正規等労働組合（ユニオンぼちぼち）―結成 

●３月 14日革共同中核派関西地方委員会―与田打倒決起（「三・一四Ⅱ」） 

●４月 18日清田祐一郎（永井武夫・京大・元共産同全国委員会議長）―死去（享年６６歳） 

●６月 15日「６・１５―９条改憲阻止の会」国会デモ 

●６月 26日黒田寛一（革共同革マル派）―死去（亨年７８歳） 

●９月×日革共同革マル派第二十七回大会 

●９月×日共産同首都圏委員会第十四回総会 

●10月×日革共同（中核派）第 22回拡大全総―与田、遠山、西島、倉沢、（平田）の除名 

●10月 28日岩国国際反戦集会（ＡＷＣ） 

● 2007年                                                                          

●１月１日田中義三（明治大・元共産同赤軍派―よど号ＨＪグループ）獄死（享年５８歳） 

●１月１日「前進」２２７７号「階級的労働運動の発展をかちとり９条改憲阻止・安倍政権打倒」 

●１月 20日（在日特権を許さない市民の会～在特会―会長・桜井 誠―民族派）―結成 

●４月３日中村丈夫（元社会主義労働者同盟）―死去 

●５月×日ブント（ＢＵＮＤ）総会―荒 岱介代表辞任（代表・水澤 努） 

●５月３日９条改憲阻止！５・３大阪共同行動集会（中ノ島公園） 

●５月 14日（憲法改定「国民投票法案」衆・参議院で可決―公布５月１８日） 

●５月 30日清田裕一郎さんを偲ぶ関西の友人たちの集い（東京） 

●６月３日５・30 リッダ闘争 35周年記念全京都集会（西部講堂）  
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●６月 15日９条改憲を許さない！六・一五共同行動（日比谷野外音楽堂） 

●６月２４日全共闘世代―関大ＯＢ・ＯＧの集い～関大校友会―結成 

●７月×日雑誌『流砂』創刊（栗本慎一郎・三上 治―『流砂』編集委員会） 

●７月 18日宮本顕治（日本共産党）―死去 

●７月 25日「Actio」（「Senki」第１２４８号改題―ブント（ＢＵＮＤ） 

●７月 29日（第 21回参議院選挙―民主党圧勝、他「野党」多数派となる） 

●８月６日「前進」２３０６号「７月テーゼ・・・・・階級的労働運動のもと７・7思想の革命・・」（革共同政治局） 

●８月×日革共同（中核派）第 23回全総―岸宏一、水谷保孝、結柴誠一、新城節子の除名 

●９月×日統一共産同盟第二十三回大会 

●10月×日反貧困ネットワーク―結成（宇都宮健児、赤石千衣子、雨宮処凛、梶屋大輔、湯浅誠） 

●10月 15日～21日中国共産党第 17回大会 

●10月 21日第１回このままでええの？日本と世界（１０・２１反戦共同行動ＩＮ京都） 

●10月 27日第二回岩国国際反戦集会（ＡＷＣ） 

●11月１日『さらぎ徳二著作集』（第一巻・全七巻）―刊行開始 

●11月 18日革共同（中核派）第 24回全総―塩川、毛利、椿、関西地方委員を除名 

●11月 18日革共同関西地方委員会「革共同関西党員総会」―党内闘争宣言 

●11月 25日革共同中核派関西党員総会（中央派）―関西地方委員会の再建 

●12月２日革共同創立 50周年・ロシア革命 90周年政治集会（革マル派） 

●12月×日革命的労働者党建設をめざす解放派全国協議会第 23回大会 

●12月×日マルクス主義同志会第六回大会 

●12月 20日革共同関西地方委員会『革共同関西党員総会報告・決定集』発行 

● 2008年                                                                       

●１月１日革共同関西地方委員会―機関紙「革共同通信」発行 

●１月 20日アクティオ・ネットワーク総会〈代表・水澤 努、ブント（ＢＵＮＤ）組織名改称〉〉 

●３月１１日「三里塚闘争のプロレタリア的爆発にむけて」（織田陽介・全学連委員長） 

●３月 20日映画「実録・連合赤軍」上映集会（京大西部講堂） 

●４月 10日革共同関西地方委員会・機関誌『展望』創刊 

●４月 12・13日部落解放全国連第十七回大会（革共同との断絶表明） 

●５月３日９条改憲阻止！反サミット大阪集会（第二回） 

●５月 11日革命 21（準）―結成（関生コミュニスト同志会+協同・未来他、機関紙「コモンズ」） 

●６月 13～17日釜ケ崎暴動（十八名逮捕） 

●６月 25・26日反サミット京都外相会議反対闘争（ＡＷＣ+しないさせない戦争協力・・） 

●７月６～８日洞爺湖サミット（北海道）反対闘争 

●７月 27日革共同政治集会（革共同関西地方委員会） 

●８月×日労働者共産党第四回大会 

●８月×日共産主義者同盟（統一委員会）第二回大会 

●８月３日吉國恒雄（古川 哲・元京都大学レーニン研究会）－死去（享年５９歳） 
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●９月 25日原子力空母Ｇワシントン入港阻止集会（横須賀） 

●10月５日戦争あかん！基地いらん！関西のつどい（大阪） 

●10月５日三里塚現地集会（北原派） 

●10月 19日第２回このままでええの！日本と世界（反戦・反貧困・反差別共同行動ＩＮ京都） 

●10月 19日反貧困世直しイッキ大集会（東京） 

●10月 30日上田耕一郎（日本共産党）―死去 

●11月３日「持たざる者」国際連帯集会（東京） 

●11月 23日革共同再建協議会第二回総会 

●11月 24日遠藤忠夫（ウニタ書舗）－死去（享年 83歳） 

●11月 30日第三回岩国国際反戦集会（ＡＷＣ） 

●12月 20日共産主義者協議会（準備会）結成総会（東京） 

●12月 21日ブント結成 50周年記念集会（東京）― 

（共産主義者協議会（準）共同アピール・旭凡太郎、流 広志、畑中文治、槙 渡） 

●12月 26日三里塚空港反対同盟（代表・柳川秀夫）大地共有委員会―形成（一坪共有化の防衛） 

●１２月３１日～（０９年１月５日）「年越し派遣村」（日比谷公園） 

● 2009年                                                                      

●１月２０日「革共同通信」２５号「１９８４年の第四インターに対する軍事的せん滅戦にかんする自己批判」 

●２月３日革共同再建協議会機関紙「未来」２６号（「革共同通信」改題）～ 

●２月８日政治犯にたいする重刑攻撃に反対する政治集会（政治犯に対する不当弾圧に反対する会・京都） 

●３月５日望月 彰（秋本道夫・元共産同マルクス主義戦線派）―死去（享年７０歳） 

●３月 15日共産主義者協議会・結成総会（東京）‐共同政治新聞「赤いプロレタリア」創刊 

●３月×日日本革共同（ＪＲＣＬ）第二十一回大会・「かけはし」の労働者の力派と共同編集決定 

●４月 11日蒲池祐治（元同志社大学学友会委員長・三派全学連副委員長）―死去（享年６５歳） 

●５月３日９条改憲を許さない！５・３共同行動（第三回・大阪） 

●５月 19日栗原登一（太田 竜・元日本革共同第四インター日本支部・武装蜂起準備委員会）―死去 

●６月 14日憲法第９条改定を許さない！全国集会（東京） 

●７月９日平岡正明（元犯罪者同盟）死去（享年 68） 

●７月 25日白井 朗（山村 克・元革共同全国委員会政治局員）―死去 

●８月８日牧野一樹（茨城大学・元共産同赤軍派）―死去(享年６３歳) 

●８月 18日高槻 修（仲代文人・共産同叛旗派）―死去 

●８月 30日（第 45回衆議院総選挙―民主党３０８議席圧勝） 

●９月×日革共同第二十五回全国委員会総会（「綱領草案（第四次）」決定） 

●９月６日革共同再建協議会政治集会（第二回） 

●９月７日「かけはし」第２０９０号～（日本革共同、国際主義労働者全国協議会・共同編集） 

●９月 16日（民主党連立政権・鳩山由紀夫内閣の成立～民主党＋社民党＋国民新党）    

●10月 11日三里塚現地集会（北原派） 

●10月 12日戦争あかん！基地いらん！０９関西のつどい（大阪） 



 6 

●10月 17日ちゃんとやるよね！？新政権・反貧困世直し大集会（東京） 

●10月 17日「蒲池祐治さんを偲び、学友会の時代を語る」集い（京都） 

●10月 18日第３回このままでええの！日本と世界（反戦・反貧困・反差別共同行動ＩＮ京都） 

●10月 29日派遣法改正まったなし日比谷大集会（東京） 

●11月８日辺野古の新基地と県内移設に反対する県民集会（沖縄２万１千人） 

●11月 28・29日第四回岩国国際反戦集会（ＡＷＣ） 

●12月 12日沖縄辺野古新基地建設反対・普天間基地撤去集会（京都３００人） 

●12月 26日樋口篤三（元共産主義労働者党・「労働情報」編集長）―死去 

● 2010年                                                                    

●１月 13～16日日本共産党第２５回大会（幹部会委員長―志位和夫、書記局長―市田忠義〉 

●１月 30日普天間基地はいらない！辺野古新基地を許さない全国集会（日比谷野外音楽堂六千人） 

●２月６日明大２月６日に集う会（明大学生会館・ネットワークＭ６６、土曜会等） 

●２月 17日吉越弘泰（志村二郎・時田研一・倉田 洋、元革労協・解放派全協）―死去 

●３月１～７日ＮＯ・ＶＯＸ国際フォーラム（東京・大阪） 

●３月４日中野 洋（革共同全国委員会・動労千葉常任顧問）―死去 

●３月 28日民族差別・外国人排斥に反対し、多民族共生社会をつくりだそう！円山集会（京都・９００名） 

●４月３日よど号 40周年シンポジウム「あれから 40年、よど号問題を語ろう」（京都・１３０名） 

●４月４日共産主義者協議会第二回総会（東京） 

●４月 19日（大阪維新の会―結成～橋下徹） 

●４月２４日塩見孝也生前葬（総評会館） 

●４月 25日米軍普天間基地の早期閉鎖・・県民集会（沖縄９万人） 

●５月 18日豊浦 清（元社学同ＭＬ派・日本ＭＬ同盟）―死去（享年６９歳） 

●６月１３日国鉄大集会（革共同中核派）－「国鉄闘争全国運動」提唱 

●９月２日武井照夫（元全学連初代委員長・活動家集団思想運動）―死去（享年８３歳） 

●10月２４日第４回このままでええの！日本と世界（反戦・反貧困・反差別共同行動ＩＮ京都） 

●11月 13日北小路 敏（中条高世・京大・第一次共産同・革共同全国委員会）ー死去（享年７４歳） 

●11月 29日『反資本主義左翼』への挑戦―フランス反資本主義新党（ＮＰＡ）を招いて・関西集会（大阪） 

●12月９日松崎 明（倉川 篤・元革共同革マル派・ＪＲ総連特別顧問）―死去 

●12月 12日「ルネッサンス研究所が提起するもの」第一回シンポジウム 

●2011年                                                                

●２月５日永田洋子（元日本共産党革命左派神奈川県常任委員会）―獄死（享年６６歳） 

●２月２０日革労協（解放派）中央政治集会（「赤砦社」派） 

●３月 11日（東日本大震災・福島原発事故）  

●３月 13日棺を覆いて 永田洋子を送る会（連合赤軍の全体像を残す会） 

●３月 31日いいだもも（飯田 桃・元共産主義労働者党）―死去（亨年８５歳） 

●５月３日荒 岱介（日向 翔・元共産同戦旗派）―死去（享年 66歳） 

●５月 16日千葉正健（明智秀胤・元社会主義青年運動・ＳＭ）―死去（享年 71歳） 
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●５月 25日守田典彦（青山 到・元第一次共産同・革共同）―死去(享年８２歳) 

●５月×日機関誌『共産主義』１７号（再刊・共産同統一委員会―旧共産同戦旗派『共産主義』１６号の継続） 

●５月 29日丸岡 修（元日本赤軍）―獄死（享年 61歳） 

●６月 11日脱原発１００万人アクション（全国各地）  

●６月 24日柴田素弘（元共産同赤軍派・よど号グループ）―死去（享年 58歳） 

●６月 25日丸岡 修さんを追悼する会 

●６月 27日「さよなら原発１０００万人アクション」署名―開始 

●７月３日守田典彦さんを偲ぶ会 

●７月 18日革命 21－結成総会（常務委員会・高 英男他・機関紙「コモンズ」） 

           革命 21結成宣言「変えよう！日本を、世界を、わたしたちを！」 

●８月×日労働者共産党第五回大会 

●８月 11日首都圏反原発連合―発足 

●９月 11日再稼動反対・脱原発全国アクション経産省包囲行動―経産省前テントひろばー開始 

●９月 19日さよなら原発５万人集会（大江健三郎等呼びかけ・明治公演） 

●10月 10日千葉正健さんを偲ぶ会（早稲田リバティホール） 

●10月 15日オキュパイ・トウキョウ（東京各地） 

●10月 16日第５回変えよう！日本と世界 反戦共同行動ＩＮ京都 

●11月 15日「ゆとり全共闘」―結成（法政大学・明治大学・大阪府立大学他） 

●11月 23日北摂民主政治連盟（北民連）結成 

●12月 13日原発をなくす全国連絡会議総会―発足（日本共産党系） 

● 2012年                                                                   

●１月 31日岩田 弘（マルクス経済学者・元共産同マル戦派）―死去（享年 82歳） 

●２月１日オキュパイ運動連絡会―発足 

●２月 11日さよなら原発集会（代々木公園） 

●２月 25日連合赤軍殉難者追悼の会（連合赤軍の全体像を残す会） 

●３月 16日吉本隆明（文芸評論家）―死去（享年 87歳） 

●３月×日共産主義者同盟（統一委員会）第三回大会 

●４月８日岩田弘先生を偲ぶ会（明治大学） 

●４月 22日荒 岱介を偲ぶ会（市ヶ谷私学会館） 

●４月×日『共産主義』１８号（共産同統一委員会） 

●５月５日原発ゼロの日 さよなら原発集会 

●５月 13日シンポ「浅間山荘から 40年 当事者が語る連合赤軍」（連合赤軍の全体像を残す会） 

●５月 22日～ 大飯原発再稼動反対テント村 

●５月 30日リッダ闘争四十周年 丸岡修獄中死一周忌交流会（ムーブメント連帯） 

●６月２・３日リッダ闘争四〇周年ライラハリドさん来日パレスチナ連帯京都（京大西部講堂） 

●６月１４日東京大学教養部学生自治会―全学連（民青同系）脱退決議 

●６月 16日大飯原発再稼動絶対反対全国集会（福井県大飯） 
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●６月 22日大飯原発再稼動反対集会（首都圏反原発連合・首相官邸前） 

●６月 29日大飯原発再稼動反対集会（首相官邸前・２万人） 

●６月 30日オキュパイ大飯・ＳＴＯＰ原発再稼動おおい集会（福井県大飯） 

●７月１・２日オキュパイ大飯原発再稼動反対現地行動 

●７月 16日さよなら原発１０万人集会（大江健三郎等呼びかけ・代々木公園） 

●７月 28日緑の党―結成総会（共同代表・高坂勝・須黒奈緒・中山均・長谷川羽之子） 

●８月×日自治・連帯・エコロジーをめざす政治グループ・蒼生全国会議（解散決議―緑の党に合流） 

●９月 20日（日本維新の会―結成～共同代表・石原慎太郎・橋本徹） 

●９月 22日 研究所テオリア発足総会＆シンポ（機関紙「テオリア」） 

●10月 10日「テオリア」第１号 

●10月 21日第６回変えよう！日本と世界 反戦共同行動ＩＮ京都 

●11月×日革共同革マル派第二八回大会 

●11月 10日再稼動阻止全国ネットワーク・結成 

●11月 8日～14日中国共産党第 18回大会 

●12月４日奥田 満（吉岡史朗・革共同再建協議会）―死去（享年 64歳） 

●12月 15日ＮＵＣＬＡＥＲ ＦＲＥＥ ＮＯＷさよなら原発世界大集会（日比谷公園） 

●12月 16日（第４６回衆議院議員選挙―自民党２９４議席圧勝）     

●12月 26日（第二次安部自民党内閣―発足）  

● 2013年                                                                  

●１月５日熱田一（元三里塚空港反対同盟熱田派）－死去 

●２月 10日革マル派結成五〇周年革共同政治集会 

●３月９日つながろうフクシマ！さよなら原発大集会（明治公園） 

●３月 16日共産主義者協議会政治討論集会      

●４月７日共産主義者協議会政治討論集会 

●４月 28日「主権回復の日」政府式典糾弾！東京シンポジウム 

●６月２日つながろうフクシマ！さよなら原発集会（東京芝公園） 

●６月 17日「前進」２５８８号「権力のスパイ荒川碩哉を打倒・・・・」 

●６月 21日「荒川スパイ問題にたいする私たちの謝罪と自己批判」（水谷保孝・岸 宏一） 

●６月 24日岩崎司郎（元共産同蜂起派）‐死去（享年 64歳） 

●６月×日『共産主義』１９号（共産同統一委員会） 

●８月３日川音 勉（畑中文治・共産同首都圏委員会）‐死去（享年 60歳） 

●８月 17日小野田圭介（元革共同革マル派）―死去（享年 72） 

●９月６日革共同全国委員会（中核派）―髙木 徹（梶村豊一朗・元議長代行）除名 

●10月 13日原発社会を解体せよ！反原発統一行動（左から考える反原発ジグザク会） 

●10月 20日第７回変えよう！日本と世界 反戦共同行動ＩＮ京都 

●11月 21日 STOP「秘密保護法」大集会（「秘密保護法」大集会実行委員会・１００００人） 

●12月６日特定機密保護法に反対する学生有志の会（SASPL）-結成 
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●１２月１０日嶺井妙美（金城あゆみ・元共産同蜂起派・沖縄日雇労働組合創設者）－死去 

● 2014年                                                           

●１月 15～18日日本共産党第２６回大会 

●１月１９日沖縄県名護市長選挙―稲嶺 進・再選（辺野古基地反対派） 

●2月×日 戦争をさせない 1000人委員会―結成（発起人：雨宮処凜/内橋克人/大江健三郎/大田昌秀/ 

奥平康弘/小山内美江子/落合恵子/）鎌田慧/香山リカ/倉本聰/佐高信/瀬戸内寂聴/高橋哲哉/

高良鉄美/田中優子/山口二郎） 

●４月 20日前田裕晤さんの傘寿と出版を祝う集い（東京・シビックセンター）  

●７月４日 10・８山崎博昭プロジェクトー開始 

●10月８日 50周年まであと３年・山崎博昭プロジェクト第一回講演会  

      「私の１９６０年代―樺美智子・山崎博昭追悼」（山本義隆） 

●10月４日西浦隆男（萩尾 遼・大阪市大・元共産同赤軍派）―死去（享年 69歳） 

●８月×日『共産主義』２０号（共産同統一委員会） 

●９月×日労働者共産党第六回大会 

●１０月１９日第８回変えよう！日本と世界 反戦共同行動ＩＮ京都 

●１１月１１日新田 進―集団自衛権の閣議決定・辺野古基地反対の抗議焼身自殺（日比谷公園） 

●11月 13日京都大学熊野寮家宅捜査（警視庁公安部） 

●１１月１６日沖縄県知事選挙―翁長雄志・当選（辺野古基地反対派） 

●12月１日『スパイ捏造と財産略奪策動を弾劾する』（荒川碽哉・古挽社） 

●12月 15日戦争をさせない！９条壊すな！総がかり行動実行委員会―結成 

●12月×日共産主義者同盟（統一委員会）第四回大会 

● 2015年                                                             

●１月２日川上 徹―死去（元全学連委員長・新日和見主義） 

●１月８日京都大学熊野寮家宅捜査（大阪府警） 

●１月 24日西浦隆男くんを追悼する会（大阪・野のはなハウス） 

●１月 25日集団的自衛権法制化阻止！安部たおせ！反戦実行委員会―結成 

●１月×日革命的共産主義者同盟第７回全国大会 

●２月×日『共産主義者』１８３号（革共同第７回全国大会報告決定集） 

●３月 21日集団的自衛権法制化阻止！沖縄県民連帯！安部をたおせ！さあ行くぞ！デモ 

（新宿・柏木公園・集団的自衛権法制化阻止・安部たおせ！反戦実行委員会） 

●５月３日自由と民主主義のための学生緊急行動（ＳＥＡＬＤｓ）―結成 

●５月×日ＳＥＬＤｓ・ＫＡＮＳＡＩ－結成 

●５月 12日『革共同政治局の敗北 あるいは中核派の崩壊』(水谷保孝・岸 宏一・白順社) 

●５月 15日（安全保障関連法案・閣議決定―国会上程・衆議院） 

●５月 17日戦後７０年・止めよう辺野古新基地建設！沖縄県民集会（那覇・３万５千人） 

●５月 18日「前進」２６８１号「革命運動史上最大のスパイ分子に転落した岸・水谷・岩本を打倒せよ！」革共同政治局 

●５月２５日吉川勇一（元ベ平連事務局長）－死去 
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●６月４日大阪府警―「道路運送法」違反・共産同統一委員会活動家等逮捕（Ｘパンド基地反対運動弾圧） 

●６月５日戦争法案反対！国会前抗議行動（ＳＥＡＬＤｓ１０００人） 

●６月 13日いのちを考えるー戦後を生きる・山崎博昭プロジェクト第二回講演会   

      「焦点なき「場」について 「いのち」は「いのち」（最 首伍） 

●６月 14日とめよう！戦争法案 集まろう！国会へ国会包囲行動（総がかり行動実２５０００人） 

●６月 15日安全保障法案に反対する学者の会―署名アピール 

●６月 21日安部たおせ！全国総決起集会（・・反戦実行委員会・千駄ヶ谷区民会館） 

●６月 24日とめよう！戦争法案 集まろう！国会へ国会包囲行動（３００００人） 

●６月 27日安保関連法案制定を阻止し、安部政権を打倒するための学生ハンスト実行委員会―結成 

●７月×日『共産主義』２１号（共産同統一委員会） 

●７月 15日青木昌彦（姫岡玲治・元第一次共産同）―死去（享年７７歳） 

●７月 16日（安全保障関連法案・安保法案―衆議院可決） 

●７月 30～31日国鉄労働組合第八四回全国大会（戦争法案反対等スト権確立―左派指導部選出） 

●７月 31日安全保障関連法案に反対する学生と学者の共同行動（２８０００人） 

●８月１５日ＳＥＡＬＤｓ・ＲＹＵＫＹＵ－結成 

●８月 27～９月２日学生ハンスト実行委員会―ハンガーストライキ決行 

●８月 30日戦争法案廃案！安部政権退陣！国会１０万人・全国１００万人大行動 

●９月６日安部たおせ！新宿デモ（反戦実行委員会・新宿中之公園） 

●９月７日ＳＥＡＬＤｓ・ＴＯＫＡＩ－結成 

●９月 14日青木昌彦・姫岡玲治を偲ぶ会（明治大学） 

●９月 19日（安全保障関連法案―参議院可決・成立） 

       日本共産党「戦争（安保法制）廃止の国民連合政府の実現をよびかける」（志位和夫） 

●９月 23日さよなら原発さよなら戦争全国集会（東京代々木公園２５０００人） 

●10月×日「radical chic」創刊 1 号（ラディカル・シック編集委員会） 

●１０月１８日第９回変えよう！日本と世界 反戦共同行動ＩＮ京都 

●１１月７日「大阪発・アカンで、日本！理工系にとっての戦争」山崎博昭プロジェクト第三回講演会 

●１１月２９日埋め立て工事を阻止しよう！辺野古に基地を造らせない大集会（日比谷野音） 

●１２月１２日 戦争法廃止！安倍たおせ！集会（千駄ヶ谷区民会館・戦争法廃止・安倍たおせ・反戦実行委員会） 

●１２月１２日廣澤一男（滝沢範治・共産同首都圏委員会）－死去（享年６９歳） 

●12月 12日田宮高麿逝去 20周年集会（大阪市大文化交流館） 

●１２月１４日辺野古新基地を造らせないオール沖縄会議（オール沖縄会議）―結成（宜野湾センターホール） 

●１２月２０日安保法制の廃止と立憲主義の回復を求める市民連合（市民連合）－結成 

● ２０１６年                                                             

●1月×日「The Red Stars」NO73（「赤星」通巻・共産主義者同盟蜂起派） 

●２月２１日首都圏アクション国会大包囲 止めよう！辺野古埋め立て（国会周辺） 

●3月 24日大森昌也（大阪市大・元共産同ＲＧ隊長・あーす農場）－死去（享年７４歳） 

●３月２６日ＮＯ ＮＵＫＥＳ ＤＡＹ 原発のない未来へ！全国集会（代々木公園） 
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●５月×日マルクス同志会第１２回大会（「労働の解放をめざす労働者党」へ改称） 

●６月１１日戦争法廃止！安倍たおせ！集会（反戦実行委員会） 

●６月１９日マルクス同志会機関紙「海つばめ」1278号 

（同志会１３年の闘いを止揚して、労働者党再建と 国政選挙再挑戦を決定） 

●６月１５日 SEALDs解散 

●６月２９日成島忠夫（元全学連副委員長・共産主義労働者委員会）－死去（亨年７４歳） 

●７月３０日塩川喜信（元全学連委員長 元革共同関東ビューロー）―死去（享年８１） 

●8月 1日『共産主義者』第 183号（第７回大会報告） 

●８月２６日尾形史人（元革共同中核派）―死去 

●９月×日『共産主義』２２号（共産同統一委員会） 

●9月 15日『「革共同五〇年」私史』（尾形史人・社会評論社） 

●１０月１６日第１０回変えよう！日本と世界反戦共同行動ＩＮ京都 

●１０月２２日沖縄新基地建設阻止！安倍政府打倒へ 討論集会（反戦実行委員会） 

●１１月１３日「怒れる６０年・７０年世代の会」結成集会（京都） 

●１１月２７日上田育子（元共産同プロレタリア派）－死去（亨年？歳） 

● 2017年                                                                                                                       

●1月 15日～18日日本共産党第 27回大会 

●3月 25日怒れる世代の会大阪集会 

●3月 26日岸 宏一（元革共同全国委６９歳）―遭難（東谷山・新潟県） 

●5月 18日「大坂正明」逮捕（革共同全国委）―広島 

●5月 21日茂田一義（柳沢 徹・元共産同神奈川県委員会）－死去（亨年７６歳） 

●5月 24日大道寺将司（東アジア反日武装戦線）－死去（亨年 69歳） 

●5月 25日白井聡講演京都集会（怒れる世代の会） 

●6月 3日共謀罪阻止！新宿デモ（反戦実行委員会） 

●6月 25日西谷修講演集会（中央公民館 ９条改憲阻止共同行動） 

●6月 25日岸 宏一さん遭難報告会（水道会館） 

●7月８日 50年を経て、今、世代を超えて語り合おう！10・8山崎博昭プロジェクト in関西（エルおおさか） 

●8月 9日北原鉱冶（三里塚反対同盟事務局長）－死去（亨年９５歳） 

●8月 12日茂田一義君追悼会・関西（京都） 

●9月 1日『共産主義運動年誌』第 18号 

●9月 8日安倍 9条改憲 NO！全国市民アクション キックオフ集会 

●9月 20日「プロレタリア通信」第 71号（共産同プロレタリア通信編集委員会―終刊） 

●１０月８日羽田闘争５０周年 山崎博昭追悼集会（東京） 

●10月 18日～24日中国共産党第１９回大会 

●１０月 22日第４８回衆議院選挙（服部良一落選） 

●１０月２９日第１１回変えよう！日本と世界反戦共同行動 in京都集会（円山野外音楽堂） 

●１１月５日トランプ・安倍戦争会談反対新宿デモ 

http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjp56-a46TWAhUGGpQKHYBiBSkQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.labornetjp.org%2Fnews%2F2017%2F1504955501587yumo&usg=AFQjCNFqkdbWpNkOlay6bFTCFPtXKWpn5A
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●11月 12日羽田闘争５０周年 山崎博昭追悼関西集会 

●11月 12日芝田勝茂さん（児童文学作家）講演会（同大学友会倶楽部） 

●11月 14日塩見孝也（一向 健・元共産同赤軍派）－死去（亨年７６歳） 

●11月 18・19日労働者共産党第７回大会 

●11月 21日人民新聞社弾圧（山田編集長不当逮捕） 

●12月×日『共産主義』第２３号 

●2018年                                                                                             

●1月３日大下敦史（元共産同戦旗派・元『情況』編集長）―死去（亨年 70歳）  

●1月 21日西部 邁（元第一次共産同）－死去（亨年 78歳） 

●3月 4日塩見孝也お別れ会（連合会館） 

●3月 17日塩見孝也とその時代（京都大学） 

●3月 18日怒れる世代の会・白井聡講演京都集会 

●5月 11日片山迪夫（佐久間 元・元第一次共産同） ―死去（亨年 85歳） 

●5月 25日今泉正臣（元第一次共産同・革共同全国委員会）―死去（亨年 83歳）   

●5月 30日「何で今ごろ 7.6 なのかー7.6から連合赤軍までー」（『誰もが赤軍の時代があった』出版） 

（物江克男・三浦俊一・八木健彦・新開純也・榎原 均・中島慎介・高原浩之・小川智子） 

●6月 17日大下敦史ゆかりの集い・追悼！記念講演会（学士会館）   

●6月 24日山本光二（美杉 司・共産同統一委員会） ―死去（享年 67歳）  

●6月 24日安倍政権を倒せ！９条改憲を阻止しよう！講演集会（白井 聡・大阪） 

●7月 13日今泉正臣さんを偲ぶ会（京都） 

●9月×日共産同統一委員会第５回大会 

●10月 21日第 12 回変えよう！日本と世界反戦共同行動 in京都集会（円山公園） 

●11月×日労働者共産党第７回大会第２回中央委員会 

●12月 8日『共産主義運動年誌』第 19号討論集会（東京） 

●12月 14日『赤軍―ＰＦＬＰ世界戦争宣言』上映会（オリオンの会） 

●12月 16日東アジアの平和を創るー日米安保と南北分断体制を考えるー文 京沫講演集会（吹田） 

●12月 23日追悼！吉岡史朗・永井文弥・松田 勲・宗像啓介・井田一郎 合同偲ぶ会（ＰＬＰ会館） 

2019年                                                              

●2月×日日本革共同（ＪＲＣＬ）第２３回全国大会 

●3月 17日内田裕也―死去（享年 79歳） 

●4月×日革共同革マル派探究派―結成（革共同第四次分裂）松代 秀樹（北井信弘）/探究派公式ブログ 

●4月 30日斎藤幸平『大洪水の前に:マルクスと惑星の物質代謝 (Ν uξ 叢書)』発行（堀之内出版 ） 

●5月 11日Ｇ20大阪ＮＯ！アクションウイーク 小倉利丸講演会（エルおおさか） 

●５月２６日リッダ闘争４７周年集会（オリオンの会） 

●5月 26日共産同統一委員会関西政治集会 

●5月 26日土方克彦（同志社大学 元関西地区反戦連絡会議議長）－死去（享年 73歳） 

●6月 23日Ｇ20大阪ＮＯ！アクションウイーク大集会（新町公園） 
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●6月 28日Ｇ20大阪ＮＯ！アクションウイーク現地闘争（天保山公園） 

●6月 28日前田裕晤（大崎悟）－死去（享年 85歳） 

●８月１０日土方克彦さんを偲ぶ会（神戸学生青年センター） 

●9月 1日『共産主義運動年誌』第２０号発行 

●9月×日革共同全国委員会第 26回総会（『共産主義者』第 202号 11月） 

●9月 19日桝本純（川田洋・元共産同三多摩地区委員会）－死去（享年 77 歳） 

●９月２２日柳田健さんを偲ぶ会（エル大阪） 

●９月２８日小倉利丸講演会（反戦・反貧困・反差別共同行動 IN京都プレ企画―キャンパスプラザ） 

●10月 27日第 13回変えよう！日本と世界反戦共同行動 in京都（円山公園） 

●10月 29日『一九六九年 混沌と狂騒の時代』（鹿砦社） 

●11月×日『一共産主義者として 美杉司遺稿集』第一巻（戦旗社） 

●11月 22日中国湖北省武漢市「原因不明のウイルス性肺炎」発生（新型コロナウイルス） 

●11月 3.0日前田裕晤さんを偲ぶ会（エル大阪） 

●12月 11日桝本純さんを偲ぶ会 

●12月 20日『追想にあらず』出版（講談社・・） 

●12月 31日『続・全共闘白書』（情況出版） 

 


