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○第５９回日米学生会議主催・後援団体
会議全般
主催：財団法人　国際教育振興会

後援：外務省、文部科学省、米国大使館、財団法人　国

際ビジネスコミュニケーション協会、社団法人

日米協会、日米文化センター

秋田サイト
後援：秋田県、秋田市、国際教養大学、秋田日米協会、

秋田魁新報社、ABS秋田放送、AKT秋田テレビ、

AAB秋田朝日放送、NHK秋田放送局、朝日新聞

秋田総局、毎日新聞秋田支局、読売新聞秋田支局、

産経新聞秋田支局、日経新聞秋田支局、河北新報

秋田支局

広島サイト
後援：広島市、財団法人広島平和文化センター、広島市

立大学広島平和研究所、中国新聞社、広島日米協

会、株式会社中国放送、財団法人広島国際文化財

団、学校法人武田学園、合同産業株式会社、株式

会社ユアーズ

京都サイト
後援：京都府、京都府教育委員会、京都市、京都市教育

委員会、京都商工会議所、学校法人　立命館大学、

財団法人　大学コンソーシアム京都、京都日米協

会、京都新聞社

○ご協力いただいた方々
会議全般
財団法人　国際教育振興会

顧問　山室勇臣

理事長　大井　孝

日米学生会議事務局　相澤始枝

国際教育振興会賛助会

名誉会長　高円宮妃殿下

会長　椎名武雄

副会長　南原　晃

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 Dull

事務局　八木沢ひろ子

Ashley Neeley

外務省

大臣　麻生太郎

広報文化交流部　部長　山本忠通

大臣官房　参事官　廣木重之　

広報文化交流部　人物交流室　外務事務官

小山久子　

文部科学省

大臣　伊吹文明

大臣官房　国際課　課長　渡辺一雄

大臣官房　国際課　総務係長　井部真人

大臣官房　国際課　総務係長　平田純一

米国大使館

大使　J. Thomas Schieffer

文化担当官　John G. Moran

広報・文化交流部　教育・人物交流担当官

Nini J. Forino

広報・文化交流部　教育・人物交流室

松元美紀子

広報・文化交流部　教育・人物交流室　大谷桂子　　　

広報・文化交流部　教育・人物交流室　落合安代

東京アメリカンセンター　畠山陽子

岩手県

総合政策室　政策推進課　主事　増澤　享

総務部人事課　人材育成担当　女鹿智恵

財団法人　国際ビジネスコミュニケーション協会

専務理事　吉澤誠司

広報渉外部　GHRD課　岩楯圭介

財団法人　世界平和研究所　理事長　大河原良雄

国際交流基金日米センター

市民交流課　課長　岩永絵美

知的交流課兼市民交流課　上級主任　今井隆志

市民交流課　山本訓子

市民交流課　山田文子

日米教育委員会

事務局長　David H. Satterwhite

事務局長補佐　Marigold S. Holmes

社団法人　青少年育成国民会議　国際交流振興部　

大畑洋二

社団法人　日米協会　専務理事　渡辺　隆

財団法人　国際教育財団　常務理事　永谷文江

財団法人　石橋財団　常務理事　中山　暁

京王観光株式会社　東京南支店　主任　吉田和明

ブルーバンブー株式会社

営業企画室　荒木遼太郎　　　　　　　　　　　　　　

営業企画室　瀬川いく

株式会社千修　第四営業本部　営業第一部
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宇津木義彦

富士電機ホールディングス　代表取締役社長

伊藤晴夫

富士電機ブレイントラスト株式会社

ビジネスサポート事業部　住田尚子

メルシャン株式会社　取締役相談役　鈴木忠雄

ドイツ証券株式会社　取締役会長　橋本　徹

いちごアセットマネジメント株式会社

代表取締役社長　Scott Callon

パートナー　清水早苗

日本IR協議会

専務理事　前澤秀忠

研究員　高際俊介

住友商事株式会社

理事　金融事業本部　副本部長兼アセットマネジメン

ト部長　高井裕之

文書総務部　部長代理　松村泰二

公文教育研究会　

グループ広報室　東京広報デスク　小林聖佳

グループ広報室　東京広報デスク　伊藤美香

朝日新聞社　マーケッティングセンター　高部恭子

山陽新聞東京支社　編集部長　八木一郎

岩手日報　東京支社　記者　神田由紀

財団法人　電通教育会　事務局長　小川武夫

株式会社第一ピーアール　藏本斉幸

事前活動
防衛大学校　校長　五百旗頭真

慶應義塾大学　総合政策学部　学部長　阿川尚之

東京大学　東洋文化研究所　教授　田中明彦

同志社大学　法学部　教授　村田晃嗣

大和証券グループ本社　CSR室　次長　金田晃一

イーナ・コミュニケーション

クリエイティブプロデューサー　樋栄ひかる

財団法人　アイヌ文化振興・研究推進機構

アイヌ文化交流センター　所長　山川敏夫

文部科学省　

国際統括官付　国際統括官補佐　日本ユネスコ国内委

員会事務総長補佐　大村浩志　

初等中等教育局　国際教育課　国際理解教育

専門官　都築　智

大臣官房国際課　総務係長　平田純一

財団法人　日本ユニセフ協会　学校事業部　副部長　

三上　健

京都市教育委員会　

JICA 業務グループ　連携促進第１チーム　主任

倉科和子

NPO学習学協会代表理事　本間正人

靖国神社　大山晋吾

三菱商事株式会社　山本哲也

株式会社TBSテレビ　報道局取材センター

外信部　田勢奈央

株式会社電通　第８営業局　吉野次郎

NHK スペシャル番組センター

チーフプロデューサー　宮本英樹

JICAアフリカ部　調査役　山本愛一郎

京都大学農学部　准教授　辻村英之

京都大学東南アジア研究所　地域研究第一研究部門

ランヒセラ・ドロテア・アグネス

NGO「ヒランガニ・ン・ゴタアンド」

トーマス・C・カンサ

「ほっとけない世界の貧しさ」CSOネットワーク

共同事業責任者　今田克司

東洋学園　理事　冨澤　暉

ピースボート　事務局　渡辺里香

特定非営利法人　岡崎研究所　所長・理事長

岡崎久彦

東京サイト
VISA International Asia Pacific, Ltd. 広報部

部長　井村　牧

Executive Vice President & General Manager Japan

Jim Allhusen

東京都産業労働局観光部　振興課観光まちづくり係　

主任　森田幸雄

墨田区文化観光協会　すみだ観光プロデューサー　

千葉良規

株式会社アルメック　第二計画部・上席研究員

海口晴彦

世界銀行東京事務所　上級広報官　岩崎弥佳

コンサベーション・インターナショナル

日本プログラム代表　日比保史

環境省　地球環境局地球温暖化対策課　協力係長　

小林　豪

千葉大学大学院人文社会科学研究科　地球福祉研究

センター　准教授　上村雄彦

特定非営利活動法人　プラネットファイナンス
ジャパン　事務局長　ロン・ベバクア
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NHK スペシャル番組センター
チーフプロデューサー　舘谷　徹

アジア財団

副理事　Allen C.Choate

日本代表　鼈舎アルセニ

パートナー推進マネージャー　吉村ひとみ

ヒューマン・アソシエイツ株式会社　第二事業部　

進藤哲夫

米国海軍省　

在日米海軍司令官　海軍少将　James D. Kelly

在日米海軍司令部　法曹　Erik L. Jorde

横須賀地方総監部幕僚長　海将補　小澤　勇

防衛大学　人文社会学群長　教授　孫崎　享

東京プリンスホテル　鈴木　愛

東京外国語大学地域文化研究科　教授　

特定非営利法人　日本紛争予防センター

理事　伊勢崎賢治

東京大学大学院法学政治学研究科　教授　藤原帰一

青山学院大学　国際政治経済学部教授　押村　高

早稲田大学国際教養学術院　教授　関根　勝

独立行政法人　国立オリンピック記念青少年総合センター

秋田サイト
秋田県

知事　寺田典城

副知事　西村哲男

教育委員会　教育長　根岸　均

学術国際部　部長　森山祐二

学術国際部　学術国際政策課　課長　和泉　勤

学術国際部　学術国際政策課　副主幹　舛谷修美

学術国際部　学術国際政策課　副主幹　千葉圭司

学術国際部　学術国際政策課　国際教育担当

木村　薫

東京事務所　総務企画課政策情報班　主任

佐藤邦明

東京事務所　主査　仲村陽子

山本地域振興局　局長　堀江敏明

山本地域振興局　総務企画部長　久米　実

山本地域振興局　総務企画部　地域企画課

企画・地域振興班　主査　古井正賢　

秋田市

市長　佐竹敬久

総務部秘書課　課長　鈴木　忍

商工部商業観光課　観光政策担当　主査

斉藤ひかる

能代市

市長　斉藤滋宣

企画市民部　次長　工藤金美

企画市民部　市民まちづくり課　課長　戸松重男

企画市民部　市民まちづくり課　課長補佐

佐々木和子

八峰町

町長　加藤和夫

産業振興課　商工観光係長　柴田　要

産業振興課　主任　門脇朝哉

産業振興課　日沼宏平

藤里町

町長　石岡錬一郎

事業課　商工観光係　主査　田代文久

総務課　行政改革推進係　主任　石岡敏彦

在札幌米国総領事館　

総領事　Marrie Y. Schaefer

総領事代理　Ian T. Hillman

国際教養大学

理事長・学長　中嶋嶺雄

事務局次長・秘書室長　佐々木昌良

事務局学生課　課長　武田　勝

総務企画課　企画室　室長　吉崎　誠

総務企画課　企画室　辻田豊英

総務企画課　企画室　松本和義

総務企画課　企画室　佐藤直人

総務企画課　企画室　佐藤初美

総務企画課　企画室　佐藤善成

総務企画課　総務施設班　古谷光孝

学生課　学生支援班　班長　小林和世

学生課　学生支援班　清水康成

カフェテリア　レストラン　SUNSUN 支配人　

金沢直樹

日本政府代表　スリランカ平和構築及び復旧・復興担当

明石　康

秋田日米協会

会長　須田精一

事務局長　鈴木力雄

関口博子

参議院議員　金田勝年

金田勝年参議院議員　政策担当秘書　東　秀美

秋田魁新報社　

常務取締役　編集局長　小笠原直樹
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編集局　政治経済部　部長　佐川博之

能代支局　支局長　小川浩義

政治経済部　記者　藤田　向

東京支社　記者　田中敏雄

北羽新報社

代表取締役　八代　保

記者　武田幸一

ABS秋田放送

取締役報道制作局長　立田　聡

営業局販促事業部　部長　荒谷元子　

報道制作局アナウンス部　松井梨絵子

ガッツエンターテイメント　代表取締役　石垣政和

由利工業株式会社　

代表取締役　須田精一

経営企画室　取締役室長　須田哲生

経営企画室　松橋恭太郎

秋田ビューホテル　販売内務室長　佐藤和宏

アルファビジョン　代表取締役社長　千葉康彦

ユーランドホテル八橋　代表取締役社長　松村讓裕

カリフォルニア大学アーバイン校　准教授　

Jonathan M. Hall

財団法人　秋田県国際交流協会　事務局長

福田博司

株式会社ニューフォト北日本　映像制作　課長

松原和夫

＜ホームステイをお引き受けいただいた皆様＞
能代市

山谷公一、工藤金美、吉岡和男、藤田豊治、増山裕弘、

油井日出男、佐藤利春、工藤　学

藤里町

加茂谷芳文、藤田主計、斉藤栄作美、新川泰直、成田

清子、安部得直、菊池博悦、福司　満、佐々木和昭　

八峰町

笠原幸子、田村京子、柴田和子、佐々木光子、木藤

直、中嶋茂光、福士正信、涸沼宏平、太田治彦、柴田

要、工藤金悦、武田　武

広島サイト
広島市

企画総務局　国際平和推進部　平和推進担当課長　

手島信行

企画総務局　国際平和推進部　平和推進担当

山口芳明

企画総務局　国際平和推進部　平和推進担当

戸井裕次郎

企画総務局　秘書課　岩崎　学

財団法人　広島平和文化センター

前理事長　斉藤忠臣

理事長　スティーブン・リーパー

国際部国際交流・協力課　重村隆彦

国際部国際交流・協力課　本田博之

平和記念資料館啓発担当　主事　仁井田政治

国立広島原爆死没者追悼平和祈念館

元副館長　荒谷　茂

副館長　中川雅裕

主事　中谷美保子

財団法人　広島観光コンベンションビューロー

下岡憲子

広島市立大学

国際学部長　大東和武司

事務局学部運営担当　河村千鶴子

広島市立大学広島平和研究所　

所長　浅井基文

事務室主幹　津村　浩

講師　ロバート・ジェイコブズ

社団法人　広島青年会議所

理事長　高橋正敏

専務理事　黒谷雅樹

広島商工会議所　商工部　産業振興チーム

秋田和宏

中国新聞社

特別顧問　今中　亘

元報道部長　増谷　寛

報道部長　栃薮啓太

記者　森田裕美

記者　金崎由美

広島日米協会

会長　山本一隆

専務理事兼事務局長　安藤欣賢

財団法人　広島国際文化財団　事務局長　実平悦夫

株式会社中国放送

代表取締役専務　安東善博

事業センター専任部次長　宮崎　寛

学校法人武田学園　理事長　武田哲司

合同産業株式会社　代表取締役社長　網野公泰

株式会社ユアーズ　代表取締役社長　根石紀雄

オタフクソース株式会社　営業本部販促グループ

チーフスタッフお好み焼士　川相庸一
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お好みフーズ株式会社　代表取締役社長

佐々木栄史

キリンビール株式会社　広島支社課長代理

小林義弘

JA広島中央会　

企画広報部次長　市原耕治

企画広報部課長　久保井晃浩

観光広島流お好み焼き教室三三三　代表取締役　

尾川英司

株式会社インターグループ　中村　航

ホテルサンルート広島　営業主任　湯浅　勝

リーガロイヤルホテル広島　料理部事務所課

国際会議場　マネージャー　石田悦朗

広島学院中学・高等学校　小田和明

広島女学院中学高等学校　向井　均

広島経済大学　教授　田中　泉

＜平和公園ガイド指導＞
清水恵子

住廣寿子

山根美智子

京都サイト
京都府　

知事　山田啓二

総務部長　太田　昇

教育委員会　教育長　田原博明

教育委員会　指導部社会教育課　太田明美

国際課　主幹　山口浩司

京都市

市長　桝本頼兼

教育委員会　教育長　門川大作

教育委員会　教育長秘書　大山剛生

教育委員会　指導部　担当部長　永田和弘

伏見区　区長　水田雅博

京都商工会議所　

理事・事務局長・総務部長　山下徹朗

総務部　課長　日野直樹

学校法人　立命館

総長　川口清史

国際部　衣笠セミナーハウス　衣笠国際教育課　

課長補佐　田中清子

財団法人　大学コンソーシアム京都

理事長　八田英二

小笠原知広

重田裕之　　

社団法人　京都日米協会

会長　村田純一

副会長・専務理事　西村宗也

京都新聞社　社長　増田正蔵

社団法人　大阪日米協会

事務局長　黒川省二

須賀順子

関西電力株式会社　京都支店　支店長室長

梅田　哲

株式会社ガクシン　

編集チーフ　大久保智徳

記者　岩田拓真

財団法人　京都市国際交流協会

財団法人　高輝度光科学研究センター

社団法人　神戸日米協会　

会長　キラン.S. セティ

井上淳也

野村祥子

株式会社島津製作所　

地球環境管理室　室長　天野輝芳

島津創業記念資料館　兼松秀明

種智院大学　

学長　頼富本宏

入試課　課長　古川洋一

第５回京都学生祭典実行委員会

実行委員長　藤田卓也

井出　茜

辻亜紗里

株式会社でんでん　

代表取締役CEO 田尻敏寛

石谷彰一郎

総本山仁和寺執行　真言宗御室派総務部　部長

沖田定信

総本山仁和寺　御室会館

株式会社堀場製作所

常務取締役　佐藤文俊

管理部　広報チーム　三菅あゆみ

京エコロジーセンター

株式会社ワイズポケット　会長　寶槻　徹

日米会話学院　副学院長　John Freeman

静岡文化芸術大学　学長　川勝平太

＜京都フォーラム通訳＞
安部礼子
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河村睦美

○日米学生会議アルムナイ協力者
青山泰司、天野順一、荒島由也、飯田智紀、池田早希、
市川裕康、井上敏之、井上雅章、井上裕太、岩沢雄司、
岩崎洋一郎、梅崎　渉、江川響子、大高　巽、大原　学、
小笠原瞳、尾田亜沙美、笠井寛子、唐沢由佳、河上洋右、
木ノ上高章、国松永喜、小迫由衣、五所恵美子、小林悦
子、小林規威、佐藤友紀、真田雄太、塩崎哲也、鹿谷幸
史、島村明子、清水経義、杉田道子、須藤　淳、高沢健
史、高橋裕美、竹内幸美、武田興欣、千代明弘、辻喜久
子、出浦寛子、長崎智裕、中瀬正一、永田隆介、中山智
夫、生板沙織、西田尚弘、西納由紀、乗竹亮治、ハナ・
ハイネケン、袴田隆嗣、波多野綾子、平岡萌子、廣田良
平、黄アラム、福田愛奈、グレン・フクシマ、福谷尚久、
富士岡篤臣、古澤昭子、降旗健人、寶槻　徹、細野恭平、
堀内宗忠、掘抜巧二、三谷佳孝、源　飛輝、宮崎あゆみ、
安田　立、山崎秀之、山崎繭加、山田裕一朗、山室勇臣、
山本東生、由井啓太郎、吉野次郎、吉原健吾、王　雄揆

○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　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　平和中島財団
財団法人　三菱銀行国際財団
財団法人　広島国際文化財団
社団法人　東京倶楽部
社団法人　日米協会
社団法人　大阪日米協会
学校法人　武田学園

イオン株式会社
エアバス・ジャパン
オタフクソース株式会社
お好みフーズ株式会社
株式会社オリエンタルランド
キッコーマン株式会社
キリンビール株式会社
合同産業株式会社
株式会社三和
JA広島中央会
新日本製鐡株式会社
住友スリーエム株式会社

住友不動産株式会社
セコム株式会社
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス
大成建設株式会社
株式会社竹中工務店
株式会社電通
東京海上日動火災保険株式会社
東京ガス株式会社
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
三井不動産株式会社
三井物産株式会社
三菱地所株式会社
三菱重工業株式会社
三菱商事株式会社
株式会社三菱東京UFJ銀行
メルシャン株式会社
株式会社ユアーズ
橘・フクシマ・咲江
堤　清二
南原　晃
西田尚弘
橋本　徹
宮澤喜一

協和発酵工業株式会社
伊藤忠商事株式会社
公文教育研究会
日本電気株式会社
モルガンスタンレー証券株式会社
住友商事株式会社
富士電機グループ
株式会社サンブリッジ
いちごアセットマネジメント株式会社
内古閑宏　　
鹿谷幸史
西野謙二



編集後記

第59回日米学生会議　日本側報告書168

編集後記

会議が終わってもしばらく安心できないのが報告書担当の実行委員である。しかし、本年度は報告
書スタッフの働きにより、まずまず速いペースで完成のめどがついたことをうれしく思う。
文字にする作業というのは不思議なもので、書き手の気持ち次第ですでに起こったことをいくらで

も作り出せてしまう。実行委員と参加者だけでなく、新聞記事や外部の方からの声もなるべく取り入
れながら作成してきたとはいえ、この報告書に表現された日米学生会議は、ごく一面からとらえたも
のに過ぎないだろう。この本を手に取って日米学生会議に興味を持った方は、是非説明会や講演会に
参加して、会議の価値を自分自身の目で確かめてみてほしい。また、将来の実行委員や参加者は、こ
の報告書からなるべく多くのことを学びとって教訓を活かしてほしいと思う。

最後に、日米学生会議を支えてきてくださった方々にここで改めてお礼を申し上げたいと思います。
数多くの支援者の方々の助けなしには、日米学生会議は今まで存続してこられませんでした。感謝の
気持ちを込めて、第59冊目の報告書を世に送ります。

第59回日米学生会議実行委員　松田浩道　
2007年11月12日

編集スタッフ
松田浩道、高井竜輔、廣田隆介、間橋大地、平井麻祐子、

加納康宗、本郷亜紀
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