
平成２３年度外務大臣表彰受賞者リスト（個人）

氏名 肩書き 功績概要 現住所

1 田中　健二（タナカ　ケンジ） 富士グループＣＥＯ兼代表取締役会長
日本料理を通じた我が国外交活動への
支援

タイ国サムットプラカーン県バンプ
リー郡

2 青野　照市（アオノ　テルイチ） 日本将棋連盟　前常務理事、棋士
将棋を通じた日本と諸外国との文化交流
の促進

日本国静岡県伊東市

3 山下　泰裕（ヤマシタ　ヤスヒロ）
ＮＰＯ法人柔道教育ソリダリティー理事長
学校法人東海大学理事・体育学部教授兼学
部長

柔道を通じた日本とロシアとの文化交流
の促進

日本国神奈川県中郡大磯町

4
据石　和 江（通称　据石　和）（スエイシ
カズエ、通称　スエイシ　カズ）

（非営利団体）　米国広島・長崎原爆被爆者協
会　会長

非核に関する理解の増進
アメリカ合衆国カリフォルニア州トーラ
ンス市

5 節子・サーロー(セツコ・サーロー） 平和教育家 核兵器の全面的廃絶に向けた唱道 カナダ国オンタリオ州トロント市

6 中野　隆史（ナカノ　タカシ）
群馬大学　重粒子線医学研究センター長　医
学系研究科腫瘍放射線学分野教授

医療分野における国際協力の推進 日本国群馬県高崎市

7 嚴鎬烈（オム　ホヨル）
時事日本語社（代表理事、会長）、時事日本語
学院（代表理事、会長）

日本と大韓民国との相互理解の促進 大韓民国ソウル市

8
李盛大(イ・ソンデ)/
辛潤賛(シン・ユンチャン）

エルエスエイチアジア奨学会（特定非営利活
動法人）名誉会長 日本と大韓民国との相互理解の促進 大韓民国釜山市

9 スリチャイ・ワンゲーオ チュラロンコン大学　政治学部教授（社会学） 日本とタイとの相互理解の促進 タイ国バンコク都

10 本名 徹次（ホンナ　テツジ）
ベトナム国立交響楽団 音楽監督兼首席指揮
者

音楽を通じた日本とベトナムとの文化交
流の促進

日本国東京都中央区

11 ダトー・パドゥカ・ハジ・ハムディラ ブルネイ日本友好協会アドバイザー 日本とブルネイとの相互理解の促進 ブルネイ国バンダルスリブガワン

12 米ノ井　正（コメノイ　タダシ） JFE商事株式会社船舶部副部長 スリランカにおける合気道の普及 日本国埼玉県草加市

13 シルベスター・メリック・グナラトナ トス・ランカ株式会社執行役員 日本とスリランカとの相互理解の促進 スリランカ国ネゴンボ市

14 キャロリン・クレイトン
ジョージア州メーコン桜祭り　創立者及び名誉
理事

日本とアメリカ合衆国との相互理解の促
進

アメリカ合衆国ジョージア州メーコン
市
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15 モリー・ミヤコ・キムラ サクラメント広島日系人会会長
日本とアメリカ合衆国との相互理解の促
進

アメリカ合衆国カリフォルニア州サク
ラメント市

16 梶栗　壽（カジクリ　ヒサシ） 医師
日本とアメリカ合衆国との相互理解の促
進

アメリカ合衆国カリフォルニア州モント
レー市

17 陽子・モスナー（ヨウコ　モスナー）
サギノー市日本文化センター・茶室管理運用
責任者

日本とアメリカ合衆国との相互理解の促
進

アメリカ合衆国ミシガン州サギノー市

18 田中　欣二（タナカ　キンジ） シンシナティ日本研究センター所長
日本とアメリカ合衆国との相互理解の促
進

アメリカ合衆国オハイオ州ウォレン郡
ディアフィールド町

19 ラリー　Ｄ．ジョーンズ スティルウォーター姉妹都市委員長
日本とアメリカ合衆国との相互理解の促
進

アメリカ合衆国オクラホマ州スティル
ウォーター市

20 アリス・エツコ・エトウ・スミダ 日系婦人会　元会長
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

21 荒　了寛（アラ　リョウカン） ハワイ日系人連合協会顧問
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

22 ルース・レイコ・スズキ
非営利団体さくらシンガーズ　理事長兼音楽監
督

音楽を通じた日本とカナダとの文化交流
の促進

カナダ国ブリティッシュ・コロンビア州
バンクーバー市

23 兒嶋　英雄（コジマ　ヒデオ） 染織研究家
染織を通じた日本とグアテマラとの文化
交流の促進

グアテマラ共和国、グアテマラ県、グ
アテマラ市

24 八巻　晴夫（ヤマキ　ハルオ） 日本ニカラグア東洋医学高等研究院学長 日本とニカラグアとの相互理解の促進 ニカラグア国マナグア市

25 ランキン　和子　（津野田　和子）
西インド諸島大学　(トリニダード・キャンパス)
日本語講師

日本とトリニダ-ド・トバゴとの相互理解の
促進

トリニダード・トバゴ国セントオーグス
ティン地区

26 宮里　昌栄（ミヤザト　ショウエイ） 国際沖縄小林流空手道協会会長 アルゼンチンにおける空手の普及 アルゼンチン国コルドバ州コルドバ市

27 山口　義男（ヤマグチ　ヨシオ） 製麺業 日本とアルゼンチンとの相互理解の促進
アルゼンチン国ブエノスアイレス州サ
ンフェルナンド市

28 比嘉　善勇（ヒガ　ヨシオ） らぷらた報知社副社長 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市
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29 井上　順八（イノウエ　ジュンパチ） プロアルテ財団理事長 日本とエクアドルとの相互理解の促進 エクアドル国マンタ市

30 坂尾　英矩（サカオ　ヒデノリ） ウェルカム・プロダクション社顧問
音楽を通じた日本とブラジルとの文化交
流の促進

ブラジル国サンパウロ州サンパウロ
市

31 シライシ　カゾシ ノロエステ連合日伯文化協会会長 日本とブラジルとの相互理解の促進
ブラジル国サンパウロ州アラサツー
バ市

32 エンリケ・ミヤサト・ミヤサト ミヤサトコーポレーション社長 日本とペルーとの相互理解の促進 ペルー国リマ市

33 ギエルモ　ゲンシン　ネマ　オクダイラ ボリビア日系連合協会顧問 日本とボリビアとの相互理解の促進 ボリビア国サンタクルス市

34 小田　俊春（オダ　トシハル） パラグアイ日本人会連合会会長 日本とパラグアイとの相互理解の促進
パラグアイ国イタプア県エンカルナシ
オン市

35 トリグヴィ・シグルソン 欧州弓道連盟会長 アイスランドにおける武道の普及 アイスランド国レイキャビク市

36
ニコル・クーリッジ・ルマニエール
（通称：ニコル・ルマニエール・クーリッジ）

セインズベリー日本藝術研究所研究担当所長 日本と英国との相互理解の促進 英国ロンドン市

37 レイン・ラウド タリン大学教授及び元学長(初代) 日本とエストニアとの相互理解の促進 エストニア国タリン市

38 ローベルト・フォン・バール BISレコード社社長
音楽を通じた日本と諸外国との文化交流
の促進

スウェーデン国ストックホルム市

39 タシアーナ・フィサック・バデール
マドリード・アウトノマ大学東アジア研究セン
ター　所長

日本とスペインとの相互理解の促進 スペイン国マドリード市

40 山田　裕隆（ヤマダ　ヒロタカ）
前三越エトワール館長

日本とフランスとの相互理解の促進 フランス国パリ市

41 ガエル・ガブリエル・トゥフレ 「アーン県日仏友好協会」前会長 日本とフランスとの相互理解の促進 フランス国セゼリュー市

42 白井　寛（シライ　ヒロシ） 国際伝統空手道連盟（ITKF）師範会最高師範 イタリアにおける空手の普及 イタリア国ミラノ市
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43 ウラディミールス・キンズーリス ラトビア剣道連盟会長 ラトビアにおける武道の普及 ラトビア国リーガ市

44 アルビーダス　アリシャウスカス 准教授 日本とリトアニアとの相互理解の促進 リトアニア国カウナス市

45 ローベルト・プレーガー
ヘルナルス・府中友好協会会長、元ウィーン市
１７区長

日本とオーストリアとの相互理解の促進 オーストリア国ウィーン市

46 ハインツ・レーナー ウィーン市２１区長 日本とオーストリアとの相互理解の促進 オーストリア国ウィーン市

47
所　弘子（芸名：所　鳳弘）（トコロ　ヒロコ、
芸名：トコロ　ホウコウ）

染織家 オーストリアにおける日本文化の普及 日本国岐阜県大垣市

48 ウルスラ・シュタイナー 前池坊スタディ・グループ・ベルン代表 スイスにおける日本文化の普及 スイス国ベルン州シュピーゲル町

49 クルト・ゲルガー ベルリン独日協会会長 日本とドイツとの相互理解の促進 ドイツ国ベルリン市

50 外林　秀人（ソトバヤシ　ヒデト） 元ベルリン日独センター評議員 日本とドイツとの相互理解の促進 ドイツ国ベルリン市

51 春日井　道彦（カスガイ　ミチヒコ） フランクフルト日本法人会顧問 日本とドイツとの相互理解の促進 ドイツ国ヘッセン州ダルムシュタット市

52 トーマス・ボック ミュンヘン工科大学教授 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ミュンヘン市

53 イオン・カラミトル ブカレスト国立劇場総支配人 日本とルーマニアとの相互理解の促進 ルーマニア国ブカレスト市

54 藤田　清司（フジタ　キヨシ） （社）北方領土復帰期成同盟理事 北方領土問題に関する理解の増進 日本国北海道余市郡仁木町

55 岩堀　敬子（イワホリ　ケイコ）
沢井筝曲院教授・本部企画運営役員、京都三
曲協会理事

音楽を通じた日本とロシアとの文化交流
の促進

日本国京都府京都市

56 ペルフィリエフ・ワシーリー 「今日の日本」社社長 日本とロシアとの相互理解の促進 ロシア国モスクワ市
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57 ゴロミドヴァ・マリーナ
露日協会エカテリンブルク支部長，情報文化
センター「日本」所長

日本とロシアとの相互理解の促進 ロシア国エカテリンブルグ市

58 スモリャコフ，セルゲイ・ウラジーミロヴィチ 出版社「ギペリオン」社社長 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グ市

59 菅野　怜子（スガノ　レイコ） タシケント国立東洋学大学日本語講座准教授
日本とウズベキスタンとの相互理解の促
進

ウズベキスタン国タシケント市

60 石本　寛治（イシモト　カンジ） 日本トルコ民間交流協会会長 日本とトルコとの相互理解の促進 日本国東京都国立市

61 ハカン・カプラン ブルサ・ウルヤマ土日文化協会会長 日本とトルコとの相互理解の促進 トルコ国ブルサ市

62 岡田　恵美子（オカダ　エミコ） 日本イラン文化交流協会会長 日本とイランとの相互理解の促進 日本国神奈川県川崎市

63 諏訪　元（スワ　ゲン） 東京大学 教授
エチオピアにおける人類学を通じた学術
交流の促進

東京都国分寺市

64 山澤　逸平（ヤマザワ　イッペイ） 一橋大学名誉教授 経済分野における国際協力の推進 日本国東京都小金井市

65 杉浦　巳代治（スギウラ　ミヨジ）
元九州大学　熱帯農学研究センター　センター
長・教授

技術協力分野における国際協力の推進 日本国茨城県稲敷郡阿見町

66 高橋　均（タカハシ　ヒトシ） 元JICA専門家 技術協力分野における国際協力の推進 日本国埼玉県鴻巣市

67 堤　和男（ツツミ　カズオ） 豊橋技術科学大学名誉教授 技術協力分野における国際協力の推進 日本国愛知県名古屋市

68 浅井　康文（アサイ　ヤスフミ） 札幌医科大教授 緊急医療分野における国際協力の推進 日本国北海道札幌市


