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【主催および後援団体協力者】
財団法人 国際教育振興会
　理事長 大井　孝
　参与  稲田　脩
　事務局 後藤　明子
国際教育振興会賛助会
　名誉会長 高円宮妃殿下
　会長  南原　晃
　事務局長 伊部　正信
　事務局 好中　由起恵
International Student Conferences, Inc
　理事長 Stephen C. Moss
　事務理事 Sarah Thompson
　事務局 Michelle Lee Jones
外務省
　広報文化交流部部長 門司　健次郎
　人物交流室長  丸山　市郎
　人物交流室  伊藤　千恵子
文部科学省
　国際統括官    木曽　功
　大臣官房 国際課 課長   芝田　政之
　大臣官房 国際課 総務係長  荒井　忠行
米国大使館
　広報・文化交流部 文化プログラム担当官
　   ケビン・オルブリッシュ
　広報・文化交流部 レファレンス資料室 室長
　   笠　優子
社団法人 日米協会
　会長  大河原　良雄
　専務理事 渡辺　隆
日米文化センター
　日本代表 伊部　正信

【広報活動】
浅原　純 同志社大学大学院　アメリカ研 
  究科・アメリカ研究所 係長
猪口　邦子 自由民主党 参議院議員

青山　佳世 立命館大学 教育開発推進機構 教 
  学部 教育開発支援課
五十嵐　千恵子 筑波大学 国際部国際企画課国際 
  企画係
亀田　尚己 同志社大学 商学部・商学研究科
  教授
竹花　安子 立命館大学 国際部 衣笠国際教育 
  課
田中　文恵 同志社大学 大学院アメリカ研究 
  科・アメリカ研究所 事務長
中西　寛 京都大学大学院 法学研究科 教授
濱崎　祐之 京都外国語大学 企画広報室
勝　悦子 明治大学 副学長
篠田　正志 明治大学 国際連携部国際連携事 
  務室
菊池　端夫 明治大学 経営学部公共経営学科
斎藤　卓也 ㈱ダイヤモンド社 事業開発局 出
  版編集部 メンターダイヤモンド
安永　修章 日米研究インスティテュート
若松　智明 日米研究インスティテュート
五所　恵実子 東京大学 理学部国際交流室
西元　宏治 専修大学 法学部 准教授
井伊　雅子 一橋大学 国際・公共政策大学院
  教授
山脇　啓造 明治大学 国際日本学部 教授
神崎　高明 関西学院大学 経済学部 教授
武田　興欣 青山学院大学 国際関係学部准教授
和田　幹彦 法政大学 法学部 教授
児玉　克哉 三重大学 人文学部 教授
中邑　啓子 国際基督教大学・東京大学 研究員
岩月　直樹 立教大学 法学部 准教授
秋田　次郎 東北大学 経済学部 教授
村田　晃嗣 同志社大学 法学部 教授
中山　俊宏 津田塾大学 国際関係学科 准教授
水村　敏彦 ㈱サイブリッジ インターネット 
  メディアグループ
澤田　哲生 東京工業大学 原子炉工学研究所 
  エネルギー工学部門 助教授
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井上　伸子 東京都国際交流委員会 国際交 
  流・協力情報コーナー
藤巻裕之 東海大学 国際教育センター
旦　祐介 東海大学 教養学部
中村真伊 東海大学 国際教育課

【選考活動】
浅原　純 同志社大学大学院 アメリカ研究 
  科・アメリカ研究所 係長
鈴木　吉徳 京都大学 教育推進部 経理・施設 
  管理グループ 主任
田中　翔 京都わかもの１００人委員会　 
  実行委員長
田中　文恵 同志社大学 大学院アメリカ研究 
  科・アメリカ研究所 事務長
金谷　憲 東京学芸大学 英語科教育学研究 
  室 教授
金井　隆 ㈱三菱東京 UFJ 銀行 企画部主計 
  室 調査役
廣田　良平 UBS 証券㈱ 投資銀行本部 ディ 
  レクター
田辺　和子 日本女子大学 文学部日本文学科 
  准教授
大谷　立美 創価女子短期大学 英語コミュニ 
  ケーション学科 学科長
竹本　秀人 日米学生会議同窓会
谷口　隆史 日米学生会議同窓会
高橋　和夫 放送大学
井伊　雅子 一橋大学 国際・公共政策大学院
木ノ上　高章 東海大学 医学部

【春合宿】
井上　敏之 英語ディベート トレーナー
各大学留学生の皆様

【防衛大学校研修】
五百旗　真 防衛大学校 学校長
先崎　忠良 防衛大学校 総務部総務課社会連 
  携推進室 広報専門官

【関西での事前活動】
井上　敏之 英語ディベート トレーナー
柴山　太 関西学院大学
森田　正英 

【沖縄研修】
知念　征尚 琉球新報社 編集局社会部 記者
大島　和典 沖縄平和ネットワーク ガイド
比嘉　利尚 名護市役所 名護市基地対策室 
山川　優 沖縄県庁 県知事公室基地対策課
仲吉　朝尚 沖縄県庁 県知事公室返還問題対 
  策課
佐藤　学 沖縄国際大学 法学部 地域行政学 
  科教授
島袋　純 琉球大学 教育学部政治学 助教授
屋良　朝博 沖縄タイムズ 記者
安里　周悟 琉球新報社 記者
浦崎　綾 在日・沖米海兵隊基地 外交政策 
  部 渉外官
島袋　由乃 ゆいバス
袴田　たかし Ernst & Young
安田　麻紀 ＮＨＫ沖縄放送局 記者
山本　東生 Youth Forum Japan 代表理事

【交通関係】
古賀　敬章 民主党 衆議院議員
佐藤　欣一 衆議院議員 古賀敬章事務所　
片野坂　真哉 全日空商事㈱ 取締役執行役員 営 
  業推進本部長
田村　玲子 U.S.-Japan Links

【日米学生会議同窓会協力者】
山室　勇臣 橋本　徹 中瀬　正一
山田　勝 岩崎　洋一郎 伊丹　吉彦
小林　規威 降旗　健人 天野　順一
辻　喜久子 グレン・S・フクシマ
冨川　秀二 山本　東生 大高　巽
竹本　秀人 今井　義典 梅崎　渉
和田　昭穂 橘・フクシマ・咲江
竹内　幸美 西田　尚弘 福谷　尚久
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木ノ上　高章 大塚　雄三 林　友美
乗竹　亮治 飯田　智紀 古澤　昭子
金井　隆 宮崎　久 山田　良子 
細野　恭平
第 60、61 回日米学生会議実行委員会 / 参加者一同

【各分科会活動事前活動】
■学生と社会参画
林　大介 模擬選挙推進ネットワーク 事務 
  局長
原田　謙介 学生団体 ivote 代表
小野　有美 TRYF アカウント・プランナー
佐本　佳昭 TRYF アカウント・プランナー
西　浦明 財団法人 大学コンソーシアム京 
  都 事務局長
重田　裕之 財団法人 大学コンソーシアム京 
  都 事務局次長
山本　尚広 財団法人 大学コンソーシアム京 
  都 主幹
佐藤　志保 明治学院大学ボランティアセン 
  ター

■ 21 世紀における日米の教育
小村　俊平 ベネッセコーポレーション 高校 
  事業部 新商品開発化 企業連携プ 
  ログラム プロデューサー
田村　哲夫 渋谷教育学園 理事長
能見　駿一郎 文化庁 長官官房政策課 政策調整 
  係長
古田　雄一 わかもの科・東京大学 教育学部 
  教育行政学コース　
佐々木　雅一 ESD 事務局長

■安全保障と日米
孫崎　享 元外務省国際情報局長
  元防衛大学校教授
納家　政嗣 青山学院大学 国際政治経済学部 
  教授
伊勢崎　賢治 東京外国語大学 総合国際学研究 
  院 教授

五百旗頭　真 防衛大学校 学校長
段　瑞聡 慶應義塾大学商学部准教授

■社会起業家
市川　裕康 ソーシャルカンパニー代表
  ネットスクエアード東京代表
伊東　美穂 ㈱電通 ソーシャルプラニング局 
  ソーシャルコミュニケーション 
  開発室 CSR ビジョン開発部長
赤羽　誠 ㈱電通 ソーシャルプラニング局 
  プロジェクトマネージャー
並木　義巳 ㈱電通 ソーシャルプラニング局 
  ソーシャルプラニング局次長兼 
  プロジェクト推進室長
土井　香苗 ヒューマンライツウォッチジャ 
  パン代表

■新興国と地球環境問題
吉野　次郎 ㈱電通 第 8 営業局
金　大鐘   ㈱電通 スポーツ局 サッカー事業 
  部
飯沼　瑶子 ㈱電通 第 6 営業局

■地域再生 ～都市、農村が生き残るために～
片山　善博 総務大臣
小田切　徳美 明治大学 農学部食料環境政策学 
  科 地域ガバナンス論研究室 教授
市村　良三 小布施町役場 町長
内坂　徹 小布施町新生病院 元院長
色平　哲郎 JA 長野厚生連・佐久総合病院  
  地域医療部 地域ケア科 医師
和泉　洋人 内閣官房 地域活性化統合事務局 
  事務局長
坂本　成次 内閣官房 地域活性化統合事務局 
  参事官補佐
渡邊　一之 内閣官房 地域活性化統合事務局

■国際社会とナショナルアイデンティティ：対立
　から共存へ
山本　眞吾 靖国神社 遊就館 部長
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ラクパ・ツォコ ダライ ･ ラマ法王 日本代表部事 
  務所

「ハムケ共に」の皆様
キム・ウンチョル
朝鮮大学校

【賛助団体・企業、賛助者】
独立行政法人 国際交流基金
財団法人 双日国際交流財団
財団法人 平和中島財団
公益財団法人 三菱 UFJ 国際財団
財団法人 KDDI 財団
社団法人 日米協会

アサヒビール㈱
㈱オリエンタルランド
キッコーマン㈱
㈱三和
新日本製鐵㈱
セコム㈱
㈱セブン＆アイ・ホールディングス
禅林寺
大成建設㈱
㈱竹中工務店
㈱電通
東京海上日動火災保険㈱
東京ガス㈱
東京電力㈱
トヨタ自動車㈱
中辻産業㈱
日産自動車㈱
日本アイ・ビー・エム㈱
日本生命保険相互会社
野村ホールディングス㈱
パナソニック㈱
㈱日立製作所
富士ゼロックス㈱
富士通㈱
三井不動産㈱
三井物産㈱

三菱地所㈱
三菱重工業㈱
三菱商事㈱
㈱三菱東京 UFJ 銀行
三菱 UFJ リース㈱
メリックス㈱
メルシャン㈱

伊藤忠商事㈱
オタフクソース㈱
協和発酵キリン㈱
住友商事㈱
ヴィジョネア㈱
エクソンモービル有限会社
全日空商事㈱

高井　裕之
橘・フクシマ・咲江
堤　清二
冨川　秀二
南原　晃
西田　尚弘
橋本　徹
平竹　雅人
山田　勝
和田　昭穂


