
平成30年度外務大臣表彰受賞者（個人）

受賞者名 主要経歴 現住所 功績概要

1 中川　正輝 元パリ日本文化会館館長 東京都港区
日本とフランスとの相
互理解の促進

2 沈揆先 ソウル大学校社会科学大学言論情報学科基金教授 大韓民国ソウル特別市
日本と大韓民国との
相互理解の促進

3 尹徳敏 韓国外国語大学碩座教授 大韓民国ソウル特別市
大韓民国における日
本研究の推進

4 高性俊 世界平和の島汎道民実践協議会議長 大韓民国済州特別自治道
日本と大韓民国との
相互理解の促進

5
長谷川　光義（通称：三代
目　吉田　寅義）

盤師 埼玉県行田市
中華人民共和国にお
ける日本文化の普及

6 柳田　泰山 書家 東京都中央区
書道を通じた日本と
中華人民共和国との
文化交流の促進

7 関　キミ（通称：関　宗貴） 茶道裏千家淡交会北投協会顧問（名誉師範） 神奈川県横浜市
台湾における日本文
化の普及

8 若林　正丈 早稲田大学政治経済学術院教授 神奈川県相模原市
日本と台湾との相互
理解の促進

9 李玉文 元北京市月壇中学校長 中華人民共和国北京市
中華人民共和国にお
ける日本語教育の推
進

10 梁晋 四川省国際科学技術合作協会顧問 中華人民共和国四川省
日本と中華人民共和
国との相互理解の促
進

11
田中　孝始（通称：トニータ
ナカ）

株式会社トニーズコレクション代表取締役社長 東京都目黒区
諸外国における日本
文化の普及

12 劉　衛東 上海浦南病院院長，神経外科教授，主任医師 中華人民共和国上海市
日本と中華人民共和
国との相互理解の促
進

13 李　光貞 山東師範大学外国語学院日本語学科長・教授 中華人民共和国山東省
中華人民共和国にお
ける日本研究の推進

14 林　少華 中国海洋大学外国語学院教授 中華人民共和国山東省
中華人民共和国にお
ける日本文化の普及
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15 陳　岩 大連外国語大学中日比較語言文化研究所所長，教授 中華人民共和国遼寧省
中華人民共和国にお
ける日本研究の推進

16 康本　健守 コーズウェイコーナー株式会社CEO 中華人民共和国香港
日本と諸外国との相
互理解の促進

17
若柳　智香（本名：梶本
由香） 若柳流香の会会主 中華人民共和国香港

香港における日本文
化の普及

18 馬　鉄頴 香港日本文化協会事務局長 中華人民共和国香港
香港における日本文
化の普及

19 尹　達剛 中国飲食文化大師 中華人民共和国香港
香港における日本食
文化の普及

20 袁　振寧 縦横遊WWPKG常務取締役兼CEO 中華人民共和国香港
日本と香港との相互
理解の促進

21 林　曼麗 国家文化芸術基金会理事長 台湾台北市
芸術を通じた日本と
台湾との文化交流の
促進

22 杉山　晃造 杉山晃造フォトスタジオ代表（写真家） 東京都墨田区
日本とモンゴルとの
相互理解の促進

23
ロバート・ケンドール・パイ
パー，美佐子・パイパー
（斉藤）

戦史家
オーストラリア国首都特別
地域

日本とオーストラリア
との相互理解の促進

24 レスリ・キーホー レスリ・キーホー・ギャラリーズ，オーナー兼館長
オーストラリア国ビクトリア
州

オーストラリアにおけ
る日本文化の普及

25 ジュリー・ウォーリック ロビーナ公立高等学校校長
オーストラリア国クイーンズ
ランド州

オーストラリアにおけ
る日本語教育の推進

26
ロス・ジェームズ・マコナ
キー

クイーンズランド州豪日協会元会長
オーストラリア国クイーンズ
ランド州

日本とオーストラリア
との経済関係促進

27
ウスラ・ペイジェルス（通
称：ウスラ・ペイジェルス和
光）

いけばな草月流西オーストラリア州支部長
オーストラリア国西オースト
ラリア州ジュンダラップ市

オーストラリアにおけ
る日本文化の普及

28 ダラス・ネズビット
オークランド工科大学文化・社会学部言語・文化学科
日本語上級講師

ニュージーランド国オークラ
ンド市

ニュージーランドにお
ける日本語教育の推
進
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29
ウィリアム・レイモンド・
パーセル

前シドニー工科大学副学長兼副理事
オーストラリア国ニュー・サ
ウス・ウェールズ州

日本とオーストラリア
との経済関係促進

30 マクラレン温子 サザンクロス大学日本リエゾン担当兼日本語講師
オーストラリア国ニュー・サ
ウス・ウェールズ州

日本とオーストラリア
との相互理解の促進

31 戸倉　勝禮 日豪文化交流協会名誉会長
オーストラリア国ニュー・サ
ウス・ウェールズ州

オーストラリアにおけ
る日本文化の普及

32 伊藤　雄志 元ウェリントン・ヴィクトリア大学日本語学科長 東京都豊島区
ニュージーランドにお
ける日本語教育の推
進

33 森　卓 ジャパン－ラオス・クリエイティブ・パートナーズ代表 東京都八王子市
日本とラオスとの相
互理解の促進

34 山田　長満 川崎商工会議所会頭 東京都世田谷区
日本とラオスとの経
済関係促進

35 後藤　秀実 国家公務員共済組合連合会名城病院院長 愛知県一宮市
日本とベトナムとの相
互理解の促進

36 荒木　穗積 立命館大学大学院人間科学研究科教授 京都府宇治市
日本とベトナムとの相
互理解の促進

37 大野　健一 政策研究大学院大学教授 東京都北区
日本とベトナムとの経
済関係促進

38 坪井　善明 早稲田大学政治経済学術院教授 東京都板橋区
日本とベトナムとの相
互理解の促進

39 矢頭　美世子 株式会社やずや代表取締役会長 福岡県福岡市
日本とベトナムとの相
互理解の促進

40 鈴木　元 国際環境整備機構理事長 京都府京都市
日本とベトナムとの相
互理解の促進

41 アレクサンドラ・ブンスアイ 歌手，女優
ラオス国ビエンチャン特別
市

日本とラオスとの相
互理解の促進

42
アニタ Ｂ Ｚ アブドゥル ア
ジズ

ブルネイ大学副学長
ブルネイ・ダルサラーム国
バンダル・スリ・ブガワン市

日本とブルネイとの
相互理解の促進
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43 チン・ウェイ・ケ 教育省ブルネイ技術教育インスティテュートCEO
ブルネイ・ダルサラーム国
バンダル・スリ・ブガワン市

日本とブルネイとの
相互理解の促進

44
ムハマド・ハフィズ・ビン・
オスマン

国際協力機構（ＪＩＣＡ）マレーシア事務所シニア・プログ
ラム・マネージャー

マレーシア国クアラルン
プール市

日本とマレーシアとの
相互理解の促進

45
笠井　信雄(通称：笠井
篤信）

ルンビニホテル笠井会長 東京都目黒区
日本とネパールとの
相互理解の促進

46 名須川　典子 日本語センター代表 インド国デリー準州
インドにおける日本語
教育の推進

47 ボドゥパリ･ラマ･バドラ アサ･バヌ･ジャパンセンター代表 インド国テランガナ州
インドと日本との相互
理解の促進

48 サリタ・スンダラム ムンバイ日本語教師会会長 インド国ムンバイ市
インドにおける日本語
教育の推進

49
アイ・エム・カマラ・リヤナ
ゲ

ペーラデニヤ大学名誉教授 スリランカ国キャンディ市
スリランカにおける日
本研究の推進

50 スミトラ・ピーリス 日本・スリランカ友好文化基金文化アワード選考委員 スリランカ国コロンボ市
芸術を通じた日本と
スリランカとの文化交
流の促進

51
ディーパル・スマントリ・グ
ナラトナ

元スリランカ日本友好協会会長 スリランカ国ヌゲゴダ市
日本とスリランカとの
相互理解の促進

52 ザッファル・マハムード 国立現代語大学（NUML）日本語学部客員教授
パキスタン国イスラマバー
ド市

パキスタンにおける
日本語教育の推進

53 織田　俊子 パキスタン日本文化協会イスラマバード副会長
パキスタン国イスラマバー
ド市

パキスタンにおける
日本文化の普及

54
マフムード・アーマッド・ジ
ラーニ

元JICAパキスタン事務所事業担当主任
パキスタン国イスラマバー
ド市

日本とパキスタンとの
相互理解の促進

55
ジェームズ・J.・プリツタッ
プ

米国防大学国家戦略研究所上級リサーチ・フェロー 米国バージニア州
アメリカ合衆国におけ
る日本研究の推進

56 小川　よし江 ワシントン日米協会アドバイザー
米国コロンビア特別区ワシ
ントン市

日本とアメリカ合衆国
との相互理解の促進
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57 スティーブン・ヴォーゲル 前カリフォルニア大学バークレー校日本研究所所長 米国カリフォルニア州
アメリカ合衆国におけ
る日本研究の推進

58 サンディ・オオウエ・モリ サンフランシスコ日本町タスクフォース理事長 米国カリフォルニア州
日本とアメリカ合衆国
との相互理解の促進

59
寺島　忠男（通称：タダオ・
テリー・テラジマ）

株式会社パシフィック・ミュージック・エンタープライズ社
長

米国カリフォルニア州
芸術を通じた日本と
諸外国との文化交流
の促進

60 堀淵 清治 NEW PEOPLE社社長 米国カリフォルニア州
日本とアメリカ合衆国
との相互理解の促進

61 金子　潤 陶芸家 米国ネブラスカ州
芸術を通じた日本と
アメリカ合衆国との文
化交流の促進

62 デイヴィッド・ハリス 米国ユダヤ人委員会理事長 米国ニューヨーク州
日本とユダヤ社会と
の相互理解の促進

63 フランク・Ｓ・Ｎ・シミズ アンブロス社社長兼最高経営責任者 米国グアム準州
日本とアメリカ合衆国
との相互理解の促進

64 ジョージ・イー・フィスター ラーゴ市ライオンズクラブ国際交流委員長 米国フロリダ州
日本とアメリカ合衆国
との相互理解の促進

65 脇田　孝子 サンタバーバラ姉妹都市委員会会長 米国カリフォルニア州
日本とアメリカ合衆国
との相互理解の促進

66 細田　銉郎 ひまわりサイパン社社長
米国北マリアナ諸島自治
連邦区

アメリカ合衆国におけ
る剣道の普及

67
ドーリー・ジンジェラ・ボウ
チミン

マニトバ州農業省次官 カナダ国マニトバ州
日本とカナダとの相
互理解の促進

68 野間　賢一郎 元全加日系人協会会長 カナダ国オンタリオ州
日本とカナダとの相
互理解の促進

69
グレゴリオ・エルネスト・セ
ラヤンディア・シスネロス

私立サンミゲル学園理事長
エルサルバドル共和国サ
ンミゲル県

日本とエルサルバド
ルとの相互理解の促
進

70
ダニーロ・アントニオ・シエ
カビッツァ・パサレリ

コダカ・グループ社長
グアテマラ共和国グアテマ
ラ市

日本とグアテマラとの
相互理解の促進
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71
グスタボ・ヒメネス・エスカ
ランテ

ヒメネス・イ・タンジー社長
コスタリカ共和国サンホセ
県

日本とコスタリカとの
相互理解の促進

72 西田　賢司 探検昆虫学者
コスタリカ共和国プンタレナ
ス県

日本とコスタリカとの
相互理解の促進

73
クリストバル・マルテ・ホ
フィス

北米中米カリブバレーボール連盟会長
ドミニカ共和国サントドミン
ゴ市

スポーツを通じた日
本とドミニカ共和国と
の相互理解の促進

74 秋山　仁 東京理科大学特任副学長兼理数教育研究センター長 東京都新宿区
日本と諸外国との相
互理解の促進

75
ロドリゴ・カルデラ・ソロル
サノ

矢崎ニカラグア渉外顧問
ニカラグア共和国マナグア
市

日本とニカラグアとの
相互理解の促進

76 大前　孝雄 一般社団法人日本ブラジル中央協会会長 東京都杉並区
日本とブラジルとの経
済関係促進

77 工藤　章 ラテンアメリカ協会理事 埼玉県所沢市
日本と諸外国との相
互理解の促進

78 斎藤　俊男 株式会社ティー・エス会長 埼玉県児玉郡
日本とブラジルとの相
互理解の促進

79 細野　昭雄
独立行政法人国際協力機構研究所シニア・リサーチ・
アドバイザ－

茨城県つくば市
日本と中南米諸国と
の相互理解の促進

80 吉川　秀隆 タカラベルモント株式会社代表取締役会長兼社長 東京都港区
日本と諸外国との相
互理解の促進

81
ガブリエル・マルセロ・ソリ
ア

アルゼンチン国立タンゴ・アカデミー会長
アルゼンチン共和国ブエノ
スアイレス市

芸術を通じた日本と
アルゼンチンとの文
化交流の促進

82 安田　くに子 ブルサコ日本語学園学園長
アルゼンチン共和国ブエノ
スアイレス州モンテグラン
デ市

アルゼンチンにおけ
る日本語教育の推進

83 フアン・カルロス・山本 元ＪＩＣＡアルゼンチン事務所業務担当次長
アルゼンチン共和国ブエノ
スアイレス市

アルゼンチンにおけ
る柔道の普及

84 玉城　智 在亜沖縄県人連合会理事兼会長
アルゼンチン共和国ブエノ
スアイレス市

日本とアルゼンチンと
の相互理解の促進
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85 我那覇　隆八 元在亜沖縄県人連合会会長
アルゼンチン共和国ブエノ
スアイレス州ピラール市

日本とアルゼンチンと
の相互理解の促進

86 高嶋　満博 マヌエル・ベルグラーノ学院理事長
アルゼンチン共和国ブエノ
スアイレス州フロレンシオ・
バレーラ市

日本とアルゼンチンと
の相互理解の促進

87 文野　正輝 花卉園芸業経営
アルゼンチン共和国ブエノ
スアイレス州ラプラタ市

日本とアルゼンチンと
の相互理解の促進

88
カルロス・アウグスト・広・
柿栖（通称：柿栖 カルロ
ス）

サンタフェ日本人会会長
アルゼンチン共和国サンタ
フェ州サンタフェ市

日本とアルゼンチンと
の相互理解の促進

89 山田　紀行 元アルトパラナ日本人会会長
アルゼンチン共和国ミシオ
ネス州ハルディン・アメリカ
市

日本とアルゼンチンと
の相互理解の促進

90  広瀬　哲也 アルゼンチン花祭協会会長
アルゼンチン共和国ブエノ
スアイレス州エスコバル市

日本とアルゼンチンと
の相互理解の促進

91 新村　安正 元マル・デル・プラタ日本人会会長
アルゼンチン共和国ブエノ
スアイレス州マル・デル・プ
ラタ市

日本とアルゼンチンと
の相互理解の促進

92 アドルフォ　上原 外科医
アルゼンチン共和国コルド
バ州コルドバ市

日本とアルゼンチンと
の相互理解の促進

93 木田　祐子 アカスーソ日本語学校名誉校長
アルゼンチン共和国ブエノ
スアイレス州へネラル・サ
ン・マルティン市

アルゼンチンにおけ
る日本語教育の推進

94 ロベルト 照屋 元ロサリオ日本人会会長
アルゼンチン共和国サンタ
フェ州ロサリオ市

日本とアルゼンチンと
の相互理解の促進

95 ロベルト　新垣 元セントロ・ニッケイ会長
アルゼンチン共和国ブエノ
スアイレス市

日本とアルゼンチンと
の相互理解の促進

96
ホセ・マリア・ガルシア・マ
アニョン

アルゼンチン国家スポーツ庁スポーツ/スポーツ機能
強化局長

アルゼンチン共和国ブエノ
スアイレス市

スポーツを通じた日
本とアルゼンチンとの
相互理解の促進

97
セルヒオ・ハビエル・マル
ティン・マルティン

アルゼンチン野球連盟会長
アルゼンチン共和国ブエノ
スアイレス市

スポーツを通じた日
本とアルゼンチンとの
相互理解の促進

98
フェルナンド・ダニエル・ホ
フレ

アルゼンチン卓球連盟会長
アルゼンチン共和国サンタ
フェ州ロサリオ市

スポーツを通じた日
本とアルゼンチンとの
相互理解の促進

7 / 15 ページ



平成30年度外務大臣表彰受賞者（個人）

受賞者名 主要経歴 現住所 功績概要

99
オスカル・オレステ・カシネ
リオ

アルゼンチン柔道連盟会長
アルゼンチン共和国コルド
バ州コルドバ市

アルゼンチンにおけ
る柔道の普及

100
宮井　幸代（通称：宮井
セリア）

元在亜日本人会会長
アルゼンチン共和国ブエノ
スアイレス市

日本とアルゼンチンと
の相互理解の促進

101 アゴスチーニョ・シバタ 元伯空軍地上作戦センター長
ブラジル国ブラジリア連邦
直轄区

日本とブラジルとの相
互理解の促進

102 スギノ・ヒデオ・エルミニオ ブラジル中西部日伯協会連合会会長
ブラジル国ブラジリア連邦
直轄区

日本とブラジルとの相
互理解の促進

103 フジモト・ロベルト・マモル 元ブラジリア日伯文化娯楽クラブ会長
ブラジル国ブラジリア連邦
直轄区

日本とブラジルとの相
互理解の促進

104 馬欠場　卯一郎 柔道指導者 ブラジル国サンパウロ州
ブラジルにおける柔
道の普及

105 大橋　健三 サントス日本人会会長補佐 ブラジル国サンパウロ州
日本とブラジルとの相
互理解の促進

106
サムエル・モレイラ・ダ・シ
ルバ・ジュニオル

前サンパウロ州政府文官長 ブラジル国サンパウロ州
日本とブラジルとの相
互理解の促進

107 与儀　上原　昭雄 サンパウロ日伯援護協会会長 ブラジル国サンパウロ州
日本とブラジルとの相
互理解の促進

108 安永　ルイス プロミッソン日伯学校ボランティア教師 ブラジル国サンパウロ州
日本とブラジルとの相
互理解の促進

109 熊坂　ヨシヲ ノロエステ連合日伯文化協会相談役 ブラジル国サンパウロ州
日本とブラジルとの相
互理解の促進

110 高橋　邦雄 元アラサツーバ日伯文化協会会長 ブラジル国サンパウロ州
日本とブラジルとの相
互理解の促進

111 山村　敏明 聖南西文化体育連盟会長 ブラジル国サンパウロ州
日本とブラジルとの相
互理解の促進

112
楮本　エミリア　恵美　浦
部

元アラサツーバ日本語普及センター教師 ブラジル国サンパウロ州
ブラジルにおける日
本語教育の推進
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平成30年度外務大臣表彰受賞者（個人）

受賞者名 主要経歴 現住所 功績概要

113
ムツオ・カネヒラ・サトウ
（通称：佐藤　兼平　陸奥
雄）

前エフィジェニオ・デ・サーレス移住地自治会会長 ブラジル国アマゾナス州
日本とブラジルとの相
互理解の促進

114 橋本　博美 アサヒ移住地自治会長 ブラジル国アマゾナス州
日本とブラジルとの相
互理解の促進

115 武田　興洋 SBグループ会長 ブラジル国アマゾナス州
日本とブラジルとの経
済関係促進

116
アンジェラ・タミコ・サトウ・
タハラ

バイア連邦大学看護学部教授 ブラジル国バイア州
ブラジルにおける日
本語教育の推進

117
ラウラ・テイ・イワカミ（通
称：岩上　ラウラ　貞）

セアラ州立大学人文学部言語学教授 ブラジル国セアラ州
ブラジルにおける日
本語教育の推進

118
エリジオ・ヨシカズ・シンザ
ト（通称：新里　エリジオ善
和）

サンタ・カタリーナ日系協会連盟会長
ブラジル国サンタ・カタリー
ナ州

日本とブラジルとの相
互理解の促進

119
キミコ・ヨシイ（通称：吉井
喜美子）

ロンドリーナ・グアルダミリン母子保健協会会長 ブラジル国パラナ州
日本とブラジルとの相
互理解の促進

120
鎌田　祐見（芸名：井上
祐見）

演歌歌手 神奈川県横浜市
日本とブラジルとの相
互理解の促進

121
デンゾウ・コマゴメ（通称：
駒込　伝三）

加古川・マリンガ外国語センター校長 ブラジル国パラナ州フ
日本とブラジルとの相
互理解の促進

122 根本　一美 パラナ老人福祉和順会評議員 ブラジル国パラナ州
日本とブラジルとの相
互理解の促進

123 山本　和憲 ラーモス日伯文化協会顧問
ブラジル国サンタ・カタリー
ナ州

日本とブラジルとの相
互理解の促進

124
カイロ・コギシ（通称：小岸
頴郎）

アサイ文化連合会顧問 ブラジル国パラナ州
日本とブラジルとの相
互理解の促進

125 上口　寛 パラナ日伯文化連合会会長 ブラジル国パラナ州
日本とブラジルとの相
互理解の促進

126 上野　政代 元日本語教師 ブラジル国パラナ州
ブラジルにおける日
本語教育の推進
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平成30年度外務大臣表彰受賞者（個人）

受賞者名 主要経歴 現住所 功績概要

127 大崎　ローザ　日出美 クリチーバ日伯文化援護協会教育担当役員 ブラジル国パラナ州
日本とブラジルとの相
互理解の促進

128
トシヒコ・タン（通称：丹　俊
彦）

パラナ日伯元留学生協会副会長ロンドリーナ市支部長 ブラジル国パラナ州
日本とブラジルとの相
互理解の促進

129 中桐　廣文 日伯文化科学研究所会頭 ブラジル国パラナ州
日本とブラジルとの相
互理解の促進

130 潮崎 アフォンソ明芳 マリンガ文化体育協会会長 ブラジル国パラナ州
日本とブラジルとの相
互理解の促進

131
エリザ・ミチエ・シオザキ
（通称：潮崎　エリザ美智
恵）

聖フランシスコザビエル（シャヴィエル）校校長 ブラジル国パラナ州
日本とブラジルとの相
互理解の促進

132 堀内　和子 折り紙講師 ブラジル国パラナ州
ブラジルにおける日
本語教育の推進

133 鈴木　守弘 クリチーバ日伯文化援護協会評議員 ブラジル国パラナ州
日本とブラジルとの相
互理解の促進

134 今井　勲 グラバタイ市ドン・ジョアオ・ベッケル病院総合外科医
ブラジル国リオ・グランデ・
ドスール州

ブラジルにおける邦
人援護活動

135 鈴木　貞男 農業
ブラジル国リオ・グランデ・
ドスール州

日本とブラジルとの相
互理解の促進

136 宮崎　宣征 農業
ブラジル国リオ・グランデ・
ドスール州

日本とブラジルとの相
互理解の促進

137 菅野　和彦 アマンバイ農業協同組合組合長
パラグアイ共和国アマンバ
イ県

日本とパラグアイとの
相互理解の促進

138 菊池　明雄 アスンシオン寿会会長
パラグアイ共和国アスンシ
オン市

日本とパラグアイとの
相互理解の促進

139 松永　眞一 元イグアス農業協同組合理事
パラグアイ共和国アルト・
パラナ県

日本とパラグアイとの
相互理解の促進

140 井上　徹 エンカルナシオン老人会（あけぼの会）副会長
パラグアイ国イタプア県エ
ンカルナシオン市

日本とパラグアイとの
相互理解の促進
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平成30年度外務大臣表彰受賞者（個人）

受賞者名 主要経歴 現住所 功績概要

141 落合　康宏 ピラポ診療所医師
パラグアイ国イタプア県ピ
ラポ市

パラグアイにおける
邦人援護活動

142 藤井　博 ラパス長寿会会長
パラグアイ国イタプア県ラ
パス市

日本とパラグアイとの
相互理解の促進

143 宮里　玉枝 ほがらかクラブ代表
パラグアイ国イタプア県ラ
パス市

日本とパラグアイとの
相互理解の促進

144 森谷　留伊須 全パラグアイ少年野球連盟会長
パラグアイ国イタプア県エ
ンカルナシオン市

日本とパラグアイとの
相互理解の促進

145
フランシスコ・オカダ・トオ
ヤマ

ペルー日系人協会顧問 ペルー共和国リマ市
日本とペルーとの相
互理解の促進

146
宮城　芙美子（通称：アン
ヘリカ・フクダ・デ・ミヤシ
ロ）

ペルー日系婦人会相談役 ペルー共和国リマ市
日本とペルーとの相
互理解の促進

147 ミヤシロ・ミヤシロ・フアナ ヒデヨ・ノグチ校校長 ペルー共和国リマ市
日本とペルーとの相
互理解の促進

148 ダンテ・アライ・ノザワ 日秘商工会議所第一副会頭 ペルー共和国リマ市
日本とペルーとの経
済関係促進

149 澤元　静雄 社団法人サンフアン日本ボリビア協会会長 ボリビア国サンタクルス県
日本とボリビアとの相
互理解の促進

150 中村　侑史 社団法人オキナワ日本ボリビア協会会長 ボリビア国サンタクルス県
日本とボリビアとの相
互理解の促進

151 スザンヌ・ハドソン
フジサンケイ・コミュニケーションズ・インターナショナル
事業・ビジネス・開発部長

英国ロンドン市
日本と英国との相互
理解の促進

152 ロバート・フリーマン ケンジントン＆チェルシー王立区区議会議員 英国ロンドン市
日本と英国との相互
理解の促進

153 カラム・ファーカー スコットランド日本協会会計担当 英国ファイフ市
日本と英国との相互
理解の促進

154
カイド・ホーヴェルソン（通
称：把瑠都）

元プロスポーツ選手
エストニア共和国西ヴィル
県ヴィンニ町

日本とエストニアとの
相互理解の促進
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平成30年度外務大臣表彰受賞者（個人）

受賞者名 主要経歴 現住所 功績概要

155 岡澤　憲芙 早稲田大学名誉教授 東京都千代田区
日本とスウェーデンと
の相互理解の促進

156 川崎 一彦 東海大学名誉教授
スウェーデン国ストックホル
ム県

日本とスウェーデンと
の相互理解の促進

157
フェルナンド・ドルネージャ
ス・シルバ

三菱商事株式会社　地球環境・インフラグループ案件
開発顧問

スペイン国マドリード市
日本とスペインとの経
済関係促進

158
フロレンティーノ・ロダオ・
ガルシア

マドリード・コンプルテンセ大学教授 スペイン国マドリード市
スペインにおける日
本研究の推進

159
マリア・ピラール・カバー
ニャス・モレノ

マドリード・コンプルテンセ大学准教授 スペイン国マドリード市
スペインにおける日
本研究の推進

160
マリア・カルメン・ティラー
ド・ロブレス

サラゴサ大学准教授 スペイン国サラゴサ市
スペインにおける日
本研究の推進

161 マリアノ・ジャナス・ベルナ ホヤレンズイベリア社長 スペイン国マドリード市
日本とスペインとの経
済関係促進

162 山下　吉澄 日本料理店「YAMADORI」，「YASHIMA」，「YU」経営 スペイン国バルセロナ市
スペインにおける日
本食文化の普及

163 エルベ・ベナム 日仏医学会フランス側会長 フランス国パリ市
日本とフランスとの相
互理解の促進

164 ピエール・エルメ パティシエ フランス国パリ市
日本とフランスとの相
互理解の促進

165
フレデリック・ビュルギエー
ル

FB Asia Finance社社長 フランス国パリ市
フランスにおける日本
研究の推進

166 デニ・ルビアン
フランス原子力・代替エネルギー庁ニューロスピン超高
磁場ＭＲＩ研究センター創設者・前所長

フランス国ジフ-シェル－イ
ヴェット市

日本・フランス間の科
学技術協力の促進

167
安本　年子（通称：安本マ
ルタン　年子）

マロニエの会会長
フランス国イヴリーシュル
セーヌ市

フランスにおける邦人
援護活動

168 吉田　守秀 パティシエ フランス国パリ市
日本とフランスとの相
互理解の促進
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平成30年度外務大臣表彰受賞者（個人）

受賞者名 主要経歴 現住所 功績概要

169 ヤン・ボック・プゼ オンブローザ国際学園日本語科主任教官
フランス国ヴィルユーバン
市

フランスにおける日本
語教育の推進

170 丹羽　恭男 サンテチエンヌ日仏協会会長
フランス国サンテチエンヌ
市

フランスにおける日本
語教育の推進

171 ダニエル・テルモント ゲント市長 ベルギー国ゲント市
日本とベルギーとの
相互理解の促進

172 ファビエンヌ・ロースト ベルギー対外貿易庁事務局長
ベルギー国ジョドワーニュ
市

日本とベルギーとの
経済関係促進

173 デスピナ・ゼルニオティ 国立コルフ・アジア美術館館長 ギリシャ国コルフ島
ギリシャにおける日本
文化の普及

174 藤井　苑子 折紙師範 東京都東久留米市
ギリシャにおける日本
文化の普及

175 三木　佐和子
在スイス日本国大使館主催日本文化ワークショップ
「Japan aktiv erleben」書道講師

スイス連邦ハースレ＝リュ
グザウ市

スイスにおける日本
語教育の推進

176 清水　美千代 バーゼル日本語学校教師 スイス連邦ビニンゲン市
スイスにおける日本
語教育の推進

177 ボグダン・ガブロヴェツ スロベニア・オリンピック委員会委員長
スロベニア共和国リュブ
リャナ市

スポーツを通じた日
本とスロベニアとの相
互理解の促進

178 ディーター・シュピンドラー 前メアブッシュ市長 ドイツ国メアブッシュ市
日本とドイツとの相互
理解の促進

179 エッカート・ヴュルツナー ハイデルベルク市長 ドイツ国ハイデルベルク市
日本とドイツとの相互
理解の促進

180 後藤田　夫規子 日本ハンガリー友好協会理事 東京都世田谷区
音楽（合唱）を通じた
日本とハンガリーとの
文化交流の促進

181
アレクサンダル・アラバ
ジィスキ

ブルガリア剣道連盟会長 ブルガリア国ソフィア市
ブルガリアにおける剣
道の普及

182 デルカチ・アレクサンドル
ヴィートゥス・ベーリング名称カムチャツカ国立大学通
訳・第二外国語学部助教授

ロシア連邦カムチャツカ地
方，ペドロパブロフスク－カ
ムチャッキー市

ロシアにおける日本
語教育の推進
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平成30年度外務大臣表彰受賞者（個人）

受賞者名 主要経歴 現住所 功績概要

183 パヴロフ・イーゴリ ロスコングレス基金副総裁
ロシア連邦サンクトペテル
ブルク市

芸術を通じた日本と
ロシアとの文化交流
の促進

184 ミハイロフスキー・セミョン
イリヤ・レーピン名称サンクトペテルブルク国立絵画・彫
刻・建築アカデミー学長

ロシア連邦サンクトペテル
ブルク市

日本とロシアとの相
互理解の促進

185
ブールィ・アナトーリー・グ
リゴリエヴィチ

極東国際関係大学名誉教授 ロシア連邦ハバロフスク市
日本とロシアとの経
済関係促進

186 コルスノフ・ヴィクトル サハリン国立大学国際関係局長
ロシア連邦ユジノサハリン
スク市

日本とロシアとの相
互理解の促進

187 宮西　豊 日本食レストラン「ふる里」オーナー
ロシア連邦ユジノサハリン
スク市

ロシアにおける日本
食文化の普及

188 ラシッド・ハリードフ ウズベキスタン合気道連盟会長
ウズベキスタン共和国タシ
ケント市

ウズベキスタンにお
ける日本文化の普及

189 勝　茂夫 ナザルバエフ大学学長
カザフスタン共和国アスタ
ナ市

日本とカザフスタンと
の相互理解の促進

190 ルィスベク・モルドガジエフ 元駐日キルギス共和国特命全権大使
キルギス共和国ビシュケク
市

日本とキルギスとの
経済関係促進

191
バイリエフ・シャムハメッ
ト・アンナムラドヴィッチ

合気道団体「ラチン・アイ」代表
トルクメニスタン国アシガ
バット市

トルクメニスタンにお
ける日本文化の普及

192 ラシッド・ベルカダ
エネルギー半導体技術研究センター研究グループリー
ダー

アルジェリア国クーバ市
アルジェリアにおける
日本語教育の推進

193
モハメド・ハメド　サーレ
ム・アブダイエ・マトック

日ヨルダン学術協会会長 ヨルダン国アンマン市
日本とヨルダンとの相
互理解の促進

194 レシャード・カレッド 特定非営利活動法人カレーズの会理事長 静岡県島田市
日本とアフガニスタン
との相互理解の促進

195
アザド・ヤヒア・サイード・
バジュゲル

ジハーン・イスラム投資金融銀行会長 イラク共和国エルビル市
日本とイラクとの相互
理解の促進

196 ショーレ・ゴルパリアン 有限会社スモールトーク代表 神奈川県横浜市
芸術を通じた日本とイ
ランとの文化交流の
促進
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受賞者名 主要経歴 現住所 功績概要

197
ローレンス・カテチェザ・キ
ザ

前ウガンダ財務省経済局長 ウガンダ国カンパラ市
日本とウガンダとの
経済関係促進

198
タバレック・モハメッド・イス
マエル

農業・水・漁業・畜産・水産資源省大臣技術顧問 ジブチ共和国ジブチ市
日本とジブチとの相
互理解の促進

199 小野　有五 北海道大学名誉教授 北海道札幌市
技術協力分野におけ
る国際協力の推進

200 中井　一芳
JICA専門家（IPeCKプロジェクトチーフアドバイザー/理
科教育）

ザンビア国ルサカ市
技術協力分野におけ
る国際協力の推進

201 弓場　秋信 弓場貿易株式会社代表取締役 鹿児島県鹿児島市
技術協力分野におけ
る国際協力の推進

202 山口　義行 立教大学名誉教授 東京都豊島区
技術協力分野におけ
る国際協力の推進

203 グエン・トゥアン・ゴック バックニェンティエンドゥック高齢者ケアセンター院長
ベトナム社会主義共和国
ハノイ市

ベトナムにおける邦
人援護活動

204 板橋　功 公益財団法人公共政策調査会研究センター長 東京都千代田区
領事，移住事業の遂
行に貢献

205 山脇　啓造 明治大学国際日本学部教授 東京都世田谷区
日本と諸外国との相
互理解の促進

15 / 15 ページ


