
平成25年度外務大臣表彰受賞者リスト（個人）

受賞者名（敬称略） 肩書き等 功績概要 現住所

1 宇都宮　久俊(うつのみや　ひさとし) 公益社団法人全日本司厨士協会会長 公邸料理人派遣を通じた我が国外交活動への支援 日本国東京都港区

2 中村　裕(なかむら　ゆたか) 株式会社ロイヤルパークホテル　元取締役会長 公邸料理人派遣を通じた我が国外交活動への支援 日本国東京都新宿区

3 伊藤　尚子（いとう　なおこ） 社団法人　日本躾の会会長 日本とアジア地域との相互理解促進 日本国東京都千代田区

4 何方（か・ほう） 中国社会科学院名誉学部委員 日本と中華人民共和国との相互理解促進 中華人民共和国北京市

5 侯　德富（こう・とくふ） 私立華聯学院校長兼理事長 中華人民共和国における日本語教育の推進 中華人民共和国広東省広州市

6 籾山　宣(もみやま　　あきら) 大連日本人学校附属幼稚園　園長 日本と中華人民共和国との相互理解促進 中華人民共和国遼寧省大連市

7 吉田　順一(よしだ　じゅんいち) 公益社団法人日本モンゴル協会会長 日本とモンゴルとの相互理解の促進 日本国東京都新宿区

8 ジャンチブ・ガルバドラハ 新モンゴル高等学校校長兼理事長 日本とモンゴルとの相互理解の促進 モンゴル国ウランバートル市

9
バトエルデネ・バトバヤル
（バーバル）

北東アジア協会会長、作家 日本とモンゴルとの相互理解の促進 モンゴル国ウランバートル市

10 ポーリン・ガンデル ガンデルグループ理事 オーストラリアにおける日本文化の普及
オーストラリア国ビクトリア州トゥーラック
地区

11 ジョン・ポ－ル・ギャラハー 豪日経済委員会　事務局長 日本とオーストラリアとの経済交流促進
オーストラリア国オーストラリア首都特別
地域ハケット地区

12 坂本　敏範（さかもと　としのり） 和太鼓りんどう代表 音楽を通じた日本とオーストラリアの文化交流促進 ビクトリア州ブラックバーンノース

13 服部　匡志(はっとり　ただし) ベトナム国立眼科病院客員教授
医療分野における日本とベトナムとの相互理解の促
進

日本国静岡県三島市

14 岩渕　宣輝(いわぶち　のぶてる) 特定非営利活動法人　太平洋戦史館会長理事 日本とインドネシアとの相互理解の促進 日本国岩手県奥州市

15 井上　千寿代（いのうえ　ちずよ） ナショナル大学講師 日本とインドネシアとの相互理解の促進 インドネシア国ジャカルタ首都特別州
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16 細見　和代(ほそみ　かずよ)
いけばなインターナショナル・バングラデシュ・ダッカ支
部会長

バングラデシュにおける日本文化の普及 日本国岡山県倉敷市

17 ラリマ・ヴァルマ
ジャワハルラル・ネルー大学国際研究科東アジア研
究センター日本学科教授

日本とインドとの相互理解の促進 インド国ニューデリー市

18 詫摩　武雄（たくま　たけお） 前米日財団東京事務所長・副理事長 日本とアメリカ合衆国との相互理解の促進 日本国東京都渋谷区

19 宮崎　剛（みやざき　つよし） ジョージタウン大学ワシントン柔道クラブ師範 アメリカ合衆国における柔道の普及 アメリカ合衆国ワシントンDC

20 キャサリン・キムラ サンフランシスコ大阪姉妹都市協会共同会長 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ミルブ
レー市

21 マス・ハシモト
JACLワトソンビル・サンタクルーズ支部　市民権委員
会共同委員長

日本とアメリカ合衆国との相互理解の促進
アメリカ合衆国カリフォルニア州ワトソンビ
ル市

22 トーマス・ケヴィン・イケダ 「伝承プロジェクト」エグゼクティブ・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シアトル市

23
増田　和弘（ますだ　かずひろ）
（藤間秀之丞(ふじま　しゅうのじょう））

シカゴ藤間流 アメリカ合衆国における日本舞踊の普及 アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ市

24 ロナルド・エツオ・オオツカ デンバー美術館アジア美術部長 日本とアメリカ合衆国との相互理解の促進 アメリカ合衆国コロラド州デンバー市

25 ジャネット　M　ミサカ 日系米国人市民連盟　山間部地区代表 日本とアメリカ合衆国との相互理解の促進
アメリカ合衆国ユタ州ソルトレーク・シティ
市

26 ドナ・フジモト・コール コール・ケミカル・ディストリビューティング社長兼CEO 日本とアメリカ合衆国との相互理解の促進 アメリカ合衆国テキサス州ヒューストン市

27 ケイ・エンドウ ポートランド日系人会前会長 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ミルウォーキー
市

28 アドルフ・ハートリッチ ヴァンポート・マニュファクチャリング社会長 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サンディ市

29 セイヤー　福原　桂子（せいやー　ふくはら　けいこ） ボストン日本協会理事 アメリカ合衆国における日本文化の普及 アメリカ合衆国マサチューセッツ州デダム

30 浅沼　正和(あさぬま　まさかず） JTBハワイ社、コミュニティーリレーションズ部長 日本とアメリカ合衆国との相互理解の促進 アメリカ合衆国ハワイ州ホノルル市
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31 ギャレット・カズヒロ・セリカワ
ホノルル日本人商工会議所元会頭，ハワイ日本文化
センター元理事長

アメリカ合衆国における日本文化の普及 アメリカ合衆国ハワイ州カイルア町

32 ジョン・トーマス・グレガーセン 森上博物館・日本庭園　前文化部長 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デルレイ・ビーチ
市

33 大木　早苗（おおき　さなえ） エドモントン日系人会第二副会長 日本とカナダとの相互理解の促進 カナダ国アルバータ州セントアルバート市

34 金城　嘉孝（きんじょう　よしたか） 沖縄空手道剛泊会カナダ地区本部長 カナダにおける空手の普及 カナダ国アルバータ州レスブリッジ市

35 ロバート・ヒロナカ レスブリッジ大学名誉総長 日本とカナダとの相互理解の促進 カナダ国アルバータ州レスブリッジ市

36 ベルエア　慶子（べるえあ　けいこ） さくら日本語学校名誉理事長兼特別顧問 カナダにおける日本語教育の促進 カナダ国オンタリオ州ウォータールー市

37 ロバート　番野（ろばーと　ばんの） 日系プレース基金理事長 日本とカナダとの相互理解の促進
カナダ国ブリティッシュ・コロンビア州バン
クーバー市

38 マリア・エンマ・レシーノス・デ・マルティネス
いけばなインターナショナル・サンサルバドル２４４支
部長（エルサルバドル生け花協会会長）

エルサルバドルにおける日本文化の普及 エルサルバドル国サンサルバドル市

39 ノボル・ミヤザワ イスラ・デ・ラ・フベントゥ大学情報工学教授 日本とキューバとの相互理解の促進
キューバ国イスラ・デ・ラ・フベントゥ特別
自治区ヌエバ・ヘロナ市

40 東　信行(あずま　のぶゆき) 日墨協会国際渉外担当理事 日本とメキシコとの相互理解の促進 メキシコ国メキシコ市

41 荻野　正蔵(おぎの　しょうぞう) 著述業 日本とメキシコとの相互理解の促進 メキシコ国メキシコ市

42 菅原　譲治(すがわら　じょうじ) 日墨協会相談役 日本とメキシコとの相互理解の促進 メキシコ国メキシコ市

43
日暮　豊弘（ひぐらし　とよひろ）
（日暮宗豊（ひぐらし　そうほう））

裏千家メキシコ出張所駐在講師 メキシコにおける日本文化の普及 メキシコ国メキシコ市

44 セルジオ　越後（せるじお　えちご） サッカー解説者 日本におけるサッカーの普及 日本国大阪府豊中市

45 生垣　彬（いけがき　あきら）
アラナミ株式会社（農薬原料輸入，製造，販売）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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46 比嘉　サンティアゴ（ひが　さんてぃあご） 歯科医 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

47 屋宜　宣太郎（やぎ　せんたろう） フロレンシオ・バレーラ日本人会元会長 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州フロレ
ンシオ・バレーラ市

48 内田　渥（うちだ　あつし） アルバロ・アルバレス（貿易代理店）代表取締役社長 日本とエクアドルとの相互理解の促進 エクアドル国ピチンチャ州キト市

49 エルメリンダ・アルバレンガ・デ・オルテガ 教育・文化副大臣 日本とパラグアイとの相互理解の促進
パラグアイ国セントラル県フェルナンド・
デ・ラ・モラ市

50 白沢　寿一（しろさわ　としかず） 白沢商工株式会社代表取締役社長 日本とパラグアイとの相互理解の促進 パラグアイ国セントラル県リンピオ市

51 深見　秋三郎（ふかみ　あきさぶろう） 元イグアス日本人会会長 日本とパラグアイとの相互理解の促進 パラグアイ国アルトパラナ県イグアス市

52 赤木　政敏（あかぎ　まさとし） 南米相撲連盟顧問 ブラジルにおける相撲の普及 ブラジル国サンパウロ州サンパウロ市

53 佐藤　風太郎（さとう　ふうたろう） 元ノロエステ連合日伯文化協会副会長 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バウルー市

54 山根　英太郎（やまね　えいたろう） サンパウロ大学工学部・同大学院工学研究科教授 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サンパウロ市

55 宮本　倫克（みやもと　　のりかつ） 宮本養鶏所経営者 日本とブラジルとの相互理解の促進 ブラジル国アマゾナス州マナウス市

56 ルイス・アルフォンソ・ウエムラ・ヨシモト ペルー日系人協会顧問 日本とペルーとの相互理解の促進 ペルー国リマ市

57 島田　泉（しまだ　いずみ） 南イリノイ大学文化人類学特別教授 考古学を通じた日本とペルーとの学術交流の促進
アメリカ合衆国イリノイ州カーボンデール
市

58 カルロス・ホルヘ・ヒラオカ・トーレス インポルタシオネス・ヒラオカ取締役社長 日本とペルーとの相互理解の促進 ペルー国リマ市

59
カルロス・ウゴ・コモリ・デル・ビジャル
（小森　ウゴ（こもり　うご））

技術翻訳・通訳 日本とボリビアとの相互理解の促進 ボリビア国ラパス県ラパス市

60 日比野　正靱（ひびの　まさゆき） ボリビア日系協会連合会　会長 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県イチロ郡サン
ファン市
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61 鷺山　郁子（さぎやま　いくこ） 国立フィレンツェ大学正教授 日本とイタリアとの相互理解の促進 イタリア国フィレンツェ市

62 佐藤　平　顕明（さとう　たいら　けんみょう） 三輪精舎主管 日本と英国との相互理解の促進 英国ロンドン市

63 佐野　圭作（さの　けいさく） 英国日本人会会長 日本と英国との相互理解の促進 英国ロンドン市

64
アンジェラ・ガブリエル・デービス
（アンジェラ・デービス）

英国北西部日英協会　元会長 日本と英国との相互理解の促進 英国リバプール市

65 リーン・Ｔ・セーハース フローニンゲン大学日本研究センター前教授・前所長 日本とオランダとの相互理解の促進 オランダ国ハーレン市

66 ノリコ・トゥンマン ヨーテボリ大学言語・文学学科名誉教授 スウェーデンにおける日本語教育の促進
スウェーデン国ヴェステルヨートランド県
ヨーテボリ市

67 グニラ・リンドベリー・ワダ ストックホルム大学東洋学部日本学科主任教授 スウェーデンにおける日本語教育の促進
スウェーデン国ストックホルム県テービー
市

68 福島　光加（ふくしま　こうか） 草月流師範会理事 フィンランドにおける日本文化の普及 日本国東京都千代田区

69 わたなべひろこ NPO法人国際テキスタイルネットワークジャパン代表 美術を通じた日本とフィンランドとの文化交流の促進 日本国東京都世田谷区

70
ジェーン・マロリー・バーキン
（ジェーン・バーキン）

歌手、女優 日本とフランスとの文化交流の促進 フランス国パリ市

71 堀米　ゆず子（ほりごめ　ゆずこ） 音楽家（ヴァイオリニスト） 音楽を通じた日本と諸外国との文化交流の促進 ベルギー国ブリュッセル市

72
山菅　ゴウヴェイア　志保子（やますが　ゴウヴェイア
しほこ）

生け花インターナショナル・ポルトガル副会長 ポルトガルにおける日本文化の普及 ポルトガル国リスボン市

73 猪谷　晶子（いがや　あきこ） 恒文社インターナショナル株式会社　代表取締役 日本と中・東欧諸国との相互理解の促進 日本国東京都渋谷区

74 ノルベルト・アウミュラー 墺日協会監査役 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

75 大坂　靖彦（おおさか　やすひこ）
非営利株式会社　ビック・エス　インターナショナル
代表取締役

日本とドイツとの相互理解の促進 日本国香川県高松市
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76 福澤　啓臣（ふくざわ　ひろおみ） NPO「絆・ベルリン」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

77 マリオン・ベッティーナ・クロムファス ニッポン・コネクション映画祭実行委員長 日本とドイツとの相互理解の促進 ドイツ国フランクフルト市

78 ピンツェーシュ・イシュトヴァーン
 プレイヤーズ・スタジオ・デブレツェン代表・芸術監督
 日本とハンガリーとの相互理解の促進 ハンガリー国デブレツェン市

79 フリスト・ストヤノフ・カラストヤノフ カザンラク・対日友好協会事務局長 日本とブルガリアとの相互理解の促進 ブルガリア国カザンラク市

80 神原　勝行（かんばら　かつゆき）
NSKヨーロッパ有限会社ワルシャワ駐在員事務所所
長

日本とポーランドとの相互理解の促進 ポーランド国ワルシャワ市

81
アグニェシカ　ジュワフスカ　梅田（あぐにぇしか　じゅ
わふすか　うめだ）

ワルシャワ大学東洋学部日本・韓国学科助教授 ポーランドにおける日本文学の普及 ポーランド国ワルシャワ市

82 アンナ　カタジェナ　マレシコ
ワルシャワ国立博物館東洋美術部日本美術コレク
ション学芸員

ポーランドにおける日本文化の普及 ポーランド国ワルシャワ市

83 サンダ・ラズル
生け花講座　講師（ダレス人民大学，ルーマニア・アメ
リカ大学ルーマニア日本研究センター）

ルーマニアにおける日本文化の普及 ルーマニア国ブカレスト市

84 シェスタコフ，ヴァシーリー・ボリソヴィッチ ロシア国家院議員 ロシアにおける柔道の普及 ロシア国サンクトペテルブルク市

85 ミハイル・ミハイロヴィッチ・チギリ
有限会社「アート・パートナー　フェスティバル」ゼネラ
ル・ディレクター 日本とロシアとの相互理解の促進 ロシア国モスクワ市

86 ブーラヤ，ヴァレンチナ・グリゴーリエヴナ 沿海地方地域公共団体「日本友好協会」会長 日本とロシアとの相互理解の促進 ロシア国沿海地方ウラジオストク市

87 ネチポレンコ・ミハイル・ユリエヴィッチ 空手道学校「濤空会」サンクトペテルブルク支部代表 ロシアにおける空手の普及 ロシア国サンクトペテルブルク市，

88 バース，イリーナ・イサーエヴナ
サンクトペテルブルク国立文化芸術大学外国語学科
長

ロシアにおける日本語教育の促進 ロシア国サンクトペテルブルク市，

89 ヴァレンティーナ・アレクサンドロブナ・ザポロジスカヤ 極東美術館館長 日本とロシアとの相互理解の促進 ロシア国ハバロフスク市

90 伊藤  広宣（いとう　ひろのり） ビシュケク人文大学学長顧問 キルギスにおける日本語教育の促進 キルギス国ビシュケク市
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91 エベネゼ・オデュロ・オウス ガーナ帰国留学生会ナショナル・コーディネーター 日本とガーナとの相互理解の促進 ガーナ国アクラ市

92 エマニュエル・ギディス・テテ ガーナ柔道協会会長 ガーナにおける柔道の普及 ガーナ国アクラ市

93 オスマン　ユーラ　サンコン 大使館顧問　・　タレント 日本とギニアとの相互理解促進 日本国東京都江東区

94 喜多　悦子（きた　えつこ） 公益財団法人　笹川記念保健協力財団　理事長 技術協力分野における国際協力の推進 日本国東京都港区

95 高橋　悟（たかはし　さとる） 東京農業大学地域環境科学部生産環境工学科教授 技術協力分野における国際協力の推進 日本国東京都世田谷区

96 津川　智明（つがわ　ともあき） JICA専門家（地方行政支援プロジェクトフェーズ３） 技術協力分野における国際協力の推進 日本国福島県二本松市

97 早瀬　裕子（はやせ　ひろこ） 愛知県江南市国際交流協会　理事 日本と諸外国との相互理解の促進 日本国愛知県江南市
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