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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　　　　スティーブン・モス

　事務理事　　　サラ・トンプソン

　事務局　　　　スペンサー・オスカーソン

外務省

　広報文化交流部部長　　　　村田 直樹

　人物交流室長  　　　　　　川上 文博

　人物交流室 首席　　　  　 　縄田 博

　人物交流室   　　  　　　伊藤 千恵子

文部科学省

　国際統括官         　　　　藤嶋 信夫

　大臣官房 国際課 課長  　　池原 充洋

　大臣官房 国際課 総務係長　  植村 正樹

米国大使館

　広報・文化交流部 文化プログラム担当官

 　　　　リチャード・メイ

　広報・文化交流部 教育人物交流室

 　　　　落合 安代

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

<新潟サイト >

【共催】新潟日米協会

【後援】新潟県、新潟市、新潟県コンベンション、

財団法人新潟観光コンベンション協会、財団法人

新潟県国際交流協会、財団法人新潟市国際交流協

会、新潟日報、新潟放送、新潟総合テレビ、テレ

ビ新潟放送網、新潟テレビ 21

【賛助】医療法人社団竹内会、NSG グループ、マ

イコロジーテクノ株式会社、三国フーズ株式会社

新潟営業所、山崎製パン株式会社、蔵の宿 菱風荘、

社団法人北陸建設弘済会、北方文化博物館

<京都 /滋賀サイト >

【後援】京都府、京都府教育委員会、京都市、京

都市教育委員会、滋賀県、財団法人京都市国際交

流協会、立命館大学

<沖縄サイト >

【共催】第 63 回日米学生会議沖縄サポート委員

会

【後援】沖縄県、名護市、宜野湾市、琉球大学、

名桜大学、沖縄国際大学、沖縄尚学高等学校

【協力】財団法人沖縄観光コンベンションビュー

ロー

【賛助】大湾 朝明、奥 キヌ子、嘉数 啓、川満 敏、

篠原 初枝、尚 弘子、洲鎌 孝、平良 誠、千葉 裕

子、野口 安計、南風盛 綾、原田 彰宏、比嘉 幹郎、

福谷 尚久、宮里 一馬、森本 大、財団法人沖縄県

国際交流・人材育成財団、財団法人名護市観光協

会、財団法人りゅうぎん国際化振興財団、沖縄県

金融協会、特定医療法人沖縄徳洲会、医療法人恵

山会、名護市商工会、株式会社ウィルコム沖縄、

大城花屋葬儀社、株式会社沖設備、株式会社沖

電工、沖縄ガス株式会社、沖縄コカ・コーラボト

リング株式会社、沖縄ツーリスト株式会社、沖縄

電力株式会社、株式会社 沖縄ファミリーマート、

沖縄プラント工業株式会社、沖縄ヤマト運輸株式

会社、オリオンビール株式会社、空港ビルディン

第 63回日米学生会議 ご協力いただいた方々 ( 敬称略・順不同 )
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グ株式会社、株式会社公益社、株式会社国際リゾー

ト研究所、シンバホールディングス株式会社、全

保連株式会社、有限会社東洋商会、有限会社今帰

仁酒造、西日本電信電話株式会社、日通エアカー

ゴサービス株式会社、株式会社北部観光バス、ホ

テル山田荘、三菱商事株式会社、株式会社ゆがふ

ホールディングス、琉球海運株式会社、琉球セメ

ント株式会社、琉海リース株式会社、株式会社りゅ

うせき、株式会社レキオ・セキュリティサービス、

有限会社ロイヤルフーヅ

<ご協力いただいた方々 >

【広報活動】

亀田 尚己

竹花 安子

五所 恵実子

西元 宏治

井伊 雅子

神崎 高明

亀田 尚己

浅原 純

楠 綾子

服部 直子

竹花 安子

小山 昌久

河野 至恩

保坂 亜矢子

渡辺 成美

倉田 裕子

油原 ゆう子

込山 敦

村山 裕美子

廣瀬 顕

畑谷 友香

吉岡 賢司

池嶋 葉子

佐藤 龍子

加賀美 英志

 

幸野 友子

宮里 直也

大城 美樹雄

佐藤 学

澤田 哲生

久保井亮一

弘津 禎彦

藤田 清士

若松 智明

太谷 俊昭

柴山 太

吉田 智子

アンドラディ 久美

　　

慶應義塾大学日吉学生部国際担当の方々

 

【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

金谷 憲　　　東京学芸大学教授

田辺 和子　　日本女子大学教授

阿部 圭子　　共立女子大学教授

竹本 秀人　　国際ウェールズ環境総研代表

寳槻 徹　　　株式会社 ワイズポケット会長

　　　　　　 株式会社イーデュケーション代表

　　　　　　 取締役

森田 正英　　日米学生会議同窓会

同志社大学 商学部・商学研究科 教

授

立命館大学 国際部 衣笠国際教育課 

課長補佐

東京大学 理学部国際交流室 講師

専修大学 法学部 准教授

一橋大学 国際・公共政策大学院 教

授

関西学院大学 経済学部 教授

同志社大学 商学部・商学研究科 教

授

同志社大学 グローバル・スタディー

ズ研究科・アメリカ研究所事務室

関西学院大学 国際学部 准教授

立命館大学 国際部 海外留学課

立命館大学 国際部 衣笠国際教育課

立命館大学 国際関係学部 教授

上智大学 国際教養学部 国際教養学

科 教授

上智大学 国際教養学部 事務室

筑波大学 国際部国際企画課 国際企

画係

明治大学 国際連携部 国際連携事務

室

新潟大学 研究支援部 国際課 課長

新潟県立大学 国際交流センター・

政策研究センター担当

株式会社ブルーバンブー 

株式会社ブルーバンブー 

株式会社ブルーバンブー

メイクセンス

共同 PR

にいがたインターネットテレビ 

琉球大学総務部総務企画課広報・情

報室

琉球大学元学術国際部国際課国際教

育担当

沖縄タイムス社文化事業局事業部

名桜大学 国際学群 講師

沖縄国際大学 法学部 教授

東京工業大学 原子炉工学研究所 助

教授

大阪大学 サンフランシスコ教育研

究センター センター長

大阪大学 グローニンゲン教育研究

センター センター長

大阪大学 工学研究科国際交流室 

早稲田大学 総長室 経営企画課

早稲田大学 総長室 副部長 経営企画

課 調査役

関西学院大学 総合政策学部 教授

成蹊学園 国際教育センター 国際課

　　

横浜国立大学 経営学部国際経営学

科 講師
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和田 昭穂　　　  三菱 UFJ リース株式会社 常務

　　　　　　　　 執行役員

金井 隆　　　　　株式会社 三菱東京UFJ 銀行 企

　　　　　　　　 画部主計室調査役

西田 尚弘　　　　日米学生会議同窓会

大間知 隆二郎　    石油天然ガス金属鉱物資源機構

石井 誠二　　　　日米学生会議同窓会

【春合宿】

山口 寛明   日米学生会議同窓会

綾部 功    東海大学 専任准教授

Tang Bing　　　   慶應義塾大学大学院

【防衛大学校研修】

五百旗頭 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 

【東日本大震災・原子力勉強会】

鈴木 悠平　　　　Last One Mile Project 主催者 

高野 恭平　　　　日米学生会議同窓会

第 62回日米学生会議参加者

【広島研修】

アレックス・メヒア

　　　　　　　 国連訓練調査研究所 (UNITAR) 広

　　　　　　　 島事務所長

水本 和実　　　広島市立大学広島平和

　　　　　　　 研究所副所長

沖田 なつき　　広島平和記念資料館 啓発担当 

田城 明　　　　株式会社中国新聞社 ヒロシマ平

　　　　　　　 和メディアセンター長 特別編集

　　　　　　　 委員 

澤田 美和子　　公益財団法人広島平和文化セン

　　　　　　　 ター

梶本 淑子　　　公益財団法人広島平和文化セン

　　　　　　　 ター 被爆体験証言者

小田 和明　　　広島学院高校 英語科教諭

高見 知伸　　　広島女学院中学高等学校 英語科

　　　　　　　 教諭

新宮 清香　　　日米学生会議同窓会

【交通・通信】

張 文　　　全日本空輸株式会社 東京支店法人販

　　　　　 売室 第二法人販売部 第四販売グルー

　　　　　 プ

水沼 大輔　株式会社 JTB 法人東京 第四事業部

　　　　　 営業第一課

吉田 和明　京王観光株式会社 東京南支店 /イベ

　　　　　 ント・コンベンション担当 主任

辻 可織　　イー・アクセス株式会社 総務本部 広

　　　　　 報・CSR 室副室長

八木 里薫　イー・アクセス株式会社 総務本部 広

　　　　　 報・CSR室 CSR・コンプライアンスG

【新潟サイト】

渡辺 敏彦　新潟日米協会 会長 /新潟総合学園

　　　　　 副理事長

関根 仲春　新潟日米協会理事 / NEW STEP

　　　　　 PARTNERS Inc. 代表

鈴木 あい　新潟総合学園 法人本部 事務局 

　　　　　 総務課秘書係

竹内 幸美　竹内病院院長

永島 忠美　衆議院議員 

桐生 裕子　新潟県 知事政策局国際課 課長

山口 良信　新潟県 知事政策局国際課 課長

柴田 豊　　新潟県 知事政策局国際課 企画調整グ

　　　　　 ループ 政策企画員

渋谷 有子　新潟県 知事政策局国際課 

小池 貴之　新潟県 総務管理部文書私学課 副参事

儀同 政宏　新潟県 県民生活・環境部震災復興支

　　　　　 援課 課長補佐

本田 一丸　新潟県 県民生活・環境部震災復興支

　　　　　 援課企画調整グループ政策企画員

藤塚 孝祐　新潟県 県民生活・環境部震災復興支

　　　　　 援課企画調整グループ主任

飯吉 栄輔　新潟県 防災局原子力安全対策課原子

　　　　　 力安全対策係主査 

小林 伸一　新潟市 経済・国際部国際課 課長補佐

ミギンティー 敬子

　　　　　 新潟市 経済・国際部国際課 主査

山宮 直子　新潟市 経済・国際部国際課 副主査
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吉田 正雄　　長岡市 市民協働部国際交流課 課長

山田 哲也　　長岡市 市民協働部国際交流課

阿部 雅之　　長岡市 市民協働部国際交流課

油原 ゆう子　新潟大学 国際課 課長

宮 正晴　　　新潟大学 国際課 国際企画係 係長

田村 友美　　新潟大学 国際課 特任専門職員

遠藤 綾子　　新潟大学 国際課 

岩田 尚志　　新潟大学 国際課 

込山 敦　　　新潟県立大学 国際交流センター 国

　　　　　　 際交流部長

若月 章　　　新潟県立大学 国際地域学部 国際交

　　　　　　 流センター長

加藤 雅啓　　上越教育大学教授

瀧本 一幸　　上越教育大学 学務部研究連携室 室

　　　　　　 長補佐

鈴木 佳秀　　敬和学園大学 学長

伊藤 文吉　　財団法人北方文化博物館 館長

山本 善政　　株式会社ハードオフコーポレーシ

　　　　　　 ョン 代表取締役会長兼社長

高野 敏郎　　ザ・フレンドシップ・フォース・

　　　　　　 オブ・新潟 理事

永井 健司　　永井電気株式会社 相談役

真島 明子　　マシマ・インターナショナル株式

　　　　　　 会社 代表取締役

与田 一憲　　一般財団法人 食の新潟国際賞財団 

　　　　　　 総合ディレクター  

高橋 道映　　新潟日報社 代表取締役社長

鶴間 尚　　　新潟日報社 経営管理本部社長室 副

　　　　　　 主管秘書部長

家合 敬子　　新潟日報社 経営管理本部秘書部 次

　　　　　　 長

三木 ゆかり　新潟日報社 編集局報道部 記者

野島 常雄　　新潟放送 取締役報道・政策担当報

　　　　　　 道制作局長 

熊倉 雄三　　新潟放送 営業取締役 営業・事業担

　　　　　　 当営業局長

新保 真徳　　新潟放送 アナウンサー

西巻 康之　　新潟テレビ21 報道制作局報道制作

　　　　　　 センター 課長

佐藤 龍子　　NPO法人 にいがたデジタルコンテ

　　　　　　 ンツ推進協議会

山田 昭浩　　東京電力株式会社柏崎刈羽原子力

　　　　　　 発電所サービスホールグループ

新野 良子　　株式会社新野屋 専務取締役

稲垣 文彦　　社団法人社中越防災安全推進機構 

　　　　　　 理事・復興デザインセンター長

河内 毅　　　社団法人中越防災安全推進機構 地

　　　　　　 域防災力センターチーフコーディ

　　　　　　 ネーター

濱坂 都　　　特定非営利活動法人ジェン 広報マ

　　　　　　 ネジャー

鈴木 龍一　　学校法人新潟総合学院 STEP 管理

　　　　　　 事業部 部長 

中村 昌子　　菱風荘

小林 博隆　　ビュー福島潟 新潟市北区地域課

倉島 百合子　福島潟野鳥の会 会長  

【京都 /滋賀サイト】

太田 昇　　　京都府 副知事

黒瀬 敏文　　京都府総務部 部長

小林 貴子　　京都府知事直轄組織国際課

前川 二郎　　京都府教育庁管理部

奥本 尚美　　京都府教育庁指導部社会教育課

髙村 恭子　　京都市総合企画局国際推進室

中永 健史　　京都市教育委員会総務部 部長

酒崎 伸明　　京都市教育委員会事務局指導部

　　　　　　 学校指導課

末永 祐介　　京都市教育委員会事務局指導部学

　　　　　　 校指導課

山本 悦子　　京都市教育委員会事務局指導部学

　　　　　　 校指導課

小澤 高志　　滋賀県観光交流局国際室 室長

宮村 佐衣子　滋賀県観光交流局国際室

西村 宗也　　京都日米協会 副会長

深川 修二　　大阪日米協会 前事務局長

五歩一 文子　大阪日米協会 ( サントリーホール

　　　　　　 ディングス株式会社大阪秘書室 )

児玉 克也　　三重大学人文学部教授・副学長 /

　　　　　　 国際平和研究学会事務局長

川戸 良幸       琵琶湖汽船株式会社常務取締役

上田 洋平       滋賀県立大学非常勤講師
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トーマス・バラトール

　　　　　　 国際湖沼環境委員会研究員

村上 悟　　　NPO碧い琵琶湖 代表

菊井 了　　　近江八幡琵琶湖よし笛アンサンブ

　　　　　　 ル代表

近藤 さち子　近江八幡琵琶湖よし笛アンサンブ

　　　　　　 ル

堤 雅子　　　株式会社アベリス代表取締役

下田 知美　　株式会社リフレ代表取締役

山本 修巳       環境経営効率研究室主宰

井上 昌一       株式会社井上代表取締役

山田 昇　　　株式会社龍村美術織物参与

粟津 久雄       株式会社龍村美術織物総務部 部長

岩本 武　　　株式会社龍村美術織物総務部 課長

宝本 清菜　　松栄堂社長室

小倉 庸敬　　株式会社淀川製作所代表取締役

吉田 明弘       京都市立日吉ケ丘高等学校 教頭

小林 龍一       京都市立日吉ケ丘高等学校 教諭

吉田 功　　　京都市立紫野高等学校 教頭

木下 由加里　京都市立紫野高等学校 教諭

竹本 秀人　　日米学生会議同窓会関西幹事

　　　　　　 国際ウェールズ環境総研代表

宝槻 徹　　　株式会社ワイズポケット会長 

　　　　　　 株式会社イーデュケーション代表

　　　　　　 取締役

竹花 安子　　立命館大学国際部海外留学課課長

　　　　　　 補佐

服部 直子　　立命館大学国際部海外留学課       

亀田 尚己　　同志社大学商学部・商学研究科教

　　　　　　 授

浅原 純　　　同志社大学グローバル・スタディー

　　　　　　 ズ研究科アメリカ研究所事務室

【沖縄サイト】

■沖縄サポート委員会

( 名誉顧問 )

稲嶺 惠一　　元沖縄県知事

( 実行委員長 )

比嘉 幹郎　　沖縄アメリカ協会 ガリオア・フル

　　　　　　 ブライト沖縄同窓会会長

大城 肇　　　琉球大学 副学長

大城 美樹雄　　名桜大学 国際学群 講師

奥 キヌ子　　　株式会社レキオファーマ 代表取

　　　　　　　  締役

城所 望　　　　日米学生会議同窓会

佐藤 学　　　　沖縄国際大学 法学部 教授

新城 博　　　　株式会社トリム 代表取締役

洲鎌 孝　　　　万国医療津梁創出事業 プロジェ

　　　　　　 　クトマネージャー     

平良 誠　 　　   日米学生会議同窓会

野口 安計　　　株式会社時事通信社 那覇支局長

平田 久雄　　　有限会社ディーランド 代表取締

　　　　　　　 役

宮里 一馬　　　日米学生会議同窓会

吉川 博也　　　沖縄大学 名誉教授

■協力者

仲井眞 弘多　　沖縄県知事

上原 良幸　　　沖縄県副知事

照喜名 一　　　沖縄県文化観光スポーツ部交流

　　　　　　　 推進課 課長 

嘉数 晃　　　　沖縄県文化観光スポーツ部交流

　　　　　　　 推進課 主幹

山城 拓也　　　沖縄県文化観光スポーツ部交流

　　　　　　　 推進課 主任

古波蔵 修平　　財団法人沖縄コンベンションビ

　　　　　　　 ューロー 観光・コンベンション

　　　　　　　 推進部 コンベンション振興チー

　　　　　　　 ム コーディネーター

山城 太一　　　財団法人沖縄県国際交流・人材

　　　　　　　 育成財団 国際交流課

川人 博　　　　弁護士

長野 悠人　　　外務省北米局日米地位協定室

浦崎 綾　　　　在日米海兵隊基地 在沖縄米海兵

　　　　　　　 隊バトラー基地司令部 外交政策

　　　　　　　 部 渉外官

ロバート・エルドリッヂ

　　　　　　 　在沖米海兵隊外交政策部次長

稲嶺 進　　　　名護市 市長

親川 敬　　　　名護市 副市長

仲里 幸一郎　　名護市企画総務部総務課秘書係 

　　　　　　 　係長
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比嘉 恵一　　名護市教育委員会 教育長

瀬名波 榮喜　名桜大学長

嘉数 啓　　　名桜大学 理事長

与那覇 恵子　名桜大学 国際学群 教授

仲地 清　　　名桜大学 国際学群 教授

名城 政次郎　学校法人 尚学学園 理事長

名城 政一郎　学校法人 尚学学園 副理事長

名城 おりえ　学校法人 尚学学園 異文化交流プロ

　　　　　　 グラム室 主任 

与座 宏章　　学校法人 尚学学園 沖縄尚学高等学

　　　　　　 校 教頭

鎮目 耕平　　学校法人 尚学学園 沖縄尚学高等学

　　　　　　 校 広報部

山内 繁雄　　宜野湾市基地政策部 部長

新里 優　　　宜野湾市基地政策部 基地渉外課 課

　　　　　　 長

宮良 ルリ　　公益財団法人沖縄県女師・一高女

　　　　　　 ひめゆり平和祈念財団

山内 榮　　　琉球大学 非常勤講師

高良 鉄美　　琉球大学法科大学院院長 憲法学教

　　　　　　 授

西川 征夫　　ヘリ基地建設阻止協議会 ( 命を守

　　　　　　 る会 ) 代表

知念 春美　　宜野湾市立普天間第二小学校 校長

島尻 安伊子　参議院議員

下地 邦敏　　沖縄市立美里小学校 校長

下地 輝美　　西原町立坂田小学校 校長

外間 政吉　　財団法人 YFU(Youth For

　　　　　　 Understanding) 日本国際交流財団

　　　　　　 沖縄地域代議員会議長

山城 健太　　琉球朝日放送株式会社 報道制作局 

　　　　　　 報道部

屋良 朝博　　株式会社沖縄タイムス社 編集局 社

　　　　　　 会部 部長

金城 珠代　　株式会社沖縄タイムス社 編集局 社

　　　　　　 会部 記者

長浜 真吾　　株式会社沖縄タイムス社 北部支社 

　　　　　　  編集部長

金城 潤　　　株式会社琉球新報社 北部支社 報道

　　　　　　 部長

氏家 清志　　　株式会社琉球新報社 編集局 社会

　　　　　　　 部記者

【東京サイト】

ジョイ・ミチコ・サクライ

　　　　 　　　　米国大使館 広報・文化交流部

　　　　　　　　 プログラム企画室長

レイチェル・ブルーネット・チェン

　　　　 　　　　米国大使館 政治部・安全保障

　　　　 　　　　政策課 課長補佐

コナード・ハミルトン

　　　　 　　　　米国大使館 経済部 二等書記官

大谷 桂子　　　　米国大使館 教育人物交流室

ペリー・チェン　 米国大使館 領事館部門海外勤

　　　　　　　　 務職員

伊藤 定良　　　　青山学院大学 学長

仙波 憲一　　　　青山学院大学 国際政治経済学

　 　　　　　　　部長

原口 知子　　　　青山学院大学 総務部 総務・安

　　　　　　　　 全対策課

山本 東生　　　　日米学生会議同窓会

田中 均　　　　　株式会社日本総合研究所 国際

　　　　　　　　 戦略研究所 理事長

エリックD. ティリー

　　　　　　　　 陸軍省在日米軍基地管理本部

　　　　　　　　 キャンプ座間 司令官

清家 篤　　　　　慶應義塾大学 塾長

孫崎 享　　　　　元防衛大学校 教授

中山 俊宏　　　　青山学院大学 国際政治経済学

　　　　　　　　 部 教授

【日米学生会議同窓会協力者】（順不同）

中瀬 正一

橋本 徹

橘・フクシマ・咲江

西田 尚弘

中山 智夫

竹内 幸美

竹本 秀人

大間知 隆二郎

福谷 尚久

大塚 雄三

城所 望

樋口 宏

森田 正英

降旗 健人

冨川 秀二

大髙 巽

原田 彰宏

乗竹 亮治

上田 来

伊関 之雄
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【各分科会活動事前活動】

■安全保障と日米

孫崎 享　　　　  元防衛大学校教授

中西 寛　　　　  京都大学 法学部 教授

村田 晃嗣　　　  同志社大学 法学部 教授

佐々木 幸枝　　  日本モンサント株式会社 広報

　　　　　　　　部 部長

上川 治 　     　　APECビジネス諮問委員会 (ABA

　　　　　　　　C) 日本支援協議会 事務局長

木南 莉莉　　　  新潟大学 農学部 教授

佐藤 学　　　　  沖縄国際大学 法学部 教授

エリックD. ティリー

　　　　　　 　  陸軍省在日米軍基地管理本部キ

　　　　　　　   ャンプ座間 陸軍大佐・司令官

■変わりゆく社会とメディア

後藤 謙次　　　  政治ジャーナリスト 

山内 豊彦　　　  元株式会社共同通信社社長

隅井 孝雄　　　  京都ノートルダム女子大学 客

　　　　　　　   員教授

町田 寿二　　　  京都三条ラジオ カフェ 理事・

　　　　　　　　放送局長 

松岡 千鶴　　　  京都三条ラジオカフェ 理事・

　　　　　　　   ゼネラルプロデューサー  

■グローバル化と世界システム

伊豫谷 登士翁 一橋大学 名誉教授

白石 さや 東京大学大学院教育学研究科 

　　　　　　　   教授

竹中 平蔵 慶應義塾大学グローバルセキュ

　　　　　　　   リティー研究所 所長

中村 俊彦 公益財団法人環日本海経済研究

　　　　　　　   所 企画・広報部長

畑 正高     松榮堂 代表取締役社長

船橋 知之 松榮堂 企画広報部

石部 大史 クールジャパン・プロジェクト

　　　　　　　　代表

丹羽 妙  クールジャパン・プロジェクト 

　　　　　　　　ファシリテーター

嘉数 啓   名桜大学 理事長

エリックD. ティリー

　　　　　　　　陸軍省在日米軍基地管理本部キ

　　　　　　　　ャンプ座間 陸軍大佐・司令官

■文化と環境問題　～解決への第一歩～

砂川 寛幸　　Hiro's Enterprises 代表者

仲村 宗起　　株式会社海洋生物増殖研究センタ

　　　　　　 ー 代表取締役

■歴史認識問題と国際関係

孫崎 享　　　元防衛大学校教授

中瀬 正一　　日米学生会議同窓会 副会長

吉澤 文寿　　新潟国際情報大学 教授

鳥山 淳　　　沖縄国際大学 准教授

■科学・技術の発展と倫理の再考

鈴木 達次郎　内閣府原子力委員会委員長代理

橳島 次郎　　東京財団研究員

山田 治之　　新潟県防災局原子力安全対策課 課

　　　　　　 長

金井 隆 

阿部 聡

阿部 圭子

市川 比呂也

山本 東生

寳槻 徹

天野 俊一

岸田 守

田辺 和子

平竹 雅人

市川 裕康

山田 勝

宮里 一馬

加藤 雅啓

加納 康宗

和田 昭穂

原 由起子

吉原 健吾

金 大鐘

第 62回日米学生会議参加者

森本 大

松尾 恵輔

木ノ上 高章

平良 誠

高畑 乃枝

高井 裕之

須藤 俊男

梅崎 渉

金谷 憲

鄭 平文

趙 潤華

茂木 健一郎

篠原 初枝

井伊 雅子

盛島 正人

比嘉 慎一郎

児玉 克也

千葉 裕子

谷口 貴大

竹内 奈緒

神馬 光滋

石井 誠二

眞田 雄太

武田 興欣

田中 豪

新宮 清香

松本 秀也

廣田 隆介

川口 耕一郎

大谷 翔

野津 美由紀

高野 恭平

Brad Hall

Zak Elliot

Rebecca Norton

Hannah Lemmer

Cullen Hartley
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伊藤 幸司　　新潟県防災局原子力安全対策課 原

　　　　　　 子力安全対策係 係長

加藤 和人　　京都大学人文科学研究所文化研究

　　　　　　 創成部門准教授

■差別から考える平等

渡辺 豊　　　新潟大学大学院実務法学研究科准

　　　　　　 教授

三浦 淳　　　新潟大学人文学部人文学科教授

喜納 育江　　琉球大学国際沖縄研究所教授

平野 俊一　　keivi 店長

【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

社団法人 東京倶楽部

社団法人 日米協会

京都日米協会

大阪日米協会

伊藤忠商事株式会社

協和発酵キリン株式会社

住友商事株式会社

エクソンモービル有限会社

株式会社 メイク・センスプラス

高井 裕之

石井 誠二

市川 比呂也

オタフクソース株式会社

株式会社スミフル

イー・アクセス株式会社

アサヒビール株式会社

株式会社オリエンタルランド

キッコーマン株式会社

株式会社三和

新日本製鐵株式会社

セコム株式会社

株式会社セブン&アイ・ホールディングス

禅林寺

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

トヨタ自動車株式会社

中辻産業株式会社

日産自動車株式会社

日本アイ・ビー・エム株式会社

日本政策投資銀行

日本生命保険相互会社

野村ホールディングス株式会社

パナソニック株式会社

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

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

三菱 UFJ リース株式会社

メリックス株式会社

岡本 実

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


