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第12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. 株式会社島津製作所 創業記念資料館・三条本社工場（5月27日）
井上　統雄 経営戦略室 中国管理       部長

西田  悟 海外事業開発部    企画管理課    課長

山下　和子 海外事業開発部    企画管理課

杜淑英 海外事業開発部    企画管理課

山嵜　仁美 海外事業開発部    企画管理課

2. 京都大学（5月27日）
赤松　明彦 理事・副学長（学生・図書館担当）

西阪  昇 理事・副学長（財務・施設・環境安全保健担当）

森　眞理子 国際交流センター長    教授　　　　

家本　太郎 国際交流センター    准教授

河上志貴子 国際交流センター    准教授

パリハワダナ ルチラ 国際交流センター    教授　　

韓立友 国際交流推進機構　特任准教授

川口　泰史 研究国際部    部長

植村　正樹 研究国際部    留学生課    課長

飛田　清隆 研究国際部    留学生課    課長補佐

馬場　貴司 研究国際部    留学生課    課長補佐

魏舒林 研究国際部    留学生課    掛員

山下　晃正 京都府    副知事

村上　公伸 京都府    国際課    課長

藤本　善弘 京都府    国際課    副課長

八木　寿史 京都府    国際課    主査

斎藤　健一 ハイケム株式会社

吉田  浄 公益財団法人日本科学技術振興財団　  専務理事・事務局長

懇親交流会には京大生約40名が参加

3. 静岡県農林技術研究所・農林大学校（5月29日）
大塚　寿夫 静岡県農林技術研究所    所長

堀内　正美 静岡県農林技術研究所　  研究統括監

市川  健 静岡県農林技術研究所　  研究統括監

福島  勉 企画調整部　  主査
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安井  貢 静岡県立農林大学校    校長

川瀬　範毅 静岡県立農林大学校    技監兼教務課長

山崎　俊弘 静岡県立農林大学校    教務課研究班長

青島　洋一 静岡県立農林大学校    教務課    主幹

多田　克己 静岡県立農林大学校    教務課    主幹

勝岡　弘幸 静岡県立農林大学校    教務課    技師

佐藤　陽介 静岡県立農林大学校    教務課    技師

岡本　伸子 静岡県立農林大学校    教務課    講師

4. ハウス食品 静岡工場（5月29日）
平地  靖 静岡工場    次長

遠藤  秀 静岡工場    業務課長

川田　進司 静岡工場    品質課長

陳怡文 国際事業推進部

神宮字  慎 国際事業推進部    国際事業規企画課長

鈴木　晶代 静岡工場

佐々木あや子 静岡工場

廣岡美由紀 静岡工場

5. テルモメディカルプラネックス（5月30日）
三村　孝仁 中国総代表    取締役専務執行役員

西山　佳夫 国際部    中国事業グループ    部長

三井　邦生 テルモメディカルプラネックス    企画推進チーム　課長　　

藤田　規嗣 テルモメディカルプラネックス    企画推進チーム

金丸　知香 テルモメディカルプラネックス    企画推進チーム

中村　義博 テルモメディカルプラネックス    企画推進チーム

黒石　友哉 テルモメディカルプラネックス    企画推進チーム

日吉  勲 基盤医療器事業部    MEチーム    主任

鄢可書 研究開発センター    薬事登録グループ

李文龍 研開本部商品開発　血糖事業チーム

董舒林 国際部    中国事業グループ　

6. 住友商事株式会社（5月30日）
阿部  康行 コーポレート・コーディネーション・グループ    取締役専務執行役員

武井  徹 コーポレート・コーディネーション・グループ    グループ長付

瀧本  忠　　　  ㈱住友商事総合研究所    社長

奥谷  直也 環境・CSR 部    部長

小野  徹夫 環境・CSR 部    社会貢献チーム長　
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岡 　直子 環境・CSR 部    部長代理

菅谷百合子 環境・CSR 部    部員

遠山  悦子 環境・CSR 部    部員

小沢  承夢 環境・CSR 部    部員

小島  弘敬 地域総括部    副部長

伊崎  正人 地域総括部    東アジアチーム長　　　

森川  麟三 地域総括部    部員

趙　 涛　　　　　 地域総括部    部員

坂入  俊輔　　　 地域総括部    部員

亀田千可子 　　 地域総括部    部員

彭  代子　　 　 環境エネルギー事業第一部    部員　　

張泓皓　　　 ケーブルテレビ事業部    部員　　　　

王磊水　　　 環境ソリューション事業部    部員

王建偉　　　 石油化学品部    部員

佟来萍　　　 特殊管事業部    部員

告旭平　　　 住商グローバル・ロジスティクス㈱    中亜チーム

蔡文石　　　 住商グローバル・ロジスティクス㈱    中亜チーム

段亜妮　　　 住友商事マシネックス㈱    アジアビジネス部

何思穎　　　 住友商事マシネックス㈱    アジアビジネス部

7. 三井化学株式会社 市原工場（5月31日）
小久江晴子 理事・CSR部長

今井  照彦 総務部長

宅明　謙吾 総務部総務グループリーダー　　

王  果 製造2部ポリエチレン2課　

8. 新日鐵住金株式会社 君津製鉄所（5月31日）
佐藤  一郎 総務部長

常住  勉 広報センター長　

9. みずほコーポレート銀行（6月3日）
菅野  暁 国際ユニット    常務執行役員　　　

大門　栄城 中国営業推進部    部長

野口　雄裕 みずほ総合研究所㈱    市場調査部    シニアエコノミスト

宇都宮健彦 中国営業推進部    次長

高橋  康英 中国営業推進部    参事役

林  純和 中国営業推進部    調査役
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姚  瑾 中国営業推進部    調査役

沢松　知慧 中国営業推進部

10. 早稲田大学（6月3日）
江正殷 国際部    東アジア部門長

白木　三秀 政治経済学術院    教授

楊  振 国際部国際課

中越　明子 国際部国際課

懇親交流会には白木ゼミの学生ら約40名が参加

11. 中国大使館（6月4日）
程永華 大使

汪   婉 友好交流部    参事官

趙   偉 政治部    一等書記官

孫永剛 友好交流部    一等書記官

孟素萍 友好交流部    一等書記官

王   麟 友好交流部    三等書記官

12. 日比谷松本楼（6月4日）
小坂  文乃 代表取締役副社長（梅屋庄吉曾孫）

長崎県関係者3名が同席

13. 東京都新江東清掃工場（6月5日）
本橋　勝照 管理課    業務係    係長

亀井 管理課    業務係

島田　紀行 東京23区清掃一部事務組合清掃事業国際協力室

14. ホテルニューオータニエコセンター（6月6日）
山本　正巳 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課    係長

長嶋　慶一 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




