
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 7 章 

日米学生会議に 

ご協力いただいた方々 
 

 

 

 



第 7 章 日米学生会議にご協力いただいた方々 

112 第 57 回日米学生会議 日本側報告書 

第 57 回日米学生会議 協力者 

 

第 57 回日米学生会議主催・後援 

主催：       後援： 
財団法人国際教育振興会     外務省 

文部科学省  
米国大使館  
日米文化センター   
財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会 

会議全般 

 
財団法人国際教育振興会 
理事長  大井孝 
総務広報部 広報担当部長    稲田脩 
総務広報部 主任  水野詠子 

国際教育振興会賛助会 
事務局長   伊部正信 

 事務局  佐々木文 
The Japan-America Student Conference, Inc.  
理事長       Robin L. White 
専務理事   Regina McGarvey 

外務省 
広報文化交流部 部長  近藤誠一 
広報文化交流部 人物交流室長   山元毅 
広報文化交流部 人物交流室 小山久子 

文部科学省  
大臣官房国際課 課長       川原田信市 

米国大使館 
 広報・文化交流部 教育・人物交流室 

松元美紀子 
財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会 
 理事長    森重利直 
 専務理事   吉澤誠司 
 
日米文化センター 日本代表 伊部正信 

財団法人 世界平和研究所  
理事長         大河原良雄 

社団法人 日米協会  
副会長         緒方四十郎 

三菱商事株式会社  
取締役会長     槙原稔 

国際通貨研究所  
理事長    行天豊雄 

朝日新聞社編集局  
特別編集委員   船橋洋一 

JASC Japan（旧 OB 会） 
 会長    山室勇臣 
 幹事長    中瀬正一 
京王観光株式会社  
東京中央支店 セールスリーダー 小川富良 

ブルーバンブー株式会社  
制作室プロデューサー  石川周平 

吉田祐介 

株式会社 実業広報社  
常務取締役     古屋繁 

株式会社 千修      加藤圭一郎 
株式会社ＴＢＳテレビ 

報道局             田勢奈央

 
 

事前活動 

横浜山手中華学校                  潘民生                                      井上敏之 
原孝事務所代表                      原孝                                    防衛大学校 

大野和基 
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本会議活動 

滋賀・京都サイト 
 
立命館大学 
総長     長田豊臣 
教学部長     佐藤満 
BKC 教学部長    松野周治 
国際関係学部教授   清本修身 
大学教育開発・支援センター  浅野昭人 
BKC 教学推進課課長    山本修司 
国際関係学部事務局長    川口潔 
国際関係学部事務室    桜井稔也 
総合情報センター     原尚司 

日米協会副会長      緒方四十郎 
京都外国語大学教授   大石秀夫 
米国総領事館 領事     張錫平 
駐大阪神戸米国総領事館、 
関西アメリカンセンター  中西えり 

滋賀県 
政策調整部企画調整課     中島実 
企画調整部政策調整課参事  木村太治 

京都市総務極国際化推進室   永原卓郎 
京都大学地球環境学堂教授  植田和弘 
関西電力株式会社環境室 
地球環境グループマネージャー  砥山浩司 
地球環境グループマネージャー 横川晋太郎 

堀川高校  
教頭     川浪重治 
教員       飯澤様 

紫野高校 教員      森本様 
有限会社スミレ写真館    大岩信頼 

三洋電機株式会社イノベーショングループ、 
コーポレート統括ユニット環境推進センター 

所長     堀井浩司 
鷲見晋吾 

 藤田周子 
京都新聞社 記者   葦原 裕 
みんなの滋賀新聞 記者   久谷靖哉 
大阪市会議員    福島真治 
神戸日米協会会長  キラン・S・セティ 
社団法人神戸青年会議所 
常任理事   井上淳也 
理事     大橋功 
国際交流委員会   三井貞子 

京都国際学生映画祭実行委員      徳田智奈美  
第 54、55 回日米学生会議参加者 掘抜功二 
第 54、55 回日米学生会議参加者 江川響子 
第 56 回日米学生会議参加者    海野慧

     
京都学生能楽連盟  
エポック立命 21  
衣笠セミナーハウス 
株式会社クレオテック 
宿坊悲田院 
 

後援 
滋賀県 
草津市 
京都市 

 
 

広島サイト 
 
広島市市民局国際平和推進部 
                佐々木敦子 
広島観光コンベンションビューロー 下岡憲子 
広島駅弁当   眞崎洋一 
在日韓国朝鮮人被爆者      李実根 
広島女学院大学教授    篠原収 
広島女学院高等学校 
 校長    勝部禎文 
教頭        森隆 

漫画家・被爆者   中沢啓治 

長崎国際大学教授   中根允文 
ネバーアゲインキャンペーン前大使   

野上由美子 
広島市立幟町中学校 
 校長    光原達夫 
 教諭     宮奥和司 
 学生ガイドボランティアの方々 
セジュールフジタ    
中区民文化センター・アステールプラザ
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沖縄サイト 
 

後援 沖縄県、糸満市 
 
沖縄県 

知事     稲嶺恵一 

副知事    牧野浩隆 

観光商工部交流推進課 主幹    國吉薫 

観光商工部交流推進課 主査  仲村裕子 

基地対策課    桃宇常雄 

糸満市役所 

市長     西平賀雄 

教育長      大城勇 

市議会議長    大城正行 

秘書広報・男女参画課長   宮城正一 

秘書広報・男女参画課 主幹兼係長 玉城真宏 

秘書広報・男女参画課   大山市子 

観光農園推進室 副参事  玉城雅夫 

糸満市教育委員   大城静江 

在沖米国総領事館 

総領事    トーマス・ライク 

広報・文化担当補佐官     高安藤 

経済商務担当補佐官     林明徳 

嘉手納基地 渉外官   崎浜秀昭 

オリオンビール株式会社 総務部総務課 
志良堂学 

琉球新報社 編集局南部報道局  安里周悟 
ホテル スポーツロッジ糸満   
支配人      藤田学 

        佐久川貢 
財団法人 沖縄県国際交流・人材育成財団  
国際交流課 課長     西原健 
国際交流課 交流係   平田直樹 

財団法人 沖縄観光コンベンションビューロー 
イベント推進チーム 調査役  儀武利治 
コンベンション振興部        照屋美奈子 
沖縄フィルムオフィス   瀬川辰彦 

沖縄国際大学法学部 教授    佐藤学 
琉球新報社 記者   屋良朝博 
沖縄タイムス社 編集局社会部記者   玉寄興也 
沖縄県浦添市役所 企画部情報政策課  
主事       平良誠 

結 株式会社    島袋由乃 
沖縄平和ネットワーク 
ホームステイでお世話になった方々 

安里千恵子  
伊保妙子 

宇地原克信 
金城敏 

喜入久子 
九反田浩人 
護得久宣子 
志良堂博一 
端慶山絹子 

高嶺紀子 
当山初枝 
徳村初枝 
長嶺輝也 

濱村チエミ 
村山盛敏 

山城健 
ＮＢＣサムシングフォー西崎 

 
 

東京サイト 
 
エアバス・ジャパン株式会社  

代表取締役社長、 

在日米国商工会議所元会頭   

グレン・Ｓ・フクシマ 

ＹＫＫ株式会社 

  ファスニング事業本部ファスニング事業部長 

猿丸雅之 

  経営企画室 総務・広報グループ長  渡邉英一 

日本国際問題研究所  

主任研究員   中山俊宏 

青山学院大学国際政治経済学学部  

助教授    武田興欣 

慶應義塾大学法学部  

教授             国分良成 

米国大使館 

東京アメリカンセンター  

副館長    ギレス・ジョアン  

東京アメリカンセンター  

広報文化交流部  畠山陽子 

独立行政法人 国立オリンピック記念少年総合センター 

原田武夫国際戦略情報研究所   

代表     原田武夫 
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その他全般 

 
立教大学 

法学部長   吉岡知哉 

    山本東生  

中山智夫 

玉城美穂子 

第 56 回日米学生会議実行委員会 
久保田豊乃 

飯田智紀 
佐藤智紀 
坂口紋野 

 
 

（敬称略・順不同） 
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第 57 回日米学生会議 賛助者・団体・企業 

 
独立行政法人 国際交流基金日米センター        
財団法人 石橋財団                  
財団法人 沖縄観光コンベンションビューロー 
財団法人 国際教育財団                
財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会 

財団法人 日商岩井国際交流財団 
財団法人 三菱銀行国際財団 
財団法人 平和中島財団 
財団法人 鹿島平和研究所 
金刀比羅宮 

 
社団法人 東京倶楽部 
社団法人 日米協会 

社団法人 日本歯科医師会 
社団法人 日本自動車工業会 

 
エアバス・ジャパン株式会社 
株式会社 イトーヨーカ堂 
株式会社 オリエンタルランド 
キッコーマン 株式会社 
新日本製鐵 株式会社 
住友不動産 株式会社 
セコム 株式会社 
大成建設 株式会社 
株式会社 竹中工務店 
株式会社 電通 
東京海上火災保険 株式会社 
株式会社 東京三菱銀行 
東京電力 株式会社 
トヨタ自動車 株式会社 
中辻産業株式会社 

日本アイ・ビー・エム 株式会社 
野村ホールディングス株式会社 
株式会社 日立製作所 
富士ゼロックス 株式会社 
富士通 株式会社 
本田技研工業 株式会社 
松下電器産業 株式会社 
三井物産 株式会社 
三井不動産 株式会社 
三菱地所 株式会社 
三菱重工 株式会社 
三菱商事株式会社 
明治安田生命相互保険会社 
メルシャン 株式会社 
橘・フクシマ・咲江 

 
伊藤忠商事株式会社 
エクソンモービル 有限会社 
大阪日米協会 
オタフクソース株式会社 
オリオンビール 株式会社 
関西電力株式会社 
協和発酵工業株式会社 

株式会社 公文教育研究会 
神戸日米協会 
住友商事株式会社 
住友スリーエム 株式会社 
日本電気株式会社 
WIP ジャパン 株式会社 
YKK 株式会社 

 
秋間修 
浅沼澄 
池園悦太郎 
石榑 和夫 
市川比呂也 
犬丸昭 
上原香織 
海老原満 
金子幸子 
加茂康郎 
川田ひろ 
木越純 
小林悦子 

小林規威 
金野洋 
後藤優美 
塩崎哲也 
嶋沢重夫 
鈴木協一 
苫米地俊博 
友末優子 
中瀬正一 
中村信之 
西田尚弘 
古澤昭子   
降旗健人 
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堀内宗忠 
松本安代 
宮澤喜一 

村上裕子 
吉原健吾 
和田昭穂 

 
 

（敬称略・順不同） 
 
 
 
 




