
受賞者名 主要経歴 現住所 功績

1 タラ・キャノン 横浜国立大学准教授 東京都足立区
日本と諸外国との相互理解の促
進

2 高木　誠一郎 日本国際問題研究所研究顧問 東京都杉並区
日本と諸外国との相互理解の促
進

3 ジョン・エリクソン
元国連事務局人的資源管理部アウトリーチユニット
チーフ

米国ニューヨーク州 国際連合に関する理解の増進

4 目黒　依子 上智大学名誉教授 東京都練馬区 国際連合に関する理解の増進

5 柳　洲烈 韓日協力委員会事務総長
大韓民国ソウル特別市鍾
路区

日本と大韓民国との相互理解の
促進

6 李　美淑 韓国体育大学教授
大韓民国ソウル特別市江
東区

スポーツを通じた日本と大韓民
国との相互理解の促進

7 靳　飛 北京戯曲評論学会会長 中華人民共和国北京市
芸術を通じた日本と諸外国との
文化交流の促進

8 師村　妙石 篆刻家 福岡県北九州市
芸術を通じた日本と諸外国との
文化交流の促進

9 修　剛 天津外国語大学学長 中華人民共和国天津市
中華人民共和国における日本語
教育の推進

10 徐　一平 北京外国語大学教授 中華人民共和国北京市
中華人民共和国における日本語
教育の推進

11 張　雲方 中国徐福会会長 中華人民共和国北京市
日本と中華人民共和国との相互
理解の促進

12 張　艶
中国建設科技集団股份有限公司外事管理弁公室
顧問

中華人民共和国北京市
日本と中華人民共和国との相互
理解の促進

13 土屋　恵一郎 明治大学学長 東京都千代田区
日本と中華人民共和国との相互
理解の促進

14 廣田　隆一郎 特定非営利法人・中日文化経済交流協会会長 東京都江東区
日本と中華人民共和国との相互
理解の促進

15 蔡冠深 新華集団主席 中華人民共和国香港 日本と香港との経済関係促進

16 荻野　正明
フェニックス・グループ・ホールディングス・リミテッド
会長

中華人民共和国香港 香港における日本教育の推進

17 川副　哲 肇英實業有限公司董事長 中華人民共和国香港 日本と中国との経済関係促進

18 ドグミド・ソソルバラム 舞台監督
モンゴル国ウランバートル
市

芸術を通じた日本とモンゴルとの
文化交流の促進

19 ツェンドダワー・ダワードルジ モンゴル・日本人材開発センター所所長
モンゴル国ウランバートル
市

日本とモンゴルとの相互理解の
促進

20 ロナルド・ジェイムス・マリー マリー社代表取締役会長
オーストラリア国ニューサ
ウスウェールズ州

日本とオーストラリアとの相互理
解の促進

平成29年度外務大臣表彰者　（個人）
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21 ジェラルド　チャールズ　ボイラン ゴウシュウ有限会社取締役
オーストラリア国西オース
トラリア州スターリング市

日本とオーストラリアとの相互理
解の促進

22 テリー  ウィリアム  オトゥール 教員（西豪州教育省）
オーストラリア国西オース
トラリア州ジェラルトン市

日本とオーストラリアとの相互理
解の促進

23 杉本　良夫 ラトローブ大学名誉教授
オーストラリア国ビクトリア
州バルウインノース市

オーストラリアにおける日本研究
の推進

24 アンナ・フィッシャー
ニュージーランド文部科学省留学生会オークランド
支部会長

ニュージーランド国オーク
ランド市

日本とニュージーランドとの相互
理解の促進

25 ウェイン・ローレンス
オークランド大学文学部文化・語学・言語学学科上
級講師

ニュージーランド国オーク
ランド市

ニュージーランドにおける日本研
究の推進

26 ローレンス・マルソー
オークランド大学文学部文化・語学・言語学学科上
級講師

ニュージーランド国オーク
ランド市

ニュージーランドにおける日本研
究の推進

27 高岡　照海 ＮＰＯ法人日本陽光桜交流協会理事長 東京都中央区
日本と諸外国との相互理解の促
進

28 今泉　濬 公益財団法人　日本・パキスタン協会　会長 東京都世田谷区
日本とパキスタンとの相互理解
の促進

29 ナラヤナン・クマール 印日商工会議所会長 インド国チェンナイ市 日本とインドとの経済関係促進

30 甲斐切　清子 劇団en塾主宰・顧問
ジャカルタ首都特別州南
ジャカルタ市

日本とインドネシアとの相互理解
の促進

31 小林　一則 ジャカルタ日本祭り実行委員長
ジャカルタ首都特別州南
ジャカルタ市

日本とインドネシアとの相互理解
の促進

32 チェット・チアリー 王立プノンペン大学学長
カンボジア王国　プノンペ
ン都

日本とカンボジアとの相互理解
の促進

33 ホー・ペン 国立経営大学学長
カンボジア王国　プノンペ
ン都

日本とカンボジアとの相互理解
の促進

34 カルロ・フォンセカ
日本・スリランカ友好文化基金文化アワード選考委
員長

スリランカ国コッテ市
芸術を通じた日本とスリランカと
の文化交流の促進

35 プンニャカンテ・ウィジェーナイケ
元日本・スリランカ友好文化基金文化アワード選考
委員

スリランカ国コロンボ第７
区

芸術を通じた日本とスリランカと
の文化交流の促進

36 プンチ・バンダ・ムナシンハ 元スリランカ帰国留学生会会長
スリランカ国コロンボ第６
区

日本とスリランカとの相互理解の
促進

37 サランヤー　コンジット チェンマイ大学人文学部日本研究センター所長 タイ王国チェンマイ県 タイにおける日本語教育の推進

38 堀内　佳美 アークどこでも本読み隊設立者／代表 タイ王国チェンマイ県 日本とタイとの相互理解の促進

39 山下　泰子
特定非営利活動法人（ＮＰＯ）日本ネパール女性教
育協会理事長

東京都練馬区
日本とネパールとの相互理解の
促進

40 永尾　博文 パック・スズキ・モーター社　社長
パキスタン・イスラム共和
国　カラチ市

日本とパキスタンとの経済関係
促進

41 市村　康男 ハノイ市村日本語学校校長 ベトナム国ハノイ市
ベトナムにおける日本語教育の
推進
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42 小松　みゆき ベトナムの声放送　専門家 ベトナム国ハノイ市
日本とベトナムとの相互理解の
促進

43 黄清芬（通称：蔡定貴夫人） 主婦
マレーシア国クアラルン
プール市

マレーシアにおける日本文化の
普及

44 井本　勝幸
タイ政府認可財団　タイ日教育開発基金（ＴＪＥＤＦ）
最高顧問

ミャンマー連邦共和国ヤ
ンゴン地域

日本と諸外国との相互理解の促
進

45 マニュエル・F・クーニャ・ジュニア 二世ファーマーズ・リーグ会長
米国カリフォルニア州フレ
ズノ市

日本とアメリカ合衆国との相互理
解の促進

46 リチャード・ハシモト ジャパン・センター・ガレージ社経営者
米国カリフォルニア州バ
レーホ市

日本とアメリカ合衆国との相互理
解の促進

47 ジュディス　N．ラビノヴィッチ モンタナ大学辛島吏冠講座日本文学名誉教授 米国モンタナ州ミズーラ市
アメリカ合衆国における日本研
究の推進

48 青木　達幸
アジアン・インプロブ・アーツ・ミッドウェスト　エグゼク
ティブ・アーティスティック・ディレクター

米国イリノイ州
アメリカ合衆国における日本文
化の普及

49 リチャード・Ｅ・スタール 在ミネアポリス日本国名誉領事 米国ミネソタ州プリマス市
日本とアメリカ合衆国との相互理
解の促進

50 ジョージ・Ｊ・ベリンジャー 在オマハ日本国名誉総領事
米国ネブラスカ州オマハ
市

日本とアメリカ合衆国との相互理
解の促進

51 洋子・S・ブレッケンリッジ
住宅・商業不動産代理人，コールドウェル・バン
カー・バーネット社アップル・ヴァレー支店

米国ミネソタ州
日本とアメリカ合衆国との相互理
解の促進

52 ジャニ・イワモト ユタ州議会上院議員
米国ユタ州ソルトレイク・
シティ市

日本とアメリカ合衆国との相互理
解の促進

53
トーマス・エル・クラーク（通称：ト
ム・クラーク）

メトロ・デンバー経済委員会前代表兼デンバー首都
圏商工会議所前副会長

米国コロラド州デンバー
市

日本とアメリカ合衆国との経済関
係促進

54 川野　作織 五絆ソサエティ、設立者兼代表
米国ニューヨーク州ニュー
ヨーク市

アメリカ合衆国における日本食
文化の普及

55
グレン　ペレイラ（通称：グレン
宗麗　ペレイラ）

裏千家淡交会ボストン協会茶道裏千家教授
米国マサチューセッツ州
ボストン市

アメリカ合衆国における日本文
化の普及

56 マーガレット ますみ 山本 ニューイングランド日系米国人連盟共同代表
米国マサチューセッツ州
ボストン市

日本とアメリカ合衆国との相互理
解の促進

57 山下　貴久子 ブラウン大学東アジア学部ディレクター
米国ロードアイランド州プ
ロビデンス

アメリカ合衆国における日本研
究の推進

58 黒川曙美 裏千家ハワイ出張所事務長 米国ハワイ州ホノルル市
日本とアメリカ合衆国との経済関
係促進

59 新　照子（通称：新　宗楓） 裏千家淡交会トロント協会幹事 カナダ国トロント市 カナダにおける日本文化の普及

60 ジョシュア・モストウ ブリティッシュ・コロンビア大学アジア研究学科　教授
カナダ国ブリティッシュ・コ
ロンビア州バンクーバー
市

カナダにおける日本研究の推進

61 水田　治司 バンクーバー日本語学校並びに日系人会館　理事
カナダ国ブリティッシュ・コ
ロンビア州バンクーバー
市

日本とカナダとの相互理解の促
進

62 川島　良彰 株式会社ミカフェート　代表取締役社長 東京都品川区
日本とエルサルバドルとの相互
理解の促進
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63
ロレンソ　リベラ　アレバロ（通
称：ビシクレタ）

インシンカ社　副社長
エルサルバドル共和国ヌ
エボ・クスカトラン市

日本とエル・サルバドルとの経済
関係促進

64 キラ･リスクティン・デ・アブレウ イシド－キラ・ソロバン・スクール代表
グアテマラ共和国グアテ
マラ県グアテマラ市

グアテマラにおける日本文化の
普及

65 エドワルド・メヒーア・ハビッド ドミニカ共和国武道殿堂会長
ドミニカ共和国国家特別
区

ドミニカ共和国における空手の
普及

66
エクトル・マヌエル・シゲオ・カワ
カミ・シライ

社団法人日墨協会元会長 メキシコ国メキシコ市
日本とメキシコとの相互理解の
促進

67 アルフレッド・ロマン・サバラ 教授（日本政治）
メキシコ国メキシコ州メテ
ペック市

メキシコにおける日本研究の推
進

68 サラ・ガルシア・フェルナンデス
生花インターナショナル・アルゼンチン支部文化行事
責任者

アルゼンチン共和国ブエ
ノスアイレス市

アルゼンチンにおける日本文化
の普及

69 リカルド　ホカマ 記者
アルゼンチン共和国ブエ
ノスアイレス市

日本とアルゼンチンとの相互理
解の促進

70 宮井　正克 元アルゼンチン拓殖協同組合理事長
アルゼンチン共和国ブエ
ノスアイレス市

日本とアルゼンチンとの相互理
解の促進

71 細川　正晴 元在亜北海道人会会長
アルゼンチン共和国ブエ
ノスアイレス市

日本とアルゼンチンとの相互理
解の促進

72 七海　正之 元メルロ日本人クラブ会長
アルゼンチン共和国ブエ
ノス、アイレス州メルロ市

日本とアルゼンチンとの相互理
解の促進

73 倉田　勝利 前アルゼンチン合気会連盟会長
アルゼンチン共和国ブエ
ノスアイレス市

アルゼンチンにおける日本文化
の普及

74 カサハラ　ガリド　イスマエル バルパライソ　カトリカ大学教授
チリ国バルパライソ州バ
ルパライソ県ビーニャ・デ
ル・マル市

日本とチリとの相互理解の促進

75 ヒロセ　モリオカ　ロベルト ビニコン社オーナー
チリ国バルパライソ州キ
ジョタ県ラ・クルス市

日本とチリとの相互理解の促進

76 ベラ　ソブリノ　エドゥアルド チリ大学国際部長
チリ国首都圏州サンティア
ゴ県サンティアゴ市

日本とチリとの相互理解の促進

77 岡村　眞由美 中央日本人会副会長
チリ国首都圏州サンティア
ゴ県サンティアゴ市

日本とチリとの相互理解の促進

78
曽根　孝雄（通称：ソネ　ミズヌマ
エドアルド　ヨシオ）

植物コンサルタント
チリ国バルパライソ州バ
ルパライソ県ビーニャ・デ
ル・マル市

日本とチリとの相互理解の促進

79
エレナ・サチコ　カサマツ・デ・バ
ルボンティン

アスンシオン国立大学名誉教授，アスンシオン国立
大学保健科学研究機関シニア顧問

パラグアイ国アスンシオン
市

日本とパラグアイとの相互理解
の促進

80
ヨシコ・モリヤ　デ・フロエンドル
フェル

マクシミリアン・フロエンドルフェル　図書館財団　財
団長

パラグアイ国アスンシオン
市

日本とパラグアイとの相互理解
の促進

81
メルセデス　リバス・デ・パリシ
（通称：メルセデス・リバス・ミラン
ダ）

パラグアイ・日本協会事務局長
パラグアイ国アスンシオン
市

日本とパラグアイとの相互理解
の促進

82 伊藤　鷹雄 農業
パラグアイ国アルトパラナ
県イグアス市

日本とパラグアイとの相互理解
の促進

83 岸田　省一 アスンシオン日本人学校副校長
パラグアイ国サンロレンソ
市

日本とパラグアイとの相互理解
の促進
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84 寿賀　禎子 農業
パラグアイ国アマンバイ県
ペドロ・ファン・カバジェロ
市

日本とパラグアイとの相互理解
の促進

85 西川　真理子 商業
パラグアイ国アマンバイ県
ペドロ・ファン・カバジェロ
市

日本とパラグアイとの相互理解
の促進

86 ロベルト・エドガルド・ラロサ パラグアイ日本空手連盟（JKA)会長
パラグアイ国イタプア県エ
ンカルナシオン市

パラグアイにおける空手の普及

87 伊沢　政明 農業 パラグアイ国イタプア県
日本とパラグアイとの相互理解
の促進

88 西舘 世公 農業 パラグアイ国イタプア県
日本とパラグアイとの相互理解
の促進

89 中古味　寛 農業 パラグアイ国イタプア県
パラグアイにおける日本語教育
の推進

90 秋本　満敏 カンポ日伯農業開発（株）会社代表取締役副社長
ブラジル連邦共和国連邦
区

日本とブラジルとの相互理解の
促進

91
オジビ・テイシェイラ・ジ・カル
バーリョ・フィリョ

全国公務員連盟副会長
ブラジル連邦共和国連邦
区

日本とブラジルとの相互理解の
促進

92 タエ・スズキ ブラジリア連邦大学課外講座講師
ブラジル連邦共和国連邦
区

ブラジルにおける日本研究の推
進

93 ミノル・タカハシ ブラジリア日伯文化協会老人会会長
ブラジル連邦共和国連邦
区

日本とブラジルとの相互理解の
促進

94 鈴木　耕治 僧侶
ブラジル連邦共和国パ
ラー州トメアスー市

日本とブラジルとの相互理解の
促進

95 諸石　輝雄 ベレン日系協会前会長
ブラジル連邦共和国パ
ラー州ベレン市

ブラジルにおける日本語教育の
推進

96 山瀬　楢雄 北伯日本語普及センター元理事長
ブラジル連邦共和国パ
ラー州カスタニャール市

ブラジルにおける日本語教育の
推進

97 佐々木　治夫 司祭
ブラジル国パラナ州サン・
ジェロニモ・ダ・セーラ市

日本とブラジルとの相互理解の
促進

98 中村　矗 元パラナ州環境長官
ブラジル国パラナ州クリチ
バ市

日本とブラジルとの相互理解の
促進

99 石川　レナト サンタクルス日伯慈善協会理事長
ブラジル国サンパウロ州
バルエリ市

日本とブラジルとの相互理解の
促進

100 石井　千秋 石井道場塾主宰者
ブラジル国サンパウロ州
サンパウロ市

ブラジルにおける柔道の普及

101 鈴木　章子 陶芸家
ブラジル国サンパウロ州
コチア市

ブラジルにおける日本文化の普
及

102 芹沢・アルフォンソ・栄一 パライソ医療教育総合病院外科医
ベネズエラボリバル共和
国スリア州マラカイボ市

日本とベネズエラとの相互理解
の促進

103 竹内　浩之 日本食レストラン「阿比良亭」他経営
ベネズエラボリバル共和
国ミランダ州チャカオ市

ベネズエラにおける日本食文化
の普及

104 矢沢　満 セイジロウ・ヤザワ・イワイグループ社長
ベネズエラボリバル共和
国ミランダ州バルータ市

日本とベネズエラとの相互理解
の促進
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105
マリア・テレサ・ミツマス・アベイ・
デ・シミズ

ペルー日系婦人会相談役 ペルー共和国リマ市
日本とペルーとの相互理解の促
進

106 アウレリア・タン・デ・イナフコ 前ペルー・日本友好議連会長 ペルー共和国リマ市
日本とペルーとの相互理解の促
進

107 アベル・フリオ・フクモト・サトウ ペルー日系人協会顧問 ペルー共和国リマ市
日本とペルーとの相互理解の促
進

108 ルイス・Ｇ．ベガ・モンテフェリ 日本ペルー経済委員会ペルー側委員長 ペルー共和国リマ市 日本とペルーとの経済関係促進

109 坂井　正人 山形大学人文社会科学部教授 山形県山形市
日本とペルーとの相互理解の促
進

110 津村　光之 ミッキーツアー株式会社社長 ペルー共和国リマ市 日本とペルーとの経済関係促進

111 深澤　宗昭 「レストランＦｕｊｉ」オーナー兼シェフ ペルー共和国リマ市
ペルーにおける日本食文化の普
及

112 西澤・ファン・英樹 シラニ病院消化器外科医
ボリビア国サンタクルス県
サンタクルス市

ボリビアにおける邦人援護活動

113 神戸　誠 公益財団法人スペイン振興MARUWA財団名誉理事 愛知県尾張旭市
芸術を通じた日本とスペインとの
文化交流の促進

114 北出　明 フリーランスライター 東京都中野区
日本とユダヤ社会との相互理解
の促進

115 マティルデ・マストランジェロ ローマ・サピエンツァ大学東洋学部学部長兼准教授 イタリア国ナポリ市
イタリアにおける日本研究の推
進

116 松浦　眞純 トスカーナ日本人会会長 イタリア国フィレンツェ市
日本とイタリアとの相互理解の
促進

117 ロッセッラ・メネガッツォ ミラノ大学文化・環境遺産学部准教授 イタリア国ヴェネツィア市
イタリアにおける日本研究の推
進

118 ボナヴェントゥーラ・ルペルティ
ヴェネツィア・カ・フォスカリ大学アジア・北アフリカ研
究学部教授

イタリア国ヴィチェンツァ
市

イタリアにおける日本研究の推
進

119 佐久間　貴美子 ミラノ日本人学校事務局長 イタリア共和国ミラノ市
イタリアにおける日本語教育の
推進

120 大沼　信一
ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン眼科学研究所国際
担当副所長・教授

英国ケンブリッジ市 日本と英国との相互理解の促進

121 マーク・ウィリアムズ リーズ大学日本学部教授
英国ウェストヨークシャー
州リーズ市

英国における日本研究の推進

122 マイケル・クラーク 元英王立防衛安全保障研究所長 英国ロンドン 日本と英国との相互理解の促進

123 ティモシー・クラーク 大英博物館アジア部日本セクション長 英国ロンドン 英国における日本研究の推進

124 ジェームズ・ミラー フュージョン・ウィスキー社共同創業者・執行経営者 英国エディンバラ市 日本と英国との相互理解の促進

125 アグ・シサスク 翻訳家・作家
エストニア国ハーブニーム
市

エストニアにおける日本研究の
推進

6 / 9 ページ



受賞者名 主要経歴 現住所 功績

126 長田　幾子 元在蘭日本商工会議所事務局次長
オランダ国アムステル
フェーン市

日本とオランダとの相互理解の
促進

127 マッティン・ブロゼク スウェーデン国会国際部国際アドヴァイザー
スウェーデン国ストックホ
ルム県オーシュタ市

日本とスウェーデンとの相互理
解の促進

128 川村　やよい オビエド大学美術音楽歴史学科、美術史准教授
スペイン国アストゥリアス
州オビエド市

スペインにおける日本研究の推
進

129 フェルナンド・デラヘ・カレテロ 国際関係学教授 スペイン国マドリード市
スペインにおける日本研究の推
進

130 森本　祐子
マドリード・カルロス3世大学カルロス3世国際交流セ
ンター、アジア研究主任

スペイン国マドリード州オ
ジョ・デ・マンサナレス市

日本とスペインとの相互理解の
促進

131 アナ・マリア・ゴイ・ヤマモト マドリード自治大学助教授（日本経済・経営学）
スペイン国マドリード州マ
ドリード市

日本とスペインとの経済関係促
進

132 加川　絖三郎
大塚グループ大塚化学株式会社　スペイン現地法
人HEBRON S.A. 元取締役　相談役

愛知県名古屋市
日本とスペインとの経済関係促
進

133 林屋　明夫 カタルーニャ州政府東京事務所投資担当所長 東京都港区
日本とスペインとの経済関係促
進

134 藤岡　俊郎 藤岡空手クラブ道場主
スペイン国バレンシア州
アリカンテ市

スペインにおける空手の普及

135 門野　節子  ベアホルト
いけばなインターナショナル・コペンハーゲン支部会
長

デンマーク国ゲントフテ市
デンマークにおける日本文化の
普及

136 冨田　憲男 「東京館」店主 フィンランド国ケラヴァ市
日本とフィンランドとの相互理解
の促進

137 アラン・ベレッツ 仏高等教育・研究省研究・イノベーション局総局長
フランス国ストラスブール
市

日本とフランスとの科学技術関
係の促進

138 アンヌ・ル＝ディベルデ メゾン・アトリエ・フジタ館長
フランス国ヴィリエ＝ル＝
バックル市

芸術を通じた日本とフランスとの
文化交流の促進

139 オリヴィエ・メレリオ 前日仏経済交流委員会会長代行 フランス国パリ市
日本とフランスとの経済関係促
進

140 ディアヌ・ド＝セリエ ディアヌ・ド・セリエ出版社ファウンダー フランス国パリ市
フランスにおける日本研究の推
進

141 ロベール・ビュラウォイ
パリ・ソルボンヌ大学極東研究センター美術史考古
学研究学会所属研究者

フランス国パリ市
フランスにおける日本研究の推
進

142 中谷　圭太郎 高等師範学校パリ・サクレー校副学長
フランス国ブール＝ラ＝
レーヌ市

日仏科学技術協力の推進

143 レイモン・ブテ 小三郎友の会会長 フランス国ペルピニャン市
日本とフランスとの相互理解の
促進

144 フレデリック・バラゼール リヨン市アンペール公立高等学校日本語常勤講師
フランス国ヴィルーバンヌ
市

フランスにおける日本語教育の
推進

145
渡辺　孝之（通称：六代目　越後
屋　助七）

「駒形どぜう」六代目店主 東京都台東区
フランスにおける日本食文化の
普及

146 ベルスマ　敦子 草月流一級師範常任総務
ベルギー国ブリュッセル
市

ベルギーにおける日本文化の普
及
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147
オルランド・ジョアン・コエーリョ・
フェレイラ

ジョアン・アルベルト・ファリア学校ポルトガル語及び
歴史教員

ポルトガル共和国ヴィラ・
フランカ・デ・シラ市

日本とポルトガルとの相互理解
の促進

148
エドアルド・マヌエル・デ・モライ
ス・コル・デ・カルヴァ－リョ

リスボン地理協会アジア委員長
ポルトガル共和国リスボ
ン市

日本とポルトガルとの相互理解
の促進

149 ダリア・シュバンバリーテ  ビリニュス大学東洋学センター准教授 リトアニア国ビリニュス市
リトアニアにおける日本研究の
推進

150 ピリプチャク・ヴァシーリ ウクライナ国立オペラ劇場フレンチホルン・ソリスト ウクライナ国キエフ市
音楽を通じた日本とウクライナと
の相互理解の促進

151 ミフダルスカ・ヴィクトリヤ メチニコフ記念オデッサ国立大学上級日本語講師
ウクライナ国オデッサ州オ
デッサ市

ウクライナにおける日本語教育
の推進

152 野村　三郎 音楽評論家
オーストリア共和国ウィー
ン市

音楽を通じた日本とオーストリア
との相互理解の促進

153 ブランドル　紀子 墺日協会副会長（文化担当）
オーストリア共和国ニー
ダーエスタライヒ州コッティ
ンブルン

日本とオーストリアとの相互理解
の促進

154 谷脇　誠治郎 書家 高知県高知市
書道を通じた日本と諸外国との
文化交流の促進

155 ジェローム・デュコール ジュネーブ民族学博物館東洋部長 スイス連邦ジュネーブ市 スイスにおける日本研究の推進

156 伊藤　八千代 画家，グラフィックデザイナー スイス連邦カルージュ市
芸術を通じた日本とスイスとの文
化交流の促進

157 菅原　惠子 アトリエ日本舞踊ジュネーブ代表 スイス連邦ヴェルニエ市 スイスにおける日本文化の普及

158 塚本　俊彦，塚本　レイ子
株式会社ルミエール名誉会長（俊彦氏），株式会社塩崎ビ
ル代表取締役社長，国立大学法人山梨大学理事（特命担
当）（レイ子氏）

東京都千代田区
日本とスロベニアとの相互理解
の促進

159 徳久 隆司 徳久隆司空手道場代表
スロベニア国リュブリャナ
市

スロベニアにおける空手の普及

160 森 雪雄 株式会社ザリア（ZARIA）会長 東京都世田谷区
日本とスロベニアとの相互理解
の促進

161 ペーター・ペルトナー ミュンヘン大学日本学科教授
ドイツ国バイエルン州ミュ
ンヘン市

ドイツにおける日本研究の推進

162
マリア・ゲオルギエヴァ・ケメン
チェジエヴァ

生け花協会「草雅」理事長 ブルガリア国ソフィア市
ブルガリアにおける日本文化の
普及

163
トルストイ・ヴィタリー・ペトロヴィ
チ

ミンスク国立言語大学東洋言語学科准教授
ベラルーシ共和国ミンスク
市

ベラルーシにおける日本語教育
の推進

164 東保　光彦
ポーランド日本情報工科大学理事兼日本文化学部
副学部長

ポーランド共和国ウォミャ
ンキ市

日本とポーランドとの相互理解
の促進

165
ドロタ・アルチシェフスカ＝ミエレ
フチク

下院ポーランド・日本友好議員連盟会長
ポーランド共和国グディ
ニャ市

日本とポーランドとの相互理解
の促進

166
クレストフ，パーヴェル・ヴィタ-リ
レヴィチ

露科学アカデミー極東支部植物園研究所所長
ロシア連邦沿海地方ウラ
ジオストク市

日本とロシアとの相互理解の促
進

167
スレイマノフ・サラヴァト・シェイホ
ヴィチ

露日医療診断センター「ＳＡＩＫＯ」所長 ロシア国ハバロフスク市
日本とロシアとの相互理解の促
進
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168
サマーリン・イーゴリ・アナトリエ
ヴィチ

サハリン州立「勝利」博物館・メモリアルコンプレック
ス研究課長

 ロシア連邦サハリン州ユ
ジノサハリンスク市

日本とロシアとの相互理解の促
進

169
シャルーヒナ・リージア・ミハイロ
ヴナ

サハリン州社会団体「サハリン・日本」代表
 ロシア連邦サハリン州ユ
ジノサハリンスク市

日本とロシアとの相互理解の促
進

170
ズラジャエヴァ・ガリーナ・ヴァシ
リエヴナ

ユジノサハリンスク地域社会組織「サハリン日本友
好協会」代表

 ロシア連邦サハリン州ユ
ジノサハリンスク市

日本とロシアとの相互理解の促
進

171
ベラノーソフ・ヴァレリ・イヴァノ
ヴィチ

サハリン州文化基金副総裁
 ロシア連邦サハリン州ユ
ジノサハリンスク市

日本とロシアとの相互理解の促
進

172 山本　博志 サハリン日本センター所長
 ロシア連邦サハリン州ユ
ジノサハリンスク市

日本とロシアとの経済関係促進

173 カリネ・カラミャン アルメニア日本語教師会会長
アルメニア共和国エレバ
ン市

アルメニアにおける日本語教育
の推進

174 碓井　俊樹 ピアニスト 東京都町田市
音楽を通じた日本とアルジェリア
との相互理解の促進

175 テキメン・アイシェヌール アンカラ大学日本語日本文学科教授（前学科長）
トルコ共和国アンカラ県ア
ンカラ特別市

トルコにおける日本語教育の推
進

176 遠藤　晴男 日本オマーンクラブ会長 神奈川県横浜市
日本とオマーンとの経済関係促
進

177
ファラグ・バラカート・アルサイー
ド・バラカート

アブダビ日本人学公共関係マネージャー兼アラビア
語教員

アラブ首長国連邦アブダ
ビ首長国

日本とアラブ首長国連邦との相
互理解の促進

178 マジュール・ジュフ 元セネガル共和国文化大臣 セネガル国ダカール市
セネガルにおける日本文化の普
及

179 ゾマホン D.C. ルフィン 特定非営利活動法人ＩＦＥ国際財団理事 東京都杉並区
日本とベナンとの相互理解の促
進

180 宮澤　保夫 星槎グループ創設者・会長・ＣＥＯ 神奈川県中郡大磯町
日本と諸外国との相互理解の促
進

181 古崎　陽子
メケレ大学社会言語学部外国語学科日本語プログ
ラム講師

エチオピア国ティグライ州
メケレ市

エチオピアにおける日本語教育
の推進

182 山口 光恒 公益財団法人地球環境産業技術研究機構参与 東京都品川区
経済分野における国際協力の推
進

183 大井　英臣 元JICA国際協力専門員 茨城県つくば市
技術協力分野における国際協力
の推進

184 新庄　久志 釧路国際ウェットランドセンター技術委員会委員長 北海道釧路市
技術協力分野における国際協力
の推進

185 長澤　秀行 公益財団法人とかち財団理事長 北海道帯広市
技術協力分野における国際協力
の推進

186 坂井　スオミ 元ＵＮＩＣＥＦ本部倫理担当事務局長首席顧問
米国ニューヨーク州ホワイ
トプレーンズ市

国際連合に関する理解の増進

187 小島　俊郎 一般社団法人海外邦人安全協会副会長 東京都世田谷区
日本と諸外国との相互理解の促
進
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