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第14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. オムロン京都太陽株式会社（5月27日）
谷垣  信也　　 代表取締役社長

吉岡     隆　　 社長付    CSR担当

用田  竹司　　 総務課    企画CSRグループ    グループリーダ

小川亜希子　 総務課    企画CSRグループ

松木多美子　　 太陽の家

2. 大阪大学（5月27日）
岡村　康行　　 理事・副学長（国際・広報戦略、社学連携担当）

星野　俊也　　 副学長

今井　京子　　 国際交流オフィス学生交流推進課課長

矢田　昌子　　 国際交流オフィス学生交流推進課係長

中島　花子　　 国際交流オフィス学生交流推進課    学生交流推進係

大谷　順子　　 東アジアセンター    センター長

有川　友子　　 国際教育交流センター    センター長

※阪大学生約35

李　春　生　　 中華人民共和国駐大阪総領事館    領事（教育室長）

吉田　　浄　　 日本科学技術振興財団    専務理事・事務局長

3. トヨタ自動車（5月28日）
菅原　英喜 社会貢献推進部長

櫻井　茂正　　 社会貢献推進部    企業PR室長

狩集　未望　　 社会貢献推進部企業PR室    トヨタ会館受入・総括グループ

太谷　亮介　 社会貢献推進部    グローバル企画室    企画グループ    主任

矢崎　靖子 社会貢献推進部    グローバル企画室    企画グループ

安里　圭介     中国部    業務室総括グループ    グループ長

佐藤　啓介　　 中国部    業務室総括グループ    主幹

福田　麗子　　 中国部    業務室総括グループ

4. 静岡県農林技術研究所（5月28日）
平出　裕之　　 企画調整部    部長

増田　壽彦　　 企画調整部    専門監

福島　 　務　　 企画調整部
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5. 三井物産株式会社（5月29日）
瀬戸山貴則　　 顧問

福家　哲哉　　 経営企画部    海外室    次長

沈　玲　佳　　 経営企画部    海外室    マネージャー

平塚　眞二　　 ㈱三井物産戦略研究所    アジア室長

西井　康恵　　 環境・社会貢献部    社会貢献室長

斎藤　祐子　　 環境・社会貢献部    社会貢献室ソーシャルリレーションシップマネージャー

＜ホームステイ受入＞

河井　太志　　 エネルギー業務部    事業支援室    次長　　

河尻　 　洋　　 通信・インターネット事業部    海外EC事業室　

北島　厚次　　 アグリサイエンス事業部    第三事業室シニアテクニカルコーディネーター

小林　　 純　　 機能材料事業部    チタン事業室    室長補佐

高倉　宏知　　 三井物産プラントシステム㈱ 新事業・プロジェクト推進本部

 プロジェクト営業部兼開発部

中牟田圭　　 肥料事業部    肥料原料事業室セールスマネージャー

＜日本研修員＞

羅　　　 怡　　 人事総務部    グローバル・ダイバーシティ室

傅　琬　琪　　 三井物産プラスチック(株)

佟　　　 鑫　　 天然ガス第一部

6. 全日本空輸株式会社訓練センター（5月30日）
細見　光徳　　 業務推進部    部長

木下　省三　　 業務推進部    総務チームリーダー

天野　王雄　　 業務推進部    総務チーム主席部員

山崎　千里　　 業務推進部    総務チーム主席部員

高橋　　 徹　　 業務推進部    総務チーム

小川絵里子　　 業務推進部    総務チーム

7. 東京都多摩川清掃工場（5月30日）
小澤　 　豊　　 工場長

入江　　 勇　　 技術係

櫻井　達也　　 技術係

田口ふみ子　　 東京二十三区清掃一部事務組合    清掃事業国際協力課    主任

島田　紀行　　 東京二十三区清掃一部事務組合    清掃事業国際協力課    主任　

8. 株式会社三井住友銀行（6月2日）
奥山　和則　　 常務執行役員、三井住友銀行（中国）有限公司会長
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今川真一郎　　 グローバル・アドバイザリー部    部長    

伊藤　貴夫　　 グローバル・アドバイザリー部    部長

楊　永　健　　 グローバル・アドバイザリー部    部員

才　　  　鑫　　 ホールセールス統括部    部員　　

川上　秀春　　 本店営業サービス部    部長　　　 

橋場　賢司　　 本店営業サービス部    副部長

木村慎一郎　　 国際統括部    部長

今井　裕彦　　 国際統括部    副部長

井上　大輔　　 国際統括部    業務推進第二グループ長

富田　太郎　　 国際統括部    部長代理

中嶋　一雄　　 国際統括部    部長代理補

見並　晶子　　 国際統括部    部員

榎本みどり　　 国際統括部    部員

柳　欣　伶　　 国際統括部    部員

金　秋　霞　　 国際統括部    部員

9. 早稲田大学（6月2日）
白木　三秀　　 政治経済学部    教授

江　正　殷　　 国際部    東アジア部門長

楊　　 　振　　 国際部    国際課

島田　真美　　 国際部    国際課

沈　向　琮　　 国際部    国際課

※早大生　約40

10. 中国大使館（6月3日）
程　永　華　　 大使

律　桂　軍　　 政治部    参事官

張　沛　霖　　 政治部    二等書記官

孫　永　剛　　 友好交流部    一等書記官

王　　　 麟　　 友好交流部    三等書記官

呂　新　鋒　　 友好交流部    三等書記官

11. JX日鉱日石エネルギー株式会社根岸製油所（6月3日）
佐久間　裕　　 副所長

蔭山　千幸　　 総務グループ シニアスタッフ

伊藤　和弘　　 JX日鉱日石（北京）企業管理有限公司    総務人事部長　

林　　　  琳　　 JX日鉱日石（北京）企業管理有限公司    総務人事部経理



-15-

12. 東芝未来科学館（6月4日）
野田　健一　　 副館長

木下　成雄　　 副館長

鈴木　　 忍　　 営業企画室    中国室主務

橋本　寿江　　 営業企画室

楊　士　倫　　 営業統括部 海外マーケティング担当企画グループ

13. 日比谷松本楼（6月4日）
小坂　文乃　　 代表取締役副社長

高橋　政芳　　 支配人

14. ホテルニューオータニエコセンター（6月5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　　 宿泊営業部    国際営業課    セールスマネージャー


