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1

伊勢 彦信（いせ ひこのぶ）

イセ文化基金理事長

美術を通じた日本と諸外国との文化交流の推進

日本国東京都中央区

2

堀江 恭子（ほりえ きょうこ）

日本伝統文化研究所 所長

諸外国における日本文化の普及

日本国東京都三鷹市

マンガ家

マンガを通じた日本と諸外国との文化交流の促進

日本国東京都渋谷区

3

里中 滿智子（さとなか まちこ）
里中 満智子（さとなか まちこ）

4

有馬 利男（ありま としお）

国連グローバル・コンパクト・ボードメンバー

国際連合に関する理解の増進

日本国東京都港区

5

植木 安弘（うえき やすひろ）

前国連戦略広報部国連広報センターサービス部長

国際連合に関する理解の増進

日本国東京都足立区

6

佐藤 紀子（さとう のりこ）

日本モンゴル文化経済交流協会会長

日本とモンゴルとの相互理解の促進

日本国大阪府堺市

中国文化芸術センター（株）代表取締役

演劇を通じた日本と中華人民共和国との文化交流の促進 日本国東京都足立区

7

富永 程波（とみなが ていは）
程波（ていは）

8

李 民生（り みんせい）

日本将棋連盟北京支部長

将棋を通じた日本と中華人民共和国との文化交流の促進 中華人民共和国北京市

9

小島 鐐次郎（こじま りょうじろう）

小島プレス工業株式会社 最高顧問

日本と中華人民共和国との相互交流と理解の促進

日本国愛知県名古屋市

オユンナ基金理事長

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

11 ドミー・トゥムルトゴー

国際モンゴル学会事務局長

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

12 ソンドイ・バトボルド

モンゴル国家大会議議員

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

13 大江 菊二（おおえ きくじ）

ノートン・ローズ・フルブライト法律事務所スペシャル・カウンセル

日本とオーストラリアとの相互理解の促進

オーストラリア国首都特別地域

14 エディー・ジョーンズ

ラグビー日本代表ヘッドコーチ

日本におけるラグビー技術の向上

日本国東京都港区

15 ピン ブロック

いけばな草月流１級師範理事

オーストラリアにおける日本文化の普及

オーストラリア国首都特別地域

16 松本 直樹（まつもと なおき）

キャンベラ日本クラブ会長兼同日本語幼稚園園長

日本とオーストラリアとの相互理解の促進

オーストラリア国首都特別地域

17 森本 順子（もりもと じゅんこ）

絵本作家

日本とオーストラリアとの相互理解の促進

オーストラリア国ニュー・サウス・ウェールズ州
ノースブリッジ

18 マデリン・レニー

（法人）ベルモント姉妹都市協会 会長

日本とオーストラリアとの相互理解の促進

オーストラリア国西豪州ベルモント市

10

ダムディンスレン・オヨーントゥルフール
オユンナ
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19 神﨑 紘邇（かんざき こうじ）

肩書き

功績概要

カムコール株式会社相談役

現住所

日本とカンボジアとの相互理解の促進

カンボジア国プノンペン都

20 森本 喜久男（もりもと きくお）

クメール伝統織物研究所代表

織物を通じた日本とカンボジアとの文化交流の促進

カンボジア国シェムリアップ市

21 ワリントン ウーウオン

タイ国日本語日本文化教師協会会長

タイにおける日本語教育の促進

タイ国バンコク都

日本とタイとの相互理解の促進

タイ国バンコク都

22

プラティープ・ウンソンタム・秦（ぷらてぃーぷ・うんそん
ドゥアン・プラティープ財団創設者／理事長
たむ・はた）

23 グエン ゴク ビィン

ベトナム元日本留学生協会名誉会長兼顧問

日本とベトナムとの相互理解の促進

ベトナム国ハノイ市

24 ケムサート・ピラパンデット

ラオス柔道連盟会長

ラオスにおける柔道の普及

ラオス国ビエンチャン特別市

25 アジュマルディ・アズラ

国立イスラム大学シャリフ・ヒダヤトゥラー校大学院長

日本とインドネシアとの相互理解の促進

インドネシア国バンテン州南タンゲラン県東チ
プタット

26 ジャムハリ・マクルフ

国立イスラム大学シャリフ・ヒダヤトゥラー校副学長

日本とインドネシアとの相互理解の促進

インドネシア国バンテン州南タンゲラン県東チ
プタット

27 内原 正司（うちはら まさし）

産業別懇談会会長

日本とインドネシアとの相互理解の促進

インドネシア国ジャカルタ首都特別州南ジャカ
ルタ市

28 森田 安子（もりた やすこ）

ダルマ・プルサダ大学講師

インドネシアにおける日本語教育の推進

インドネシア国ジャカルタ首都特別州南ジャカ
ルタ市

29 岡野 哲郎（おかの てつろう）

東ジャワジャパンクラブ（前）常任理事長

日本とインドネシアとの相互理解の促進

日本国東京都目黒区

30 イスカンダル ジャリル

陶芸家

陶芸を通じた日本とシンガポールとの文化交流の促進

シンガポール国 ジャラン ケンバンガン

31 杉野 一夫（すぎの かずお）

シンガポール日本人会特命顧問

日本とシンガポールとの相互理解の促進

シンガポール国メリーン通り

32 須部 久子（すべ ひさこ）

生け花インターナショナル・クアラルンプール支部役員

マレーシアにおける日本文化の普及

マレーシア国クアラルンプール市

33 瀬木 貞夫（せぎ さだお）

マレーシア日本人商工会議所（JACTIM)相談役

日本とマレーシアとの相互理解の促進

マレーシア国クアラルンプール市

34 渡邊 淳一（わたなべ じゅんいち）

前マラヤ大学予備教育部日本留学特別コース 日本人教師団団長 マレーシアにおける日本語教育の推進

マレーシア国スランゴール州スリ・クンバンガ
ン区

35 野口 忠司（のぐち ただし）

外務省研修所講師

日本におけるシンハラ語教育の推進

日本国千葉県松戸市

36 デ・アルウィス

日本スリランカ技術文化協会（JASTECA)副顧問

日本とスリランカとの相互理解の促進

スリランカ国デヒワラ市
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37 ロイーダ・カビール

パキスタン日本文化協会ハイバル・パフトゥーンハー州支部会長

日本とパキスタンとの相互理解の促進

パキスタン国ハイバル・パフトゥンハー州ペ
シャワール市

38 カレン・フレイザー

ワシントン州上院議員

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オリンピア市

39 野毛 洋子（のげ ようこ）

シカゴ姉妹都市・大阪委員会共同委員長、日本経済新聞シカゴ支
局記者

日本とアメリカ合衆国との相互理解の促進

アメリカ合衆国イリノイ州オークパーク

40 下浦 敏子（しもうら としこ）

生け花インターナショナル第８５支部 元会長

日本とアメリカ合衆国との相互理解の促進

アメリカ合衆国ミシガン州サウスフォールド市

41 ローレル ラスプリカ ロッド

コロラド大学ボルダー校東アジア言語学部日本語及び比較文学教
日本とアメリカ合衆国との相互理解の促進
授

アメリカ合衆国コロラド州ボルダー市

42 スーザン 大沼（すーざん おおぬま）

ニューヨーク日系人会 会長

日本とアメリカ合衆国との相互理解の促進

アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市

43 ゲーリー 森脇（げーりー もりわき）

ニューヨーク日系人会 名誉会長

日本とアメリカ合衆国との相互理解の促進

アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市

44 直木 純二郎（なおき じゅんじろう）

ヒューストン日米協会会長

日本とアメリカ合衆国との相互理解の促進

アメリカ合衆国テキサス州ヒューストン市

大学教授（音楽）

音楽を通じた日本とアメリカ合衆国との相互理解の促進

アメリカ合衆国マサチューセッツ州ニーダム

セントラル・パシフィック・バンク名誉会長

日本とアメリカ合衆国との相互理解促進

アメリカ合衆国ハワイ州ホノルル市

フロリダ州日本語教師会 創設者

アメリカ合衆国における日本語教育の推進

アメリカ合衆国フロリダ州タンパ市

48 ジェイコブ・コバリオ

カールトン大学歴史学部准教授

日本とカナダとの相互理解の促進

カナダ国オンタリオ州オタワ市

49 ケネス・スティーブン・コーツ

サスカチュワン大学ジョンソン－ショウヤマ公共政策大学院カナダ・
日本とカナダとの相互理解の促進
リサーチ・チェア（地域革新）

カナダ国サスカチュワン州サスカトゥーン市

50 ベン･シプリエティ

ジャパン･ソサエティー会長兼事務局長

日本とカナダとの相互理解の促進

カナダ国オンタリオ州バーリントン市

51 松原 直子（まつばら なおこ）

版画家

版画を通じた日本と諸外国との文化交流の促進

カナダ国オンタリオ州オークビル市

52 津田 佐江子（つだ さえこ）

バンクーバー新報社 社主

日本とカナダとの相互理解の促進

カナダ国ブリティヒシュ・コロンビア州バンクー
バー市

華道草月流清美会モントリオール研究会会長

カナダにおける日本文化の普及

カナダ国ケベック州モントリオール市

ハバナ歴史事務所長

日本とキューバとの相互理解の促進

キューバ国ハバナ市

45

大越 徹（おおこし とおる）
タイガー大越

46 齋籐 譲一（さいとう じょういち）
47

53

サチコ・アン・ウエリッシュ
さち・アン・ウエリッシュ

渡辺 美栄子（わたなべ みえこ）
渡辺 清美(わたなべ せいび）

54 エウセビオ・レアル・スペングラー
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55 エルベルト・ボラーニョス

ナショナル大学芸術学科教授

日本とコスタリカとの相互理解の促進

コスタリカ国エレディア市

56 加藤 直之（かとう なおゆき）

造園業・エル・アルテ・デ・ハルディン社社長

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

57 桧山 仁彦（ひやま まさひこ）

アルテス・グラフィカス・パノラマ社 会長

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

58 深原 稔（ふかはら みのる）

モレロス州立大学駐日代表

日本とメキシコとの相互理解の促進

日本国大阪府箕面市

裏千家淡交会メキシコ協会会長

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

60 アレハンドロ・ビルヒリオ・レオン・ピネダ

アカプルコ日本の友達協会会長

日本とメキシコとの相互理解の促進

メキシコ国ゲレロ州アカプルコ市

61 マリア･スサーナ･タナカ･デ･アラシロ

アルゼンチン折紙家会会長

アルゼンチンにおける折り紙の普及

アルゼンチン国ブエノスアイレス市

62 猪又 康夫（いのまた やすお）

造園家

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エスコバー
ル市

63 神成 雄作（かんなり ゆうさく）

在亜日本語教育連合会日本語教師養成講座実行委員長

アルゼンチンにおける日本語教育の推進

アルゼンチン国ブエノスアイレス州ブエノスア
イレス市

64 金城 タカミ（きんじょう たかみ）

サルミエント日本語学校校長

アルゼンチンにおける日本語教育の推進

アルゼンチン国ブエノスアイレス州ホセ・セ・パ
ス市

65 マリア・コダマ

ホルヘ・ルイス・ボルヘス国際財団理事長

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･アイレス市

66 ダニエル メイラン

日亜経済合同委員会鉱業分科会座長

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

67 町田 榮（まちだ さかえ）

コロンビア日系人協会会長

日本とコロンビアとの相互理解の促進

コロンビア国バジェ・デル・カウカ県サンティア
ゴ・デ・カリ市

68 大峯 秀俊（おおみね ひでとし）

空眞流空手道南米代表

パラグアイにおける空手の普及

パラグアイ国アスンシオン市

69 ゲンジロウ・アルベルト・チバ・カナザワ

ラ・コルメナ老人クラブ福寿会々長

日本とパラグアイとの相互理解の促進

パラグアイ国パラグアリ県ラ・コルメナ市

草月ブラジリア会長

ブラジルにおける日本文化の普及

ブラジル国ブラジリア連邦区

71 菊地 義治（きくち よしはる）

サンパウロ日伯援護協会会長

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サンパウロ市

72 木多 喜八郎（きた きはちろう）

ブラジル日本文化福祉協会会長

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サンパウロ市

59

70

ロベルト・ベハール・カルデロン
ロベルト（宗喜）辺春

ジラ・テレジーニャ・ダ・コスタ・ハイムンド
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73 和田 忠義（わだ ただよし）

アルモニア教育文化協会会長

74 オズワルド川上（おずわるど かわかみ）

ブラジル国営石油公社／ペトロブラス サントス盆地Ｅ＆Ｐオペレー
日本とブラジルとの相互理解の促進
ションユニット ジェネラルマネージャー

ブラジル国サンパウロ州サントス市

75 ヴェラ・ルシア・ボトレル・トステス

国立歴史博物館 館長

日本とブラジルとの相互理解の促進

ブラジル国リオデジャネイロ州リオデジャネイ
ロ市

76 赤嶺 貴子（あかみね たかこ）

ペルー日系婦人会相談役

日本とペルーとの相互理解の促進

ペルー国リマ市

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

78 岩永 照子（いわなが てるこ）

EJEF 代表取締役社長

日本と英国との相互理解の促進

英国バークシャー市

79 ルパート・フォークナー

ヴィクトリア＆アルバート博物館上級学芸員（日本担当）

日本と英国との相互理解の促進

英国ロンドン市

80 オーケ・ノードグレン

日本酒輸入・卸売会社「Akebono Unlimited AB 」社創設者・経営者 諸外国における日本食及び日本酒文化の普及

スウェーデン国ストックホルム市

81 ペッテリ・コステルマー

フィン日商工会議所（FJCC)副会頭（元会頭）

日本とフィンランドとの相互理解の促進

フィンランド国ヘルシンキ市

82 ベルナール・ドゥラージュ

若い日本協会会長

日本とフランスとの相互理解の促進

フランス国パリ市

83 上田 正昭（うえだ まさあき）

オーストリア柔道連盟コーチ

オーストリアにおける柔道の普及

オーストリア国ウィーン市

84 スティリアノス・パパレクサンドロプロス

アテネ大学神学部教授

日本とギリシャとの相互理解の促進

ギリシャ国アテネ市

85 ユーリ・フランコ

プロスポト社社長

日本におけるスキー技術の向上

スロベニア国ラドウリツァ市

86 寺崎 哲夫（てらさき てつお）

個人事務所「文化交流企画コンサルティング」代表

日本とドイツとの相互理解の促進

ドイツ国ベルリン州

人形浄瑠璃文楽 三味線奏者

諸外国における義太夫節の普及

日本国大阪府豊中市

88 ハラルド・ライヘンバッハ

連邦司法・消費者保護省 元課長（裁判所構成法担当）

日本とドイツとの相互理解の促進

ドイツ国ベルリン市

89 ウヴェ・カール・クンプフ

（有）ジュナ、コーディネーター

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

通訳家・翻訳家・美術評論家（フリーランス）

日本とブルガリアとの相互理解の促進

ブルガリア国ソフィア市

77

87

90

山城 晃（やましろ あきら）
ホルヘ・アキラ・ヤマシロ

鴨打 剛（かもうち つよし）
豊澤 富助(とよざわ とみすけ）

ドブリンカ・アンゲロフ・ドブリノヴァ－ダンチェヴァ

日本とブラジルとの相互理解の促進

現住所
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ブラジル国サンパウロ州サンパウロ市

平成２６年度外務大臣表彰受賞者一覧（個人）
受賞者名
（敬称略。下段は芸名，通称等）

NO.

肩書き

功績概要

現住所

91 岡崎 恒夫（おかざき つねお）

ワルシャワ大学東洋学部日本学科講師

ポーランドにおける日本語教育の推進

ポーランド国ワルシャワ市

92 ヤン ヴィンツェンティ ボサック

ワルシャワ経済大学 教授

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

93 ダリウシ ロズム

ポーランド相撲連盟会長

ポーランドにおける相撲の普及

ポーランド国クロトシン市

94 尾崎 晋也（おざき しんや）

国立トゥルグ・ムレシュ交響楽団音楽監督・常任指揮者

日本とルーマニアとの相互理解の促進

日本国兵庫県神戸市

95 セイタリエヴァ・グルミザ・アスカルベコヴナ

キルギス共和国合気道連盟会長

キルギスにおける合気道の普及

キルギス国ビシュケク市

96 ポリャコヴァ，ナタリア・アルベルトヴナ

サンクトペテルブルク市第８３番学校校長

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

97 マリーナ・ヴラジーミロヴナ・シネリニコヴァ

露日協会アムール州支部代表

日本とロシアとの相互理解の促進

ロシア国ブラゴベシチェンスク市

98 イリーナ・ヴィクトロヴナ・フィラトキナ

元極東国立学術図書館館長

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

99 ミシコフ，ボリス・ラマザノヴィチ

サハリン国立総合大学総長

日本とロシアとの相互理解の促進

ロシア国サハリン州ユジノサハリンスク市

100 手塚 一男（てづか かずお）

弁護士，日本センター理事長

日本とロシアとの相互理解の促進

日本国東京都国立市

101 イラナ スィンガー ブレイン

ティコティン日本美術館主任学芸員

イスラエルにおける日本文化理解の促進

イスラエル国ハイファ市

陶芸家

陶芸を通じた日本とイランとの文化交流の促進

日本国岐阜県多治見市

バグダッド大学教授（同大学文学部歴史学科長）

日本とイラクとの相互理解促進

イラク国バグダッド市

104 永遠瑠 マリールイズ（とわり まりーるいず）

NPO「ルワンダの教育を考える会」理事長

日本とルワンダとの相互理解の促進

日本国福島県福島市

105 田村 芳一（たむら よしかず）

ガーナ日本人会会長

日本とガーナとの相互理解の促進

ガーナ国アクラ市

106 弓削 昭子（ゆげ あきこ）

前国連開発計画駐日代表・総裁特別顧問

国際連合に関する理解の増進

日本国東京都新宿区

107 イルカ

IUCN親善大使

自然保護に対する理解の増進

日本国東京都

108 中山 眞理子（なかやま まりこ）

中野区国際交流協会講師・アドバイザー

日本と諸外国との相互理解の促進

日本国東京都杉並区

102

103

加藤 裕英（かとう やすひで）
加藤 幸兵衛(かとう こうべい）
マフムード・アブドルワーヒド・マフムード・アル・カイ
シー
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