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1 渡邉 芳子（わたなべ よしこ）

株式会社 ニュー菊水 代表取締役

公邸料理人派遣を通じた我が国外交活動への支援

タイ国バンコク都

2 森本 公誠（もりもと こうせい）

東大寺長老

日本とイスラム社会との文明間対話の促進

日本国奈良県奈良市

3 佐藤 純子（さとう じゅんこ）

早稲田大学大学院アジア太平洋研究科 非常勤講師 国際連合に関する理解の増進

アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市

邦楽家

大韓民国における日本文化の普及

日本国東京都世田谷区

声楽家

日本と大韓民国との相互理解の促進

日本国東京都新宿区

一般財団法人 遠藤実歌謡音楽振興財団 顧問

音楽を通じた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

東京小牧バレエ団団長

バレエを通じた日本とモンゴルとの相互理解の促進

日本国東京都渋谷区

4

笹本喜代美（ささもと きよみ）
（芸名：今藤珠美（いまふじ たまみ））

5 田月仙（チョン・ウォルソン）

6

井出 博正（いで ひろまさ）
(芸名：いで はく）

7 菊池 宗（きくち そう）

8

原嶋 文子(はらしま ふみこ）
（芸名：吾妻
穂（あずま かんほ））

日本舞踊吾妻流幹部

モンゴルにおける日本舞踊の普及

日本国東京都目黒区

9

李勝彦（り かつひこ）
傅春霞（ふ しゅんか）

李氏：天津市視覚障害者日本語訓練学校校長
傅氏：天津市視覚障害者日本語訓練学校副校長

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

10

矢野 浩司（やの こうじ）
（芸名：矢野 浩二（やの こうじ））

俳優

日本と中華人民共和国との相互理解の促進

中華人民共和国北京市

11 李賛東（り さんとう）

中国農業大学生物学院教授

日本と中華人民共和国との相互理解の促進

中華人民共和国北京市

12 溝口 鐵一郎（みぞぐち てついちろう）

香港鹿児島交流協会 会長

日本と香港との相互理解の促進

中華人民共和国香港特別行政区

13 村石 邦夫（むらいし くにお）

澳門日本会 会長

日本とマカオとの相互理解の促進

中華人民共和国マカオ特別行政区

14 タンガー・ムンフツェツェグ

モンゴル国立大学総合科学部人文学部アジア研究室
モンゴルにおける日本研究の推進
教授

モンゴル国ウランバートル市

15 ラドナー・バトトグトフ

日本語通訳・翻訳家

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

16 高福（がお ふー）

中国科学院微生物研究所 教授

日本と中華人民共和国との学術交流の促進

中華人民共和国北京市

17 ヴェロニカ・ルイーズ・テイラー

オーストラリア国立大学アジア太平洋学部長

オーストラリアにおける日本研究の推進

オーストラリア国首都特別地域キャンベラ市

キャンベラ日本クラブ 顧問

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キャンベラ市

18

加藤 アームストロング ゆかり
（通称：アームストロング ゆかり）
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19 バリー・ジャーマン

肩書き

功績概要

現住所

豪日協会キャンベラ支部元会長

日本とオーストラリアとの相互理解の促進

オーストラリア国首都特別地域カンバ区

国際交流基金シドニー日本語センター上級教育担当
講師

オーストラリアにおける日本語教育の推進

オーストラリア国ニューサウス・ウェールズ州ナレン
バーン市

21 サリー・ロレーヌ・シマダ

豪州ニュー・サウス・ウェールズ州教育省日本語教育
日本とオーストラリアとの相互理解の促進
オフィサー

オーストラリア国ニューサウス・ウェールズ州バルガ
ウラー市

22 ジェニー・ドウェル

リズモア市長

日本とオーストラリアとの相互理解の促進

オーストラリア国ニューサウス・ウェールズ州リズモ
ア市

23 出倉 秀男（でくら ひでお）

料理評論家

諸外国における日本食文化の普及

オーストラリア国ニューサウス・ウェールズ州チャッ
ツウッド市

24 マニュエル・パナジオトプロス

豪日経済インテリジェンス代表

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・ウェールズ州モンテ
レイ市

25 ケント・アンダーソン

西豪州大学副学長（対外関係担当）

オーストラリアにおける日本語教育の推進

オーストラリア国西豪州クローリー市

歌手

音楽を通じた日本とベトナムとの相互理解の促進

日本国東京都渋谷区

27 渡邊 剛（わたなべ ごう）

ニューハート・ワタナベ国際病院 総長

医療分野における日本とベトナムとの相互理解の促進

日本国東京都目黒区

28 マルティナ・クニコ・ポハン

裏千家淡交会インドネシア協会教授

インドネシアにおける日本文化の普及

インドネシア国西ジャカルタ市

29 キクコ・クリサンティ・スンドロ

裏千家淡交会インドネシア協会教授

インドネシアにおける日本文化の普及

インドネシア国南ジャカルタ市

30 デワ・ングラ・スプラプタ

国立ウダヤナ大学微生物農薬研究所所長

日本とインドネシアとの相互理解の促進

インドネシア国バリ州デンパサール市

31 ジェラルド・ビー・サンヴィクトレス

比日協会副会長

日本とフィリピンとの相互理解の促進

フィリピン国マニラ首都圏マカティ市

32 内田 達男（うちだ たつお）

ダト・ウチダ・ディベロップメント・ファウンデーション会長 日本とフィリピンとの相互理解の促進

日本国東京都三鷹市

33 小野沢 純（おのざわ じゅん）

元国際協力機構 シニアボランティア

日本とマレーシアとの相互理解の促進

日本国東京都昭島市

34 伊藤 恭（いとう きょう）

一般社団法人日本スリランカ教育協会理事長

日本とスリランカとの相互理解の促進

日本国大阪府吹田市

35 西本 達生（にしもと たつお）

前インド日本商工会事務局長

日本とインドとの相互理解の促進

日本国神奈川県藤沢市

36 プレム・モトワニ

ネルー大学日本研究センター教授

インドにおける日本研究の推進

インド国ニューデリー市

20

26

キャサリン・ジョナック
（通称：キャシー・ジョナック）

中川 輝美（なかがわ てるみ）
(芸名：伍代 夏子（ごだい なつこ））
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37 ウパリ・スタンレー・ジャヤセーカラ

笹川記念スリランカ日本文化センター・トラスト会長

日本とスリランカとの相互理解の促進

スリランカ国スリジャヤワルダナプラコッテ市

38 Ｇ．クラティラカ

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

スリランカ国マハラガマ市

39 チットラル・ジャヤワルダナ

スリランカJICA帰国研修員同窓会会長

日本とスリランカとの相互理解の促進

スリランカ国コロンボ市

40 上西 孝道（うえにし こうどう）

倉敷市国際交流協会顧問

日本とアメリカ合衆国との相互理解の促進

日本国岡山県倉敷市

41 ローリー・レイ・マツカワ

KINGテレビ・ニュース・アンカー

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ベルビュー市

42 神吉ジェームズ（かんき じぇーむず）

米国中部日米協会資金調達部長

日本とアメリカ合衆国との相互理解の促進

アメリカ合衆国ミズーリ州カンザスシティ市

43 ジョーンズ川野朗子（じょーんず かわの あきこ）

ボウリンググリーン州立大学（オハイオ州）アジア研究
日本とアメリカ合衆国との相互理解の促進
プログラムディレクター・日本語講師

アメリカ合衆国オハイオ州ボウリンググリーン市

44 カール・フォスター・ディーン

ナッシュビル-デビッドソン郡メトロポリタン政府市長

日本とアメリカ合衆国との相互理解の促進

アメリカ合衆国テネシー州ナッシュビル市

45 チューニ・一美（ちゅーに かずみ）

フィラデルフィア日米協会 専務理事

日本とアメリカ合衆国との相互理解の促進

アメリカ合衆国ペンシルバニア州フィラデルフィア市

46 本間 俊一（ほんま しゅんいち）

邦人医療支援ネットワーク（JAMSNET) 代表

アメリカ合衆国における邦人医療の拡充

アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市

47 ナンシー・C.・アレン

アジア協会テキサスセンター理事

日本とアメリカ合衆国との相互理解の促進

アメリカ合衆国テキサス州ヒューストン市

48 フェルナンド・ケサダ

Biotechnology Center of Excellence Corporation
(BCEC) 理事

日本とアメリカ合衆国との相互理解の促進

アメリカ合衆国マサチューセッツ州ウォルサム市

49 石倉 武政（いしくら たけまさ）

「祭座」座長

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オーランド市

50 西岡 令子（にしおか れいこ）

ミュージアム コンサルタント

日本とアメリカ合衆国との相互理解の促進

米国フロリダ州デルレイ・ビーチ市

51 比嘉 朝儀（ひが ちょうぎ）

新ウチナー民間大使

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ガーデナ市

52 久美子・ルーシ・山下（くみこ・るーし・やました）

マニトバ日系文化協会第一副会長

日本とカナダとの相互理解の促進

カナダ国マニトバ州ウィニペグ市

53 太田德夫（おおた のりお）

ヨーク大学言語・文学・言語学学部専任講師

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スカボロー市

54 マリー・ゴーデット

日本・米国中西部会米側事務局長

日本とアメリカ合衆国との相互理解の促進

アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ市
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55 澤田千賀子（さわだ ちかこ）

パナマ大学人文学部語学センター日本語科主任教官 パナマにおける日本語教育の推進

パナマ国パナマ市

56 大垣 貴志郎（おおがき きしろう）

京都外国語大学京都ラテンアメリカ研究所所長

日本とメキシコとの相互理解の促進

大阪府三島郡島本町

57 メルバ・エウヘニア・マリッツァ・ファルク・レジェス

グアダラハラ大学太平洋研究学教授

日本とメキシコとの相互理解の促進

メキシコ国ハリスコ州サポパン市

58 大野 剛浩（おおの たけひろ）

TEA CONNECTION & GREEN EAT総料理長

諸外国における日本食文化の普及

アルゼンチン国ブエノスアイレス州サン・イシドロ市

59 仲村 実好（なかむら さねよし）

在亜沖縄県人会連合会監査

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

シグド・コッパース社 副会長

日本とチリとの相互理解の促進

チリ国首都圏州サンティアゴ市

61 園田 義人（そのだ よしと）

パラグアイゲートボール協会会長

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ピラポ市

62 ディオニシオ・オルテガ

私立ニホンガッコウ学長

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フェルナンド・デ・ラ・モラ市

63 フランシスコ・ビルンスティル

パラグアイ柔道連盟会長

パラグアイにおける柔道の普及

パラグアイ国セントラル県フェルナンド・デ・ラ・モラ市

64 前原 弘道（まえはら ひろみち）

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

パラグアイ共和国セントラル県イタ市

65 善村 エミリオ（よしむら えみりお）

チャベス日本人会会長

日本とパラグアイとの相互理解の促進

パラグアイ国イタプア県カピタン・ミランダ市

66 小西 紀郎（こにし としろう）

日本食レストラン「TOSHIRO'S-MANDALAY」オーナー 諸外国における日本食文化の普及

ペルー国リマ市

67 栗原 武郎（くりはら たけろう）

柔道教師

イタリアにおける柔道の普及

イタリア国ミラノ市

68 ドナテッラ・ファイッラ

ジェノヴァ市キヨッソーネ東洋美術館館長

日本とイタリアとの相互理解の促進

イタリア国ジェノヴァ市

69 フィオレッラ・スパダヴェッキア

ヴェネチア東洋美術館館長

日本とイタリアとの相互理解の促進

イタリア国ヴェネチア市

70 加藤 節雄（かとう せつお）

フォトジャーナリスト（フリーランス）

日本と英国との相互理解の促進

英国ロンドン市

71 マリー・ソデルベリー

欧州日本研究所所長兼教授

スウェーデンにおける日本研究の推進

スウェーデン王国ストックホルム県ストックホルム市

72 ハイメ・ゴルベーニャ・イジェラ

ベルヘ・イ・シーア社長

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

60

松本 直久（まつもと なおひさ）
（通称：ナオシ・マツモト・タカハシ）
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73 マリア・イサベル・サンガビノ・オルティス

マドリード公立語学学校日本語学科長

スペインにおける日本語教育の推進

スペイン国マドリード市

74 鈴木 裕子（すずき ゆうこ）

マドリード・コンプルテンセ大学現代言語センター
（CSIM）日本語コーディネーター

スペインにおける日本語教育の推進

スペイン国マドリード市

75 トマス・スマラガ・オルティス

前社長会マドリード会長

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州アルコベンダス市

76 アントニオ・フランシスコ・バルベラン・ペレグリン

弁護士・日本語講師

日本とスペインとの相互理解の促進

スペイン国アラゴン州サラゴサ市

77 アルバロ・バレラ・デ・ウガルテ

アルバロ・バレラ・デ・ウガルテ建築事務所一級建築士 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

78 フィッシャー・緑（ふぃっしゃー みどり）

有限会社midorifischer代表 (自営業，通訳・翻訳・コー
日本とデンマークとの相互理解の促進
ディネーター業)

デンマーク国ビドオウア市

79 長塚 勝幸（ながつか かつゆき）

前在仏日本商工会議所事務局長

日本とフランスとの相互理解の促進

フランス国パリ市

80 マリー＝クレール・レット

日仏大学会館館長

日本とフランスとの相互理解の促進

フランス国シルティクハイム市

81 ジャン・レジス

エクス･マルセイユ大学医学部脳神経外科教授

医療分野における日本とフランスとの相互理解の促進

フランス国マルセイユ市

82 ラフマ シャンタル

シャモニー富士吉田姉妹都市委員会 会長

日本とフランスとの相互理解の促進

フランス国オート・サヴォア県シャモニー・モンブラン
市

83 筒井 英徳(つつい ひでのり）

将来の課題のための日・オーストリア委員会前委員長 日本とオーストリアとの相互理解の促進

日本国神奈川県横浜市

裏千家クラクフ洗心協会常任相談役（名誉師範）

ポーランドにおける日本文化の普及

日本国神奈川県茅ヶ崎市

元キエフ国立言語大学准教授

ウクライナにおける日本語教育の推進

ウクライナ国キエフ市

橋岡會代表，シテ方観世流 九世 橋岡久太郎

諸外国における能楽の普及

日本国千葉県佐倉市

84

山口 悦子（やまぐち えつこ）
（芸名：山口 宗悦（やまぐち そうえつ）)

85 鄭 信一（てん しんいち）

橋岡 久春（はしおか ひさはる）
86 （芸名：九世 橋岡 久太郎（きゅうせい はしおか きゅう

たろう））
87 マックス・コートバウアー

将来の課題のための日・オーストリア委員会前委員長 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

88 大村 礼子（おおむら れいこ）

スヴァグ語学学校日本語科講師

クロアチアにおける日本語教育の推進

クロアチア国ザグレブ市

89 楠本 恵美（くすもと えみ）

ラティナ語学学校日本語講師

クロアチアにおける日本語教育の推進

クロアチア国ザプレシッチ市

90 ベアト・フレイ

スイス日本協会ロマンド支部会長

日本とスイスとの相互理解の促進

スイス国ジュネーブ州ヴェルニエ市

5/7

平成２７年度外務大臣表彰受賞者リスト（個人）
受賞者名

NO.

91 矢野 博巳（やの ひろみ）

肩書き

功績概要
日本とスイスとの相互理解の促進

スイス国ジュネーブ州シャンベジー町

日本とドイツとの相互理解の促進

ドイツ国デュッセルドルフ市

日本学術振興会ボン研究連絡センター長

日本とドイツとの学術交流の促進

ドイツ国ノルトライン・ヴェストファーレン州ボン市

作家

日本と中・東欧諸国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

95 浅井 勝昭（あさい かつあき）

ドイツ合気会指導責任者

ドイツにおける合気道の普及

ドイツ国ノルトライン・ヴェストファーレン州メアブシュ
市

96 稲留 康夫（いなどめ やすお）

デュッセルドルフ日本クラブ広報部長

日本とドイツとの相互理解の促進

ドイツ国ノルトライン・ヴェストファーレン州テニスフォ
ルスト市

97 越智 秀男（おち ひでお）

ドイツJKA空手連盟主任指導員

ドイツにおける空手の普及

ドイツ国ノルトライン-ヴェストファーレン州ボットロッ
プ市

98 ゲーリッシュ大島圭子（げーりっしゅ おおしま けいこ） アウグスブルク・シュヴァーベン独日協会名誉会員

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ウンターシュライスハイム市

99 ガブリエレ・バウアー

ローゼンハイム市長

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ローゼンハイム市

100 上野ミュラー佳子（うえの みゅらー よしこ）

有限会社 ウエノ・グルメ代表

諸外国における日本酒文化の普及

ドイツ国クローンベルク市

101 キラーイ・ヨージェフ

ケチケメート・青森友好協会名誉会長

日本とハンガリーとの相互理解の促進

ハンガリー国ケチケメート市

102 ナコ・ライノフ・ステファノフ

ソフィア大学古典・現代言語学部東アジア言語文化学
ブルガリアにおける日本研究の推進
科長

ブルガリア国ソフィア市

103 コンスタンティン・キリアック

シビウ国際演劇祭総監督

舞台芸術を通じた日本とルーマニアとの文化交流の促進

ルーマニア国シビウ市

104 アレクサンドル・カチャン

合気道クラブ「央心館」館長

ロシアにおける合気道の普及

ロシア国モスクワ市

105 アレクサンドル・メシェリャコフ

ロシア国立人文大学教授

日本とロシアとの相互理解の促進

ロシア国モスクワ市

106 ラーリン，ヴィクトル・ラヴレンチェヴィチ

露科学アカデミー極東支部歴史・考古学・民俗学研究
日本とロシアとの学術交流の促進
所所長

ロシア国ウラジオストク市

107 イーゴリ・ユリエビチ・ヴォストリコフ

極東商工会議所会頭

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

108 スルタノフ・ジャリル

「１９４０年代にウズベキスタンで生活した日本人の記
録展示館」（通称「日本人抑留者資料館」）館長

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

92 ゲアハルト・ヴィースホイ

93 小平 桂一（こだいら けいいち）

94

ベットヒャー村木真寿美（べっとひゃー むらき ますみ）
（通称：シュミット村木眞寿美（しゅみっと むらき ますみ）)

ジュネーブ日本倶楽部会長

現住所

日独産業協会（DJW）理事長
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日本とキルギスとの相互理解の促進

現住所

109 コイチュマノフ・タライベク

キルギス共和国JICA同窓会顧問

110 大前 正也（おおまえ まさや）

株式会社サクセス・プロジェクト・マネジメント・オフィス
海事教育を通じた国際協力の推進
代表取締役

日本国千葉県柏市

111 雨宮 清（あめみや きよし）

株式会社 日建 代表取締役社長

地雷除去を通じた国際協力の推進

日本国山梨県山梨市

112 野中 郁次郎（のなか いくじろう）

一橋大学 名誉教授

人材育成を通じた国際協力の推進

日本国東京都八王子市

113 吉原 なみ子（よしはら なみこ）

元国立感染症研究所エイズ研究センター室長

保健医療分野における国際協力の推進

日本国東京都練馬区

114 浜中 裕徳（はまなか ひろのり）

公益財団法人 地球環境戦略研究機関（IGES）理事長 地球環境分野における国際協力の推進

日本国神奈川県横浜市

115 アングボ・イザック

コートジボワール柔道・武道連盟会長

コートジボワールにおける柔道の普及

コートジボワール国アビジャン市

116 ジュード・マッケンナ

ザンビア柔道協会副会長

ザンビアにおける柔道の普及

ザンビア国ルサカ市
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キルギス国ビシュケク市

