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第11回中国大学生「走近日企･感受日本」訪日団視察先出席者リスト 

1. パナソニックエコテクノロジーセンター株式会社本社（11月26日） 

池本　義寛 企画・管理部長

土田　孝江 見学担当

田坂　篤子 〃

澁谷　俊彦 松下電器（中国）有限公司        公共関係部        部長

2. 人と防災未来センター（11月27日）
蔡　勝昌 ボランティア解説員（中国語）

岩田　秀梅 〃

3. 同志社大学　今出川キャンパス（11月27日）
八田　英二 同志社大学　学長

矢田　直人 〃　　　 学長秘書

八木　匡 〃　　　 経済学部教授 

横井　和彦 〃　　　 経済学部准教授 

西岡　徹 〃　　　 国際連携推進機構           事務部長

中嶋　政仁 〃　　　 〃 国際センター   国際課        国際係         係長 

高木　佑一 〃　　　 〃         〃   〃             〃

趙　理恵 〃　　　 〃         〃   〃             〃

村上　由美子 〃　　　 〃         〃   〃             〃

斎藤　健一 三井化学㈱          中国総代表補佐

張　潤北 〃　　　　　　          〃

吉田　浄 日本科学技術振興財団　専務理事　事務局長

竹本　英世 ㈱日立製作所       電力システム社経営戦略統括本部        戦略企画本部担当本部長

太田　昇 京都府　副知事

八木　寿史 京都府国際課       副主査

逄　軍 京都府名誉友好大使

他に約40名の同志社大学の学生が交流会に出席。

4. トヨタ自動車株式会社堤工場/トヨタ会館（11月28日）
早川　茂 専務役員

安里　圭介 中国部総括室　グループマネージャー

福田　麗子 中国部総括室

田中　均 社会貢献推進部　      部長

中山　直人 社会貢献推進部        企業PR室　      室長　

岩月　麻由美 〃　　　　　　              〃　　　
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小松　順子　　　　　〃　　　　　　               〃

石黒　千尋　　　　　〃　　　　　　               〃

今井　貴之　　　　　〃　　　　                   海外グループ　グループマネージャー

小川　桃子　　　　　〃　　　　　　               〃

矢崎　靖子　　　　　〃　　　　　　               〃

5. 日揮株式会社本社（11月29日）
伊勢谷 泰正 取締役事業推進プロジェクト本部長

荒谷　秀明 事業推進プロジェクト本部

笹原　勉 営業統括本部        中国事業開発室

西山　博 経営統括本部

中山　託麻　　　　  〃

中島　慧　　　　　   〃

村田　祐人 国際プロジェクト統括本部

糟谷　圭一　　　　　〃

筒井　琢也　　　　　〃

児玉　晋　　　　　　 〃

垣本　勇希　　　　　〃

山崎　裕美子　　　 〃

柴田　信孝　　　　　〃

近藤　亮太 エンジニアリング本部

坂田　武昭　　　　　〃

藤崎　翔　　　　　　 〃

前嶋　達也　　　　　〃

大脇　哲平　　　　　〃

浅沼　琢也　　　　　〃

西田　淳一　　　　　〃

坂本　惇　　　　　　 〃

戸田　邦彦　　　　　〃

高橋　良太　　　　　〃

USMAN BRIANTO 〃

橋本　諭　　　　     〃

西之宮　賢　　　    〃

渡部　一良　　　    〃

垂見　光 事業推進プロジェクト本部

茂木　智仁　　　　　〃

居林　昌宏　　　　　〃

白川　英司 営業統括本部



-15-

加嶋　良輔 〃

伊藤　彰敏 テクノロジーイノベーションセンター

廣瀬　雄 産業・国内プロジェクト本部

片山　皓介 〃

井上　隆史 〃

岩田　祐子 〃

喜多 冨士雄 経営統括本部

高市　芳郎 〃

王　爍 〃

李　美穂 〃

田中　洋佑 国際プロジェクト統括本部

太田　旭 〃

全　貴蓮 エンジニアリング本部

宋　燕 〃

福岡　輝 〃

胡　希東 〃

6. 丸紅株式会社本社（11月29日）
岡田大介 取締役常務執行役員 

渡辺昭彦 市場業務部長

松園　大 市場業務部中国チーム　チーム長

成　玉麟 市場業務部中国チーム

栗間　涼 市場業務部中国チーム

李　雪連 丸紅経済研究所        産業調査チーム

（懇親会出席者）

ルイ菽 化学品部門無機・農業化学品部        農業化学品課

趙  文黙 金融・物流・情報部門 アイ・シグマ・キャピタル（株）出向中

丁　倍和 法務4課          中国法弁護士

崔　浩波 法務4課          中国法弁護士

陳　婷微 金属部門        石炭部        一般炭課

呉  婷 食品部門        飲料原料部        飲料原料第一課

韓　霊 開発建設事業部        海外不動産開発室

陸　艶 営業経理部     食糧経理課        兼務        食料総括部

小船井 俊之 ICTサービスビジネス部        中国事業開発チーム        チーム長

吉永 利幸     総務部        総務課

重山 直美     機能アパレル部        機能アパレル課
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7. 株式会社三井住友銀行本店（11月30日）
伊藤　貴夫 グローバル・アドバイザリー部        部長

楊　永健 〃

川端　良彦 国際統括部　部長

油井　宏一郎 〃        グループ長

富田　太郎 〃        部長代理

中嶋　一雄 〃        部長代理補

鷹取　真一 〃

廷々　郁子 〃

柳　欣伶 〃

8. 東京都中央区清掃工場（12月3日）
久保　顕一 中央清掃工場        技術係        主事

廣瀬　圭一 〃　　　　　             〃　　          〃

9. 日比谷松本楼（12月3日）
吉田　俊秀　　 専務取締役

小坂　文乃　　 常務取締役企画室長　（梅屋庄吉曾孫）

10. 中国大使館（12月3日）
韓　志強 公使

孫　永剛 一等書記官

裴　貴春 三等書記官        公使秘書

楊　建興 三等書記官        文化担当

呂　新鋒 友好交流部        三等書記官

11. キューピー株式会社五霞工場（12月4日）
楠本　正 執行役員        五霞工場長

荒西　明 五霞工場        次長

田渕　弘 海外本部        中国事業推進部        部長 

橋本　浩 海外本部        新規事業開発部        新規事業開発課        中国担当        課長

佐藤　滋 技術研究所     野菜加工ﾌﾟﾛｾｽ研究部        野菜栽培研究ｾﾝﾀｰ　ｾﾝﾀｰ長

12. 慶應義塾大学（12月4日）
友岡　賛    商学部教授・国際センター　所長

駒形　哲哉    経済学部教授

鶴尾　寧    国際連携推進室　課長

渡辺　仁    広報室
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棚橋　君恵 広報室

徐 一睿 経済学部講師

交流会には駒形研究室の学生および留学生約30名が参加。

13. 住友化学株式会社千葉工場（12月5日）
北浦　保彦 理事         千葉工場長

土井　史春 千葉工場         総務部         総務チーム           チームリーダー

平岡　昭彦 CSR推進室        部長

鈴木　美音 〃         部長補佐

鄭　超 〃　　

陳　鏐霏 住友化学投資（中国）有限公司　　

平野　貴誉子 千葉ゼネラルサービス㈱

鳥海　俊美 〃

14. ホテルニューオータニ（12月6日）
山本　正巳 ファシリティマ ネージメント部         ファシリティマネージメント課　      マネージャー

三浦　光昌 ファシリティマネージメント部         ファシリティマネージメント課        係長

長嶋　慶一 宿泊営業部        グローバルマーケティング＆セールス課          シニアセールスマネージャー


