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　　　　受賞者名 受賞者読み仮名 現職・肩書き 功績概要 現住所

1 粕谷　一希 カスヤ　カズキ 都市出版株式会社相談役 外交政策に関する理解の増進 日本国東京都豊島区

2 紿田　英哉 タイダ　ヒデヤ 国際教養大学教授 外交政策に関する理解の増進 日本国東京都世田谷区

3 濱田　奈名子（芸名：五十田安希） ハマダ　ナナコ（芸名：イソダ　アキ） 女優
演劇を通じた日本と諸外国との文化交流の
促進

日本国東京都目黒区

4 横田　洋三 ヨコタ　ヨウゾウ 中央大学法科大学院教授 人権分野における国際協力の推進 日本国東京都世田谷区

5 小此木　政夫 オコノギ　マサオ 慶応義塾大学法学部教授 日本と大韓民国との相互理解の促進 日本国千葉県市川市

6 川口　清史 カワグチ　キヨフミ 立命館総長 日本と諸外国との相互理解の促進 日本国京都府京都市

7 申　雲鶴 シン　ウナク 社団法人韓国茶人連合会顧問 日本と大韓民国との文化交流の促進 大韓民国京畿道揚坪郡

8 青木 陽子 アオキ　ヨウコ 天津市視覚障害者日本語訓練学校理事長 日本と中華人民共和国との相互理解の促進 中華人民共和国天津市

9 山﨑　宏 ヤマサキ　ヒロシ 開業医 日本と中華人民共和国との相互理解の促進 中華人民共和国山東省済南市

10 大谷　吉治 オオタニ　ヨシハル
青島日本人会名誉会長、青島日本人学校運営
理事長

日本と中華人民共和国との相互理解の促進 中華人民共和国山東省青島市

11 蕭　志偉 シオ・シ　イ 澳門留日同友会会長 日本とマカオとの相互理解の促進 澳門

12 山田　明子 ヤマダ　アキコ 裏千家ブリスベン連絡所駐在講師 オーストラリアにおける日本文化の普及 オーストラリア国クイーンズランド州ブリスベン市

13 サトウ　ユキオ サトウ　ユキオ 代表取締役社長 日本とソロモンとの相互理解の促進 ソロモン諸島ガダルカナル州ホニアラ市

14 諏訪井　セタリン（ペン・セタリン） スワイ・セタリン(ペン・セタリン） 東南アジア文化支援プロジェクト代表 日本とカンボジアとの相互理解の促進 日本国東京都町田市

15 夏目　長門 ナツメ　ナガト
国際口唇口蓋裂協会事務局長
日本口唇口蓋裂協会常務理事

医療分野における国際協力の推進 日本国愛知県名古屋市

16 佐野　俊二 サノ　シュンジ
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科教授、岡
山大学病院副院長 医療分野における国際協力の推進 日本国岡山県岡山市

17 中野　穂積 ナカノ　ホヅミ 高地民教育と開発財団事務局長 タイにおける国際協力の推進 タイ国チェンライ県ウィエンパパオ郡

18 亀崎 善江 カメザキ　ヨシエ
特定医療法人敬愛会新田原聖母病院内科医
師、同病院理事

東ティモールにおける国際協力の推進 日本国福岡県行橋市

19 尾池 富美子 オイケ　フミコ
特定非営利活動法人　メイあさかセンター　代
表理事

日本とマレーシアとの相互理解の促進 日本国埼玉県朝霞市

20 ウェム・アダモ・トゥメワン ウェム・アダモ・トゥメワン 北スラウェシ日本語教師会会長 日本とインドネシアとの相互理解の促進 インドネシア国北スラウェシ州マナド市

21 メアリー・バスケット メアリー・バスケット メアリー・バスケット・ギャラリー主宰
美術を通じた日本とアメリカ合衆国との文化
交流の促進

アメリカ合衆国オハイオ州シンシナティ市

22 ジーン・M・ミシマ ジーン・M・ミシマ シカゴ日系人歴史協会会長 日本とアメリカ合衆国との相互理解の促進 アメリカ合衆国イリノイ州グレンビュー村

23 曽我　道敏 ソガ　ミチトシ ウエスタンミシガン大学物理学名誉教授 日本とアメリカ合衆国との相互理解の促進 アメリカ合衆国ミシガン州カラマズー市

24 ヘンリー・シゲヒロ・サカモト ヘンリー・シゲヒロ・サカモト オレゴン日系基金副会長 日本とアメリカ合衆国との相互理解の促進 アメリカ合衆国オレゴン州ポートランド市

25 吉田　潤喜 ヨシダ　ジュンキ ヨシダ・グループ代表取締役会長 日本とアメリカ合衆国との相互理解の促進 アメリカ合衆国オレゴン州トラウトデール市

26 デニス・義人・寺西 デニス・ヨシト・テラニシ ハワイアン・ホスト副会長兼最高経営責任者 日本とアメリカ合衆国との相互理解の促進 アメリカ合衆国ハワイ州ホノルル市

27 ディビッド・ウッドワード ディビッド・ウッドワード 日米南東部会　事務局長 日本とアメリカ合衆国との相互理解の促進 アメリカ合衆国フロリダ州ドラル市

28 堀江 通旦 ホリエ　ミチアキ 精神科医 カナダにおける邦人援護活動
カナダ国ブリティッシュ・コロンビア州ノース・サー
ニッチ

29
中村　浩之

ナカムラ　ヒロシ
志道館中村道場・師範、柔道カナダ・ナショナ
ル・コーチ

カナダにおける柔道の普及 カナダ国ケベック州ラサール

30
エスペランサ・アドリアーナ・ラモス・ロドリゲ
ス

エスペランサ・アドリアーナ・ラモス・ロドリゲス
国立職業訓練センター バジェ・デル・カウカ事
務所長

コロンビアにおける国際協力の推進 コロンビア共和国カリ市

31
ナンシー・パトリシア・グティエレス・カスタニェ
ダ

ナンシー・パトリシア・グティエレス・カスタニェダ コロンビア・日本友好議員連盟会長 日本とコロンビアとの相互理解の促進 コロンビア共和国ボゴタ首都区

32 野崎　英夫 ノザキ　ヒデオ 元日秘商工会議所会頭 日本とペルーとの相互理解の促進 ペルー国リマ市

33 宮川　リリア ミヤカワ　リリア
国立芸術院「エルネスト・デ・ラ・カルコバ」視聴
芸術大学院・東洋水彩画（墨絵）正教授

アルゼンチンにおける日本文化の普及
アルゼンチン国ブエノスアイレス州サンミゲル郡
ベジャビスタ市

34 玉城　勝 タマシロ　マサル 花卉園芸業 日本とアルゼンチンとの相互理解の促進 アルゼンチン国コルドバ州コルドバ市

35 相馬　英樹 ソウマ　ヒデキ
アルゼンチン相撲連盟名誉会長、柔道教師、
鍼灸整体師

アルゼンチンにおける柔道の普及 アルゼンチン国ブエノスアイレス市

36 米須　清文 コメス　セイブン 在アルゼンチン日本商工会議所専務理事 日本とアルゼンチンとの相互理解の促進 アルゼンチン国ブエノスアイレス州

37 クリスティン・イスレイフスドッティル クリスティン・イスレイフスドッティル アイスランド大学准教授 日本とアイスランドとの相互理解の促進 アイスランド国ガルダバイル市

38 松浦　惇一 マツウラ　ジュンイチ 文筆業 日本とスペインとの相互理解の促進 スペイン国バルセロナ市

39 石井　陽子 イシイ　ヨウコ エコール・ポリテクニーク日本語講師 日本とフランスとの相互理解の促進 フランス国マラコフ市

40 小林 靖枝 コンブ コバヤシ　ヤスエ　コンブ 地中海日仏センター会長 日本とフランスとの相互理解の促進 フランス国サン・ジャン・ド・ベダス市

41 カルロス・ルビオ・ロペス・デラジャベ カルロス・ルビオ・ロペス・デラジャベ
マドリード・コンプルテンセ大学CESフェリペ2世アラン
フェスキャンパス　日本語・日本文学教授

日本とスペインとの相互理解の促進
スペイン国トレド県エル・レアル・デ・サンビセンテ
市

42 ヴィタウタス・ドゥムチュス ヴィタウタス・ドゥムチュス
クライペダ市マルティナス・マジュヴィダス初等・
中等学校校長 日本とリトアニアとの相互理解の促進

リトアニア国クライペダ市

43 木村　浩子 キムラ　ヒロコ 国民大学　書道講師 スウェーデンにおける日本文化の普及 スウェーデン国ストックホルム市

44 吉田　勝一 ヨシダ　マサカツ 国立ウッジ大学国際関係政治学部　専任講師 ポーランドにおける日本文化の普及 ポーランド国ウッジ市

45 コンスタンティン・A・T・ラスカラトス コンスタンティン・A・T・ラスカラトス 弁護士 日本とギリシャとの相互理解の促進 ギリシャ国アッティカ県アテネ市

46 リリャナ・マルコビッチ リリャナ・マルコビッチ
ベオグラード大学言語学部副学部長兼東洋学
科長及び博士課程統括

日本とセルビアとの相互理解の促進 セルビア国ベオグラード市

47 ゲオルク・クローナスト ゲオルク・クローナスト
インターナショナルコンタクトクローナスト(IKK)
代表

日本とドイツとの相互理解の促進 ドイツ国バイエルン州アメラング市

48 クリシ・ペトロヴァ・プラホヴァ クリシ・ペトロヴァ・プラホヴァ 茶道裏千家ブルガリア協会会長 ブルガリアにおける日本文化の普及 ブルガリア国ソフィア市

49 阿部　一二 アベ　イチジ
社団法人　北方領土復帰期成同盟理事・網走
地方支部長

北方領土問題に関する理解の増進 日本国北海道網走市

50 吉田　進 ヨシダ　ススム 財団法人　環日本海経済研究所前理事長 日本とロシアとの相互理解の促進 日本国埼玉県越谷市

51 ゲルツェフ・アレクサンドル・ヴィクトロヴィチ ゲルツェフ・アレクサンドル・ヴィクトロヴィチ
日ロ関係発展協力・コンサルティング会社「イツ
モ」代表

日本とロシアとの相互理解の促進 ロシア国サンクトペテルブルク市

52 加藤　九祚 カトウ　キュウゾウ 国立民族学博物館名誉教授
ウズベキスタンにおける考古学を通じた学
術交流の促進

日本国東京都武蔵野市

平成２２年度外務大臣表彰受賞者リスト（個人）
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53 ゴロソヴァ・エレーナ・ウラジーミロヴナ ゴロソヴァ・エレーナ・ウラジーミロヴナ
ロシア科学アカデミー総合植物園日本庭園園
長兼景観設計室首席設計官

日本とロシアとの相互理解の促進 ロシア国モスクワ市

54 和久井 路子 シェンディル ワクイ　ミチコ　シェンディル 中東工科大学現代諸語学科　日本語講師(Dr.) 日本とトルコとの相互理解の促進 トルコ国アンカラ市

55 米田　豊昭 ヨネダ　トヨアキ
UAEレスリング・柔道・柔術連盟　柔道普及実
行委員長

アラブ首長国連邦における柔道の普及 アラブ首長国連邦シャルジャ首長国

56 重田　眞義 シゲタ　マサヨシ
京都大学アフリカ地域研究資料センター長、教
授 日本とエチオピアとの相互理解の促進 日本国滋賀県大津市

57 ナコン・シラパアチャ ナコン・シラパアチャ タイJICA同窓会会長及び労働省技能開発局長 日本とタイとの相互理解の促進 タイ国ノンタブリ県スナンビンナム

58 マイケル・エリス・ラング マイケル・エリス・ラング
前ビッグ・ベンド・コミュニティ・カレッジ日本人農
業研修プログラムディレクター

日本とアメリカ合衆国との相互理解の促進 アメリカ合衆国ワシントン州モーゼスレイク市


