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第 65回日米学生会議 ご協力いただいた方々 （順不同・敬称略） 

●主催および後援団体協力者 

Ⅰ．会議全般 

 

一般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 川島 裕子 

International Student Conferences, Inc 

理事長 Kristy Holch 

事務理事 Yuuki Shinomiya 

事務局 Dan Jodarski 

外務省 

国際文化交流 審議官 柴田 政之 

国際文化交流 審議官 斎木 尚子 

人物交流室長 中田 昌宏 

人物交流室 課長補佐 三浦 恵子 

文部科学省 

国際統括官 加藤 重治 

大臣官房 国際課 課長 永山 賀久 

大臣官房 国際課 総務係長 植村 正樹 

米国大使館 

首席公使 カート・トン 

広報・文化交流部 教育・人物交流室 

シニアプログラムスペシャリスト 

      落合 安代 

一般社団法人 日米協会 

会長 藤崎 一郎 

専務理事 渡辺 隆 

日米文化センター 

日本代表 伊部 正信 

 

 

 

Ⅱ．京都サイト 

 

■後援 

京都府 京都市 京都市教育委員会 立命館大学 

 

■協力 

下鴨神社、一般社団法人茶道裏千家淡交会、内閣府

迎賓館京都事務所、総合地球環境学研究所、公益財

団法人稲盛財団、エムケイ株式会社 

 

Ⅲ．長崎サイト 

 

■共催 

第 65回日米学生会議長崎サポート委員会 

 

■協力 

長崎県、長崎県教育庁、長崎市、長崎市教育委員会

佐世保市、米海軍佐世保基地、長崎経済同友会 

国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館、公益財団法人

長崎平和推進協会、株式会社十八銀行、株式会社親

和銀行、長崎放送株式会社、長崎文化放送株式会社

長崎・セントポール姉妹都市委員会、長崎県立大学 

長崎外国語大学、株式会社鈴木商店、中村倉庫株式

会社、反田海運株式会社、三菱重工株式会社、ハウ

ステンボス株式会社、長崎自動車株式会社、ホテル

マネージメントインターナショナル株式会社、長崎

にっしょうかん、株式会社 NTTドコモ長崎支店、マ

ツハヤ・コーポレーション株式会社、日米学生会議

長崎在住アラムナイ 

 

■賛助 

一般社団法人 長崎国際観光コンベンション協会 

長崎サポート委員会 

在福岡米国領事館、長崎日米協会、佐世保日米協会

長崎商工会議所、長崎経済同友会、株式会社十八銀

行、株式会社長崎銀行、長崎放送株式会社、長崎文

化放送株式会社、株式会社テレビ長崎、株式会社長
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崎新聞社、長崎純心大学、長崎活水大学、長崎学院 

長崎外国語大学、医療法人恵会光風台病院 

長崎自動車株式会社、株式会社平安閣、半田海運株

式会社、長崎船舶装備株式会社、株式会社カステラ

本舗福砂屋、日本紙工印刷株式会社、株式会社鈴木

商店、松藤商事株式会社、長崎魚市株式会社、中村

倉庫株式会社、東洋装設株式会社、株式会社コミュ

ニティメディア、株式会社長崎経済研究所 

 

福島 健一、津田 尚幸、中富 昌夫 

 

Ⅳ．岩手サイト 

 

■共催 

盛岡市、公益財団法人 岩手県国際交流協会 

 

■後援 

岩手県、財団法人 盛岡市国際交流協会、盛岡市教育

委員会、北東北・日本アメリカ協会、公益財団法人 

盛岡コンベンション協会、国立大学法人岩手大学、

公立大学法人 岩手県立大学、一般財団法人岩手県青

少年会館 

 

■協力 

盛岡広域振興局、岩手県立大学災害復興支援センタ

ー、ホテルメトロポリタン盛岡、宮古市役所、グリ

ーンピア三陸みやこ、浄土ヶ浜レストハウス、三陸

鉄道株式会社、株式会社川徳、岩手埋蔵文化財セン

ター、小岩井農牧株式会社 

 

■協賛 

第 65回日米学生会議 in岩手開催サポート委員会 

 

■賛助 

岩泉町、株式会社アイ・シー・エス、株式会社岩手

銀行、株式会社岩鋳、一般社団法人 岩手県建設業協

会、公益財団法人 岩手県土木技術振興協会、国立大

学法人 岩手大学、岩手トヨペット 株式会社、株式

会社 岩手日報者、株式会社 大沢会計&人事コンサル

タンツ、川口印刷工業株式会社、株式会社 久慈設計、

学校法人 瀧澤学館、株式会社 東北銀行、株式会社

中村商会、東野建設工業 株式会社、株式会社 日立

製作所、株式会社 平金商店、富士通 株式会社、み

ちのくコカコーラボトリング株式会社、盛岡ガス株

式会社、盛岡商工会議所、菱和建設 株式会社、イオ

ンスーパーセンター株式会社、株式会社 今弘商店、

株式会社 今弘スチール、岩舘電気 株式会社、株式

会社 岩手情報システム、岩手日日新聞社、昭栄建設  

株式会社、株式会社ネクスト、一般財団法人 みちの

く愛隣協会 東八幡平病院、株式会社ヒューマンライ

フ、盛岡ターミナルビル 株式会社、株式会社 IBC 岩

手放送、株式会社 いわぎんクレジットサービス、株

式会社 いわぎんディーシーカード、いわぎんリース

データ 株式会社、岩手地所 株式会社、共益商事 株

式会社、櫻山神社、三田農林株式会社、株式会社小

林精機 

 

岩間 隆、内村 博、大関 潤一、邨野 善義、阿部

まな、今泉 敏朗、大久保 慶昭、高橋 浩進、日山 忠、

赤津 征男、阿部 健、阿部 忠一、伊藤 昇太郎、大

矢 喜久男、小原 勝、笠原 光雄、後藤 百合子、佐々

木 淳、佐野 武史、佐藤 勝、下向 武史、杉原 永

康、鈴木 浩之、瀬川 純、竹内 重徳、田村 均次、

田村 幸義、中田 光雄、新沼 司、箱崎 静郎、藤原  

由喜江、松岡 博、阿部 隆、亀ケ森 力、亀ケ森 裕

子、中村 利昭、横沢 善夫 

 

●広報活動 

鶴 尾  寧  慶應義塾大学 学生部国際交流支援 

       グループ課長   

上田 千尋    慶應義塾大学 学生部国際交流支援 

グループ 国際連携推進室（OGI)主 

任 塾長室（企画担当） 

笠貫 華子   ブルー・バンブー株式会社 営業企 

       画局   

山中 あすか  ブルー・バンブー株式会社 制作局 

 チーフディレクター  

福田 好一   東京工業大学 国際部 国際事業課  

国際事業グループ  
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小島 准   法政大学 国際交流センター  

勇元 信彦   同志社大学 グローバル・スタディーズ 

研究科事務室 アメリカ研究所事務室 

日下 夕紀子  筑波大学 国際部国際企画課  

国際企画担当  

鷹巣 明美   筑波大学 国際部国際企画課 係長 

       （国際企画担当） 

夏本 華芳   東京大学 本部 国際企画課  

山本 則子   東京大学 医学部 健康総合学科 教授  

寺迫 正廣   大阪府立大学 副学長（国際交流担 

当）国際交流推進機構長 

栗林 知美   大阪府立大学 国際交流総括  

市村 真希   立命館大学 情報理工学部  

敦賀 和外   大阪大学 特任准教授 

植木 泰江   立命館大学 国際部 海外留学課 課長  

中川 典子    立命館大学 国際部海外留学課（BKC 

       国際教育センター）課長補佐  

逢坂 豪      早稲田大学 総長室 経営企画課   

杉浦 絵里   明治大学 国際教育事務室   

中邑 啓子   国際基督教大学 大学院 教育研究科  

       教育研究所 研究員（非常勤） 

山本 東生   第 16・17回日米学生会議参加者 

西田 尚弘   第 34・35回日米学生会議参加者  

木ノ上 高章  第 36回日米学生会議参加者   

武田 興欣   第 39回日米学生会議参加者  

 

●選考活動 

勇元 信彦  同志社大学 グローバル・スタディ-ズ 

       研究科事務室 アメリカ研究所事務室  

亀田 尚己    同志社大学 商学部商学科 教授  

竹本 秀人  国際ウェールズ環境総研 代表 

金谷 憲   東京学芸大学 特任教授 

今井 義典  立命館大学 客員教授   

高橋 泰   国際医療福祉大学 教授   

田辺 和子    日本女子大学 教授 

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  バークレイズ・キャピタル証券株式会社  

       マネージングディレクター 投資銀 

             行部門 ストラクチャード・ファイナ 

             ンス部長  

 

●春合宿 

綾部 功   東海大学 文学部英語文化コミュニ

ケーション学科 准教授   

Kimberly Julien  

第 63・64回日米学生会議アメリカ側 

参加者     

 

●沖縄研修 

■沖縄サポート委員会 

比嘉 幹郎   ガリオア・フルブライト沖縄同窓会 

会長 

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  

野口 安計   株式会社時事通信社 那覇支局 支局長  

城所 望   石垣市 保健福祉部健康福祉センター 

       医師  

佐藤 学    沖縄国際大学 法学部 教授  

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    浦添市 福祉事務所 保護課 主任  

     

■協力者 

長野 悠人  ナイジェリア大使館 二等書記官  

河野 裕子  外務省 北米局 日米地位協定室  

小野 行人  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  

Koichiro Nakamoto 

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  

Robert D. Eldridge 

在沖米海兵隊外交政策部 副参謀長  

補佐官  
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Col. William J. Truax Jr. 

 在沖米海兵隊外交政策部 参謀長 

 補佐官 

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  

輿座 宏章   学校法人沖縄尚学高等学校教頭 

ブースクリ のり子  

        学校法人沖縄尚学高等学校国際コー 

       ス 教員  

新里 歩   学校法人沖縄尚学高等学校国際コー 

       ス 教員  

山内 榮    琉球大学 非常勤講師  

屋良 朝博   フリージャーナリスト   

西川 征夫   ヘリ基地建設阻止協議会（命を守る 

       会）代表    

安次 富浩   ヘリ基地反対協議会 代表   

沖縄市 市史編集 ご担当者様   

沖縄タイムス ご担当者様 

琉球新報  ご担当者様   

山内 徳信   参議院議員    

大田 昌秀   沖縄国際平和研究所 主宰   

阿部 小涼   琉球大学 准教授   

田仲 康博   国際基督教大学 准教授   

城間 雪子   ドミトリー沖縄 オーナー   

島袋 由乃   ゆいバス     

井上 聡美   第 62・63回日米学生会議参加者 

下地 邦弘   第 62・63回日米学生会議参加者  

山田 晃永   第 62・63回日米学生会議参加者 

石川 恵    第 63回日米学生会議参加者 

大宮 透    第 63回日米学生会議参加者  

Tome Emma    第 63回日米学生会議参加者 

   

■ 沖縄自主研修勉強会参加者 

朴 雄雪    沖縄尚学高等学校 国際コース  

知名 圭太   沖縄尚学高等学校 国際コース  

清永 晃年   沖縄尚学高等学校 国際コース  

石川 佳奈実  沖縄尚学高等学校 国際コース  

嘉手川 瑞姫  沖縄尚学高等学校 国際コース  

金城 奈津海  沖縄尚学高等学校 国際コース 

金城 真希乃  沖縄尚学高等学校 国際コース  

柴田 かさ音  沖縄尚学高等学校 国際コース  

松本 萌香   沖縄尚学高等学校 国際コース  

陳  映     沖縄尚学高等学校 国際コース  

ピーターソン・マリナ 

沖縄尚学高等学校 国際コース  

大木 佳奈   沖縄尚学高等学校 国際コース  

平田 果那   沖縄尚学高等学校 国際コース  

平安山 絢香  沖縄尚学高等学校 国際コース 

池村 雅代     沖縄国際大学 経済学部経済学科  

平安名 常之  沖縄国際大学 法学部地域行政学科  

仲村 隆寛   沖縄国際大学 法学部地域行政学科  

玉城 奈未子  沖縄国際大学 法学部地域行政学科  

中村 友香   沖縄国際大学 法学部地域行政学科  

島袋 茉那美  沖縄国際大学 法学部地域行政学科  

仲嶺 迅香   沖縄国際大学 法学部地域行政学科  

仲地 恵美   沖縄国際大学 法学部地域行政学科  

加賀 若菜   琉球大学 観光産業科学部観光科学科 

能美 康彦   琉球大学 医学部医学科 

新本 健太郎  琉球大学 観光産業科学部 産業経 

営学科  

小坂 拓也   琉球大学 医学部医学科 

外間 完信   琉球大学 法文学部総合社会システ 

ム学科 政治・国際関係論専攻  

橋本 安樹   琉球大学 農学部亜熱帯農林環境科 

              学科  

朝永 絵里香  琉球大学 観光産業科学部観光科学科  

志良堂 かなさ 早稲田大学 文学部文学科 教育学

専修  

春山 桂亮   法政大学 法学部法律学科  

高垣 祐郷   京都大学 法学部  

     

●防衛大学校研修 

國分 良成   防衛大学校 学校長   

坂口 大作   防衛大学校 教授   

加藤 健   防衛大学校 准教授   

田中 祐紀   防衛大学校 132小隊   

広報専門官はじめその他防衛大学校の皆様 
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●日米学生会議同窓会協力者 

秋間 修    天野 順一    飯田 智紀 

伊丹 吉彦    今井 義典    岩崎 洋一郎 

梅崎 渉    大高 巽     大塚 雄三 

岡本 実    岸田 守     木ノ上 高章 

小林 規威    杉本 友里    竹内 幸美 

竹本 秀人    辻 喜久子    冨川 秀二 

富永 宏    中瀬 正一    中山 智夫 

西田 尚弘    乗竹 亮治    橋本 徹 

橋本 遥    花田 愛     福谷 尚久 

グレン・S・フクシマ  橘・フクシマ・咲江 

降旗 健人    細野 恭平    松本 秀也   

宮崎 久    森田 正英    八木 健    

山田 英二    山田 勝     山田 良子   

山室 勇臣    山本 東生    和田 昭穂 

 

●各開催地 

Ⅰ．京都サイト 

 

■協力者 

天江 喜七郎   元特命全権大使   

忽那 武範    公益財団法人稲盛財団 理事・事

務局長      

檜物 省一    公益財団法人稲盛財団 事務局次

長 管理部長兼経理財務部副部長 

森 純一     京都大学 国際交流推進機構長  

                国際企画連携部門長       

馬場 貴司    京都大学 研究国際部留学生課  

課長補佐       

藤木 清文    京都大学 医学部 医学科 研究科  

芝蘭会館事務室    

小島 誠二    外務省 関西特命全権大使 

岡田 有紀    外務省 大阪分室      

山田 啓二    京都府 知事      

藤田 裕之    京都市 副市長      

道輪 優理子   京都市 国際化推進室     

糟谷 範子    京都市国際課推進室 室長       

キース・ロメル 駐大阪・神戸米国総領事館 広報 

         担当 領事兼関西アメリカンセン 

                ター館長  

中西 えり       関西アメリカンセンター    

鈴木 晶子    京都大学大学院 教育研究科  

副研究科長       

山川 彰宏     都道府県会館 京都府東京事務所  

副主査     

衣笠 崇     賀茂御祖神社（下鴨神社）奉賽課 

       長  事業課長       

嵯峨井 建     賀茂御祖神社（下鴨神社）禰宜     

阿部 健一    大学共同利用機関法人 人間文化 

                研究機構 総合地球環境学研究所 

                研究推進戦略センター 成果公        

                開  ・広報部門 部門長 教授       

植村 博樹    大学共同利用機関法人 人間文化

研究機構 総合地球環境学研究所 

管理部総務課 総務係長      

熊沢 輝一    大学共同利用機関法人 人間文化

研究機構総合地球環境学研究所 

研究推進戦略センター 助教     

スティーブン マックグリービー 

大学共同利用機関法人 人間文化

研究機構総合地球環境学研究所 

研究推進戦略センター 特任助教  

ナイス ダニエル 大学共同利用機関法人 人間文化 

研究機構総合地球環境学研究所  

研究推進戦略センター 成果公

開・広報部門 助教  

山本 浩司    大学共同利用機関法人 人間文化 

                研究機構総合地球環境学研究所  

                管理部研究協力課 研究支援室研 

                究支援係  

山本 正彦    内閣府迎賓館 京都事務所 庶務 

        課長              

上田 晃浩    内閣府迎賓館 京都事務所 庶務

係長        

大森 直美    AIU高校生国際交流プログラム  

副事務局長        

甲斐 絢        AIU高校生国際交流プログラム 

企画主任  
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井上 博斗    AIU高校生国際交流プログラム  

         事務局         

北村 豊     裏千家 東京出張所 部長        

髙嶋 学     裏千家 一般社団法人茶道裏千家 

                淡交会 総本部渉外・広報部長        

有田 外喜彦   裏千家 一般社団法人茶道裏千家 

         淡交会総本部 国際部 主査      

ブルース・濱名  裏千家 一般社団法人茶道裏千家 

        淡交会総本部国際部 課長  

植木 泰江    立命館大学国際部 海外留学課  

課長        

中川 典子    立命館大学 国際部 海外留学課  

 (BKC国際教育センター）課長補佐       

田中 秀具    株式会社クレオテックキャンパス 

         管理部 滋賀管理課 BKC国際寮  

        担当      

佐藤 剛志    朝日新聞 京都総局       

中野 拓     名鉄観光サービス株式会社           

細川 万理子   京都商工会議所      

竹本 秀人    第 16回日米学生会議参加者 

今井 義典    第 17回日米学生会議参加者 

 

Ⅱ．長崎サイト 

 

■長崎サポート委員会 

委員長 

上田 良樹    長崎日米協会 会長/長崎放送株式 

        会社 代表取締役  

事務局長 

安田 正次    長崎日米協会 事務局長/株式会社  

                長崎経済研究所 文化事業部  

部長 兼 事務局長 

委員 

荒田 忠幸    長崎県文化観光物産局 国際課 

課長 

平山 百合子   長崎県文化観光物産局 国際課 

主任主事 

柴原 慎一    長崎市 文化観光部 国際課 課長 

羽佐古 潤二郎  長崎市 文化観光部 国際課 係長   

上田 惠三    長崎商工会議所 会頭              

吉野 明文    長崎商工会議所 事務局長            

後藤 佳彦    社団法人長崎国際観光コンベンシ 

ョン協会 事務局長           

粟屋 曠     学校法人長崎学院 理事長             

南津 佳広    長崎外国語大学 講師              

米田 利己    株式会社コミュニティメディア  

         代表取締役          

陣野 慧     株式会社東海貿易 代表取締役         

和泉 謙吾    株式会社東海貿易 担当主任           

古田 美子    長崎日米協会事務局 事務局次長         

中村 渚     長崎日米協会事務局 事務局            

北川 笙子    長崎日米協会事務局 事務局 

山川 信彦    佐世保日米協会 事務局長            

浦 慎吾     佐世保日米協会 事務局 主任調 

        査役   

     

■協力者 

中村 法道   長崎県 知事            

石塚 孝    長崎県 副知事           

中川 幸久   長崎県 教育庁 教育次長     

荒田 忠幸   長崎県 国際課 課長       

田上 富久   長崎市 市長            

馬場 豊子   長崎市 教育委員会 教育長    

柴原 慎一   長崎市 国際課 課長       

朝長 則男   佐世保市 市長 

西本 眞也   佐世保市 企画部 部長 

末長 隆    佐世保市 企画部 国際課 課長 

大山 健一郎  佐世保市 企画部 国際課 主任 

主事 

Charles W. Rock 米海軍 佐世保基地 米海軍大佐・ 

        司令官 

智多 正信   国立長崎原爆死没者平和祈念館  

        館長 

山脇 佳朗   公益財団法人長崎平和推進協会 

        被爆者語り部 

前田  稔    長崎・セントポール姉妹都市委員会 

坂井 俊之   長崎経済同友会代表幹事 

太田 博道   長崎県立大学学長 

溝田 勉    長崎外国語大学講師 
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長崎外国語大学通訳・翻訳専門プログラムの学生の

皆様 

鈴木 一郎   株式会社鈴木商店代表取締役会長 

中村 重敏   中村倉庫株式会社代表取締役社長 

反田 邦彦   半田海運株式会社代表取締役社長 

住吉 康英   ハウステンボス株式会社東京支社 

桑宮 和久   ホテルマネージメントインターナ 

ショナル株式会社 販売課 

販売支配人 

木下 晃一   ホテルマネージメントインターナ 

ショナル株式会社 予約課 

マネージャー 

西村 正孝   三菱重工株式会社船舶・海洋 

事業本部長崎船海管理部企画課 

課長 

青柳 勇    三菱重工株式会社船舶・海洋 

事業本部 長崎船海管理部企画課 

主席部員 

山口 寛明   第 62 回日米学生会議参加者 

岡野 慧    第 62・63 回日米学生会議参加者 

 

Ⅲ．岩手サイト 

 

■岩手サポート委員会 

会長 

高橋 真裕   株式会社岩手銀行 頭取    

副会長 

谷口 誠     北東北・日本アメリカ協会 会長    

平山健一    公益財団法人岩手県国際交流協会 

        理事長  

委員 

三浦 宏    財団法人盛岡国際交流協会 理事長   

藤井 克己   国立大学法人岩手大学 学長   

中村 慶久   公立大学法人岩手県立大学 学長/ 

        副理事長    

元持 勝利   岩手県商工会議所連合会 会長/盛 

        岡商工会議所会頭    

千葉 庄悦   岩手県商工会連合会 会長    

谷村 久興   岩手県中小企業団体中央会 会長    

佐藤 安紀   社団法人岩手県経営者協会 会長    

監事 

大澤 英夫     株式会社大沢会計＆人事コンサ 

ルタンツ 代表取締役  

事務局担当委員   

邨野 善義     株式会社アイ・シー・エス 取締 

         役会長   

藤井 茂      財団法人新渡戸基金 事務局長    

今泉 敏朗     株式会社岩手銀行 顧問  

 

■協力者 

達増 拓也    岩手県 知事   

畠山 智禎    岩手県 企業局 次長   

杉原 永康    岩手県 盛岡広域振興局 局長   

阿部 忠一    岩手県 農林水産部 森林整備課 

         総括課長    

中村 一郎    岩手県 政策地域部 部長   

菊池 哲     岩手県 政策地域部 政策推進室 

         政策監   

松川 章     岩手県 政策地域部 NPO・文化 

         国際課 参事兼総括課長    

石木田 浩美    岩手県 政策地域部 NPO・文化 

         国際課 文化振興担当 課長   

伊藤 義学    岩手県 政策地域部 NPO・文化 

         国際課 主査    

アマンダ・クリスプ   

 岩手県 政策地域部 NPO・文化 

 国際課 国際交流員 

イアン・サトル   岩手県 政策地域部 NPO・文化 

 国際課 国際交流員  

下向 武史     岩手県 政策地域部 地域振興室 

         地域情報化担当  

瀬川 浩昭      岩手県 県南広域振興局 経営企 

         画部 産業振興課 特命課長（も 

                 のづくり・人材育成）    

小田島 ルミ子   岩手県 秘書室広報室 広聴広 

         報課  主任  

谷藤 裕明    盛岡市 市長  

佐藤 光彦    盛岡市 副市長    

細川 恒     盛岡市 市民部 部長 

沼田 由子    盛岡市 市民部 次長    
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佐々木 幸司  盛岡市 市民部 文化国際課 

        課長 

赤坂 照雄   盛岡市 市民部 文化国際課  

              副主幹   

関田 あい   盛岡市 市民部 文化国際課  

              主事   

伊藤 たみ子  盛岡市 市民部 文化国際課   

菅原 実香子  盛岡市 市民部 文化国際課   

岡市 和敏   盛岡市 市民部 市民協働推進課 

              課長補佐兼文化国際室長 

沼田 秀彦   盛岡市 商工観光部 参事兼商工 

              課長 

菅原 文江   盛岡市 教育委員会事務局 学校 

              教育課 指導主事  

山本 正徳   宮古市 市長  

伊達 勝身   岩泉町 町長  

澤口 光治   岩泉町 総務課 秘書人事室  

永嶺 庸子   公益財団法人盛岡コンベンション 

              協会 観光コンベンション部 コ 

              ンベンション課 主任  

平山 健一   岩手県国際交流協会 理事長  

稲田 収   岩手県国際交流協会 常務理事  

太田 和男   岩手県国際交流協会 常務理事  

宮 順子    岩手県国際交流協会 事務局次長 

加藤 俊明   岩手県国際交流協会 スタッフ  

関 美梨   岩手県国際交流協会 スタッフ  

渡辺 充行   地球市民の会 おでって 代表  

廣田 淳   岩手県商工会議所連合会 盛岡商 

              工会議所 専務理事  

内川 永一朗  財団法人新渡戸基金 理事長  

上杉 明   国立大学法人岩手大学 研究交流部 

       国際課 課長  

高前田 寿幸  公立大学法人岩手県立大学  

              理事長 

瀬川 純   公立大学法人岩手県立大学 専務 

       理事/副学長/事務局長  

鈴木 清也   公立大学法人岩手県立大学 教育 

              研究支援室 地域連携室 教育研究 

       支援室長 地域連携室長  

山本 克彦   公立大学法人岩手県立大学 准教授 

野澤 日出夫  小岩井農場株式会社 特別常任顧問  

荒川 晴雄   小岩井農場株式会社 取締役 本社 

       総括部長 管理部長  

高橋 敏明   小岩井農場株式会社 まきば園 課長 

              代理  

長沼 淳    小岩井農場株式会社 まきば園  

畠山茂 Gerry  小岩井農場株式会社 まきば園 営業 

       マネージャー 

望月 正彦   三陸鉄道株式会社 代表取締役社長  

坂下 政幸    三陸鉄道株式会社 取締役事業本部長  

三浦 芳範     三陸鉄道株式会社 旅客サービス部 

 営業課 課長  

玉澤 徳一郎  元衆議院議員 防衛庁長官、元農林 

       水産大臣  

小林 昭榮   田老町漁業協同組合 代表理事 組合長  

箱石 英夫     たろちゃん恊働組合 理事長  

八重樫 綾子   いわて GINGA-NET 代表  

鈴木 雅雄     財団法人岩手県青少年会館 事務局長  

中村 晋郎   株式会社川徳 常務取締役  

中村 英俊   岩手埋蔵文化センター  

大見山 俊雄  盛岡ターミナルビル株式会社 取締 

       役社長  

船越 博之   グリーンピア三陸みやこ 支配人  

島崎  準   社団法人 宮古観光協会 

       浄土ヶ浜レストハウス 営業 主任  

元田 久美子  社団法人 宮古観光協会 学ぶ防災 

ガイド  

鎌田 英樹   株式会社 IBC岩手放送 代表取締役 

       社長  

中山 秀輝   NHK盛岡放送局ニュースデスク  

船村 武史   NHK秋田放送局 記者  

細川 克也   岩手日報者 編集局 報道部 次長  

黒田 大介   岩手日報者 編集局 報道部 記者  

森岡 誠   田んぼアート実行委員会 会長 

松本 順   みちのりホールディングス 代表取 

       締役社長  

八重樫 真   岩手県北自動車株式会社  

高野 剛   福島交通株式会社  

平竹 雅人   第 44・45回日米学生会議参加者  

乗竹 亮治   第 54・55回日米学生会議参加者 
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＜ホームステイにご協力頂いた方々＞ 

工藤 善規    内田 佳子    菊池 礼子 

畠山 正     川村 武男    高橋 薫 

鈴木 智恵子   北田 泰之    高橋 昭喜 

竹田 理佐    小苅米 淳一   黄川田 純子 

髙橋 秀彰    松森 一三    吉田 雅子 

福田 敏江    片野 孝之    佐藤 圭 

阿部 博     重 浩一郎    佐藤 由希 

金田一 恵美子  中村 道典    藤野 薫 

杉浦 学     橋本 紀子    工藤 弘幸    

大坊 一男    佐藤 善子    佐藤 律子    

大森 不二夫   佐藤 昭人    伊藤 伶     

藤澤 徹     森 敬司 

 

Ⅳ．東京サイト 

 

カート・トン  米国大使館 首席公使  

丸本 美加    米国大使館 首席公使夫人   

Sara Harriger   米国大使館 職員    

落合 安代    米国大使館 職員 

小泉 進次郎   衆議院議員   

中島 清徳    衆議院議員 小泉進次郎事務所  

秘書   

佐藤 茜     衆議院議員 小泉進次郎事務所  

秘書   

梅原 聖之    デロイト トーマツ コンサルティ 

ング株式会社 人事部 マネージ 

ャー   

岩鶴 香緒里   デロイト トーマツ コンサルティ 

ング株式会社 管理部 人事グル 

ープ  

岩渕 匡敦    デロイト トーマツ コンサルティ 

ング株式会社コンサルタント   

川上 量生    株式会社ドワンゴ 代表取締役 

会長CTO   

石津 大輔    株式会社ドワンゴ ニュースプラ 

ットフォーム部 ニュースプラッ 

トフォームセクション   

細貝 孝司    NHK青山荘 支配人   

内田 敦美    NHK青山荘 副支配人   

旦 裕介    東海大学 教授   

今井 義典    第17回日米学生会議参加者   

山本 東生    第16・17回日米学生会議参加者 

武田 興欣    第 39回日米学生会議参加者 

 

●各分科会活動事前活動 

■アジア太平洋地域における日米安全保障 

岡林 一郎   元サハリン日本センター所長  

 

■グローバル化と食の安全保障 

有本 幸泰   イオントップバリュ株式会社 マー 

ケティング担当  

小倉 東一   植物工場研究センター 統括コーデ 

ィネーター  

粟国 智光   那覇市第一牧志公設市場 組合長  

上江洲 恵子  第 65回日米学生会議参加者保護者  

西田 公一   沖縄県 農林水産部 営業支援課  

        営農担い手班 主任技師  

三上 大輔   花の民 小菊・熱帯果樹園苗の生産 

       花卉園芸 代表  

秋田 昌子   墨田区 福祉保健部 保健衛生担当 

保健計画課 保健計画担当 主査/ 

管理栄養士  

青島 節子   すみだ食育 goodネット 食育普及 

啓発事業部 部長  

古井 和美   すみだ食育 goodネット 事務局 

 事務局長  

白川 幸子   すみだ食育 goodネット goodネッ 

ト推進事業副部長  

三浦 孝則   特定非営利活動法人すみだ学習ガー 

デン 事務局（メディアコーナー）  

東 博暢   日本総研 総合研究部門 戦略コンサ 

       ルティング部 融合戦略クラスター  

       クラスター長  

古賀 啓一   日本総研 総合研究部門 公共コンサ 

              ルティング部 コンサルタント  

小林 貴文   農林水産省 大臣官房 食料安全保 

障課 総務班統括係  

森岡 誠   田んぼアート実行委員会 会長  
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今泉 敏朗   株式会社岩手銀行 顧問  

 

■市民と政府の役割と責任 

湯浅 誠   社会運動家  

青木 大和   高校生有志団体「僕らの一歩が日本 

を変える。」代表  

 

■現代における日米両国の教育問題 

田村 哲夫   学校法人渋谷教育学園 理事長/ 

       日本ユネスコ国内委員会 会長  

田河 真奈美  学校法人渋谷教育学園 理事長秘書  

高際 伊都子  学校法人渋谷教育学園 渋谷中学高 

等学校 副校長  

田村 聡明   学校法人渋谷教育学園 幕張中学高 

等学校 副校長   

長谷川 智   文部科学省 大臣官房総務課 法令 

審議室 審議第二係 専門職  

古田 雄一   筑波大学大学院 博士課程 人間総 

合科学研究科 教育基礎学専攻  

 

■環境問題と社会 

山口 雄司   一般財団法人日本エネルギー経済 

研究所 戦略研究ユニット原子力 

グループ 研究員   

下郡 けい   一般財団法人日本エネルギー経済 

研究所 戦略研究ユニット原子力 

グループ 研究員   

西村 純一   東燃ゼネラル石油株式会社 中央 

研究所長 

古関 恵一   東燃ゼネラル石油株式会社 中央 

研究所 戦略企画・調査部長   

野澤 昌史   日本政策投資銀行 環境・CSR部 

調査役  

堀抜 功二   第 54・55回日米学生会議参加者  

 

■マイノリティと差別 

吉田 香織   colori caffe 店長 

高城 順    部落解放同盟東京連合会 品川支部 

書記長 

北川 京子   部落解放同盟東京連合会 墨田支部 

岩田 明夫      産業・教育資料室   

小貫 大輔     東海大学 教養学部 教授 

Oh Hyangson   朝鮮大学校 学生 

Song Il     朝鮮大学校 学生 

Lee Changhyon 朝鮮大学校 学生 

Bae Jang Il   朝鮮大学校 学生 

出口 真紀子   第 39・40回日米学生会議参加者 

 

■情報技術と文化 

中村 仁彦    東京大学 大学院情報理工学系研 

究科 知能機械情報学専攻 教授  

嶋田 浩子    Twitter Japan株式会社  
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●賛助団体・企業、賛助者 

一般社団法人 日米協会 

大阪日米協会 

京都日米協会 

公益財団法人三菱 UFJ国際財団 

公益財団法人双日国際交流財団 

公益財団法人平和中島財団 

独立行政法人国際交流基金 

一般社団法人長崎国際観光コンベンション協会 

長崎サポート委員会 

岩手サポート委員会 

日米学生会議同窓会 

EMGマーケティング合同会社 

協和発酵キリン株式会社 

住友商事株式会社 

オタフクソース株式会社 

東日本旅客鉄道株式会社 

市川 比呂也 

井上 雅章 

小林 美和子 

山本 修己 

 

アサヒグループホールディングス株式会社 

伊藤忠商事株式会社 

株式会社オリエンタルランド 

オリックス株式会社 

キッコーマン株式会社 

キャノン株式会社 

株式会社三和 

新日製鐵住金株式会社 

株式会社セブン＆アイ・ホールディングス 

禅林寺 

デルタ航空会社 

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 

株式会社ニコン 

日産自動車株式会社 

株式会社日本政策投資銀行 

日本生命保険相互会社 

日本電信電話株式会社 

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 

ベイビー・アセット・マネジメント株式会社 

丸紅株式会社 

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 

 

今井 義典 

岡本 実 

北城 恪太郎 

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 

八木 健 

山田 勝 

山本 修己 

和田 昭穂 
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