
通番 受賞者名（敬称略） 肩書き 現住所 功績

1 狩野　繁之
国立研究開発法人　国立医療研究センター研究所　熱
帯医学・マラリア研究部　部長

東京都豊島区 国際協力の推進

2 長谷川　祐弘 元国連事務総長特別代表(東ティモール担当) 東京都渋谷区
日本と東ティモールとの相互
理解の促進

3 大六野　耕作 明治大学学長 東京都千代田区
日本と中国との相互理解の
促進

4 森田　六朗 東京中央日本語学院　日本語教師 千葉県船橋市
日本と中国との相互理解の
促進

5 伊藤　満 藤鶴割烹オーナー兼料理長 中華人民共和国広州市
中国における日本文化の普
及

6 陳　祖恩 東華大学人文学院教授 中華人民共和国上海市
日本と中国との相互理解の
促進

7 徐　迪旻 上海雲間美術館館長（上海環球金融文化伝播中心） 中華人民共和国上海市
日本と中国との相互理解の
促進

8 施 小煒 翻訳家 中華人民共和国上海市
日本と中国との相互理解の
促進

9 呉　四海 映像プロデューサー 中華人民共和国上海市
日本と中国との相互理解の
促進

10 鄭 巧雪 重慶市生け花協会会長 中華人民共和国重慶市
中国における日本文化の普
及

11 大塚　朗 丹東日本人会会長 中華人民共和国丹東市
日本と中国との相互理解の
促進

12 古賀　克己 株式会社アルプ代表取締役会長 石川県金沢市
日本と中国との相互理解の
促進

13 杜　鳳剛 大連理工大学日本学研究所所長、教授 中華人民共和国大連市
中国における日本語教育の
推進

14 バルサン・セルジャブ モンゴル科学アカデミー国際研究所　上級研究員
モンゴル国ウランバートル
市

日本とモンゴルとの相互理解
の促進

15 中西　令子 モンゲニ統合学校日本語教師
モンゴル国ウランバートル
市

モンゴルにおける日本語教育
の推進

16

翁 ジュディ
（ジュディ・オング）
翁　 玉

女優 東京都文京区
日本と台湾との相互理解の
促進
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17 檜山　幸夫 中京大学名誉教授 愛知県名古屋市
台湾における日本研究の推
進

18 スコット・ファーディー 元NECグリーンロケッツ東葛のコーチ
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

19 ローリー・メドカフ 豪州国立大学国家安全保障カレッジ長
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

20 ファーズ　みどり 折り紙アーティスト
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

21 夏目　美佐江 小原流ブリスベンスタディグループ会長
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
文化の普及

22 中川　保子 チェリーフレンズ会長
オーストラリア国ビクトリア
州

日本とオーストラリアとの相互
理解の促進

23 モリス　裕美
グローバル・シティーズ・ニュージーランド（ニュージーラ
ンド姉妹都市協会）名誉会長

ニュージーランド国ウェリン
トン市

日本とニュージーランドとの
相互理解の促進

24 西澤　利郎 東京大学公共政策大学院教授 東京都大田区
日本とラオスとの経済関係促
進

25 アムリタ・マンカド 小原流デリー支部創設者兼顧問 インド国デリー準州
インドにおける日本文化の普
及

26
ゴヴィンダラジュル・
チャンドラモハン

ABK-AOTS同窓会タミル・ナド支部代表 インド国チェンナイ市
日本とインドとの経済関係促
進

27

ガッヴァ・レーカー・レ
ディ
（オーリュー・レー
カー・レディ）

いけばな小原流一級家元教授 インド国ハイデラバード市
インドにおける日本文化の普
及

28 ナリニ・ドゥンガルシー 前いけばな小原流ボンベイ支部長 インド国ムンバイ市
インドにおける日本文化の普
及

29
バンバン・ウィバワル
タ

インドネシア大学人文学部教授
インドネシア国ジャカルタ首
都特別州

インドネシアにおける日本研
究の推進

30 ヒクマハント・ジュワナ インドネシア大学法学部教授
インドネシア国ジャカルタ首
都特別州

日本とインドネシアとの相互
理解の促進

31 鬼　一二三 国際日本文化学園　理事長
カンボジア国シェムリアップ
州

カンボジアにおける日本語教
育の推進

32 福田　智彦 日本語教師 カンボジア国プノンペン都
カンボジアにおける日本語教
育の推進
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33 丹下　憲孝 株式会社 丹下都市建築設計会長 東京都港区
日本とシンガポールとの相互
理解の促進

34 馬場　繁子 NGO スランガニボランタリーサービス　代表
スリランカ国スリ・ジャヤワ
ルダナプラ・コッテ市

日本とスリランカとの相互理
解の促進

35
サナン・アンウボンク
ン

タイ商工会議所会頭・タイ貿易院総裁 タイ国バンコク都 日本とタイとの経済関係促進

36
マリア・ロザリオ・ピケ
ロ・バレスカス

フィラジェームス・セブ会長 フィリピン国セブ市
日本とフィリピンとの相互理
解の促進

37 ヴー・ティエン・ロック ベトナム国際仲裁センター長 ベトナム国ハノイ市
日本とベトナムとの経済関係
促進

38 松田　一郎 元 双日ベトナム代表 埼玉県所沢市
日本とベトナムとの経済関係
促進

39
ザイハン・ビン・シュク
リ

元人的資源省技能開発局長
マレーシア国
連邦直轄領区プトラジャヤ

日本とマレーシアとの相互理
解の促進

40
サハリマン・ビン・ハム
ダン

マレーシアホームステイ協会会長 マレーシア国パハン州
日本とマレーシアとの相互理
解の促進

41
ジョニー・クー・カイ・
チィー

ペナン・ゴルフクラブ支配人 マレーシア国ペナン州
マレーシアにおける日本文化
の普及

42 牛尼　富泰 ペラ馬日友好協会　名誉顧問 マレーシア国ペラ州
日本とマレーシアとの相互理
解の促進

43 宗　孝義 ペナン日本人会　事務局長 マレーシア国ペナン州
日本とマレーシアとの相互理
解の促進

44 髙松　重信 JICA専門家（ミャンマー鉄道政策・技術アドバイザー） 兵庫県高砂市
日本とミャンマーとの相互理
解の促進

45 松井　洋一
JICA専門家（ティラワ経済特区管理委員会運営支援ア
ドバイザー）

神奈川県横浜市
日本とミャンマーとの経済関
係促進

46
ミーサイ・スックチャル
ン

ラオス国立大学文学部副部長 ラオス国首都ビエンチャン
ラオスにおける日本語教育の
推進

47 安井　清子 ラオス山の子ども文庫基金代表 ラオス国首都ビエンチャン
日本とラオスとの相互理解の
促進

48
ケネス・R・ワインシュ
タイン

ハドソン研究所特別研究員 米国ワシントン特別区
日本とアメリカ合衆国との相
互理解の促進
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49 ジョルダン・サンド ジョージタウン大学歴史学部教授 米国ワシントン特別区
アメリカ合衆国における日本
研究の推進

50 マイケル・シファー 連邦上院外交委員会上級アドバイザー兼顧問 米国ワシントン特別区
日本とアメリカ合衆国との相
互理解の促進

51 レオナード・ショッパ バージニア大学政治学部教授 米国バージニア州
日本とアメリカ合衆国との相
互理解の促進

52 岡本　京子 ワシントン桐朋琴ソサエティ会長 米国メリーランド州
アメリカ合衆国における日本
文化の普及

53 潰滝　健　トレーシー 前　ノースカロライナ日米協会会長 米国ノースカロライナ州
日本とアメリカ合衆国との相
互理解の促進

54 青柳　好美 アニメいずめんと　創設・主催者 米国ノースカロライナ州
アメリカ合衆国における日本
語教育の推進

55 キャシー・イナマス 日本町リトルフレンズ事務局長 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

56 尾田　ラリー　常夫 日系アメリカ人市民同盟（JACL）　元全米会長 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

57 デイビッド・ジョンソン シカゴ日米協会会長 米国イリノイ州
日本とアメリカ合衆国との相
互理解の促進

58
マイケル・デイビッド・
タカダ

シカゴ定住者会（JASC：Japanese American Service
Committee）CEO

米国イリノイ州
日本とアメリカ合衆国との相
互理解の促進

59 吉池　学 シカゴ日米評議会会長 米国イリノイ州
日本とアメリカ合衆国との相
互理解の促進

60 今井　眞一郎
ワシントン大学医学部発生生物学部門医学部門（兼
任）タナカファミリー卓越教授（老化研究）

米国ミズーリ州
日本とアメリカ合衆国との相
互理解の促進

61
ラルフ・インフォル
ザート

ジェトロ・シカゴ事務所所長 米国イリノイ州
日本とアメリカ合衆国との経
済関係促進

62 ボニー・クラーク デンバー大学人類学部教授 米国コロラド州
日本とアメリカ合衆国との相
互理解の促進

63 ハービー・ヤマガタ フォートワース日本人会会長 米国テキサス州
日本とアメリカ合衆国との相
互理解の促進

64
坂下　貞子
（坂下　みわ）

ヒューストン日米協会理事 米国テキサス州
日本とアメリカ合衆国との相
互理解の促進
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65 星出　彰彦 宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙飛行士 米国テキサス州
日本とアメリカ合衆国との相
互理解の促進

66 阿部　紳一郎 株式会社ZEN Associates, Inc. 創立者 米国マサチューセッツ州
アメリカ合衆国における日本
文化の普及

67 ピーターソン・ひろみ 東花書道講師 米国ハワイ州
アメリカ合衆国における日本
語教育の推進

68 レイトネン　靖子 キーナイペニンシュラカレッジ　講師 米国アラスカ州
アメリカ合衆国における日本
語教育の推進

69 原田　宏子 アラスカ大学アンカレジ校　日本語学科/主任　教授 米国アラスカ州
アメリカ合衆国における日本
語教育の推進

70 内山　貞文 ポートランド日本庭園　チーフ・キュレーター 米国オレゴン州
アメリカ合衆国における日本
文化の普及

71

ジャグジット・シン・ハ
ンス（タイガー・ジェッ
ト・シン）

タイガージェットシン財団会長 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

72
バーリ・ジョセフ・ハ
イーイム

EDOグループ社　設立者兼最高経営責任者 カナダ国オンタリオ州
カナダにおける日本文化の普
及

73 前田　典子 書家 カナダ国オンタリオ州
カナダにおける日本文化の普
及

74 デイビッド・岩浅 隣組理事長
カナダ国ブリティッシュ・コロ
ンビア州

日本とカナダとの相互理解の
促進

75
ヘンリー・ヒロシ・ワカ
バヤシ

パシフィック・リエイコン・アソシエイツ社創業者
カナダ国ブリティッシュ・コロ
ンビア州

日本とカナダとの相互理解の
促進

76 長井　明 バンクーバー交響楽団終身名誉コンサートマスター
カナダ国ブリティッシュ・コロ
ンビア州

日本とカナダとの相互理解の
促進

77
ピエール・シャンベル
ラン

サンヴァランタン市長 カナダ国ケベック州
日本とカナダとの相互理解の
促進

78

ラミレス・カプリレス・
アレクサンダー・ラモ
ン（アレックス・ラミレ
ス）

元プロ野球選手・監督 神奈川県横浜市
日本とベネズエラとの相互理
解の促進

79
松本　フアン・アルベ
ルト

合資会社イデア・ネットワーク代表取締役 神奈川県横浜市
日本と諸外国との相互理解
の促進

80
ルシアーノ・モンテア
グード・テヘドール

ジャーナリスト、映画評論家
アルゼンチン国ブエノスア
イレス市

アルゼンチンにおける日本文
化の普及



通番 受賞者名（敬称略） 肩書き 現住所 功績

81 高松　康三 ガルアペ日本人会会計
アルゼンチン国アルカサル
市

日本とアルゼンチンとの相互
理解の促進

82 上原 ホルへ・ドミンゴ コルドバ日本人会理事 アルゼンチン国コルドバ市
日本とアルゼンチンとの相互
理解の促進

83 西田　津与志 メルコフロール花卉栽培協同組合理事 アルゼンチン国ラプラタ市
日本とアルゼンチンとの相互
理解の促進

84 石川 マリオ マル・デル・プラタ日本人会顧問
アルゼンチン国マル・デル・
プラタ市

日本とアルゼンチンとの相互
理解の促進

85 堀内 次男 ポサーダス日本人会顧問
アルゼンチン共和国ポサー
ダス市

日本とアルゼンチンとの相互
理解の促進

86 田邊　正裕 田辺農園　農園主
エクアドル国コンコルディア
市

日本とエクアドルとの相互理
解の促進

87
ジョセット・アルトマン・
ボルボン

ラテンアメリカ社会科学研究所（FLACSO）事務局長 コスタリカ国クリダバ市
日本とコスタリカとの相互理
解の促進

88 アルフォンソ・アリサ ロスアンデス大学大学院　日本研究科　教員 コロンビア国ボゴタ市
コロンビアにおける日本文化
の普及

89
エドゥアルド・カルデナ
ス・サンタマリア

株式会社アスク（ASC CO.,LTD.)（※）　代表取締役
※中南米産農産品輸入会社

コロンビア国ボゴタ市
日本とコロンビアとの相互理
解の促進

90 オスカル・ロメロ 日本・コロンビア商工会議所事務局長 コロンビア国ボゴタ市
日本とコロンビアとの経済関
係促進

91
マウリシオ・マルティ
ネス・ロドリゲス

エクステルナード大学アジア研究講師 コロンビア国ボゴタ市
コロンビアにおける日本文化
の普及

92
早川　野生（竹久　野
生）

現代美術家、造園家 コロンビア国ボゴタ市
コロンビアにおける日本文化
の普及

93

フアン・マヌエル・フェ
ルナンデス・ベラスケ
ス

元パラグアイ空手協会会長 パラグアイ国ランバレ市
パラグアイにおける日本文化
の普及

94 荒槙　正身 元パラグアイ日本人会連合会副会長
パラグアイ国アスンシオン
市

日本とパラグアイとの相互理
解の促進

95 佃　弥生 元イグアス日本語学校校長 パラグアイ国イグアス市
パラグアイにおける日本語教
育の推進

96 柊本　昌夫 元エステ日本人会副会長
パラグアイ国プレシデンテ・
フランコ市

日本とパラグアイとの相互理
解の促進
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97 丸山　みどり 主婦 パラグアイ国ラパス市
パラグアイにおける日本語教
育の推進

98
エジソン・ケンジ・コン
ドウ

ジェトゥリオ・ヴァルガス財団公共政策政府大学学長 ブラジル国ブラジリア市
日本とブラジルとの相互理解
の促進

99
アンジェロ・カワカミ・
オカムラ

伯陸軍防衛・産業・革新学会システム中央事務所調整
官

ブラジル国ブラジリア市
日本とブラジルとの相互理解
の促進

100 河野　賢二 ケンブリッジ・コンサルタント　代表 ブラジル国ブラジリア市
日本とブラジルとの経済関係
促進

101
ネルソン・カズオ・ナカ
ムラ

農牧畜業家 ブラジル国パルマス市
日本とブラジルとの相互理解
の促進

102

マリア・アパレシーダ・
ボルゲッチ（シーダ
ボルゲッチ）

前パラナ州知事 ブラジル国クリチバ市
日本とブラジルとの相互理解
の促進

103
セルジオ・マエオカ
（前岡　セルジオ）

ニセイ薬局・ドラッグストア株式会社、経営顧問評議会
会長

ブラジル国クリチバ市
日本とブラジルとの相互理解
の促進

104
アルフレッド・コタイ
チ・ネト

サンパウロ市商業組合会長 ブラジル国サンパウロ市
日本とブラジルとの相互理解
の促進

105 福原　憲二・カルロス ブラジル日本文化福祉協会儀典担当理事
ブラジル国ビラ・クレメン
チーノ市

日本とブラジルとの相互理解
の促進

106

ワルテル・タケオ・サ
サキ（ワルテル・ササ
キ）

テクノ産業貿易株式会社取締役 ブラジル国サンパウロ市
日本とブラジルとの相互理解
の促進

107 岩﨑　透 東山農場会長 ブラジル国カンピーナス市
ブラジルにおける日本文化の
普及

108 仁居　樹美 陶芸家 ブラジル国サンパウロ市
ブラジルにおける日本文化の
普及

109 税田　パウロ・清七 サンパウロ日伯援護協会　会長 ブラジル国サンパウロ市
日本とブラジルとの相互理解
の促進

110 中川　柳田　郷子 「カエルプロジェクト」代表、臨床心理士 ブラジル国サンパウロ市
領事、移住事業の推進に貢
献

111 長瀬　令子 ブラジル筝曲宮城道雄の会　会長 ブラジル国サンパウロ市
ブラジルにおける日本文化の
普及

112
アントニオ・カルロス・
ダ・シルバ

アマゾナス州工業連盟会長 ブラジル国マナウス市
日本とブラジルとの経済関係
促進



通番 受賞者名（敬称略） 肩書き 現住所 功績

113
アメリコ・トミオ・ヨシナ
ガ

ニテロイ日系協会会長 ブラジル国ニテロイ市
日本とブラジルとの相互理解
の促進

114 ケンイチロウ・クリハラ リオデジャネイロ日系協会会長
ブラジル国リオデジャネイ
ロ市

ブラジルにおける日本語教育
の推進

115
イザンジェラ・ゴテ・カ
ワノ（リカ カワノ）

バイア日伯文化協会連合会会長 ブラジル国サルバドール市
ブラジルにおける日本文化の
普及

116
ジョゼ・ルイス・デ・リ
マ・フィリョ

ペルナンブコ連邦大学浅見敬三研究所所長 ブラジル国レシフェ市
日本とブラジルとの相互理解
の促進

117
アントニオ・ホセ・ディ
アス・フェルナンデス

空手世界チャンピオン ベネズエラ国ミランダ州
ベネズエラにおける日本文化
の普及

118
ノルベルト・ミゲル・ホ
サカ・オオシロ

ペルー日系人協会顧問 ペルー国リマ市
日本とペルーとの相互理解
の促進

119 山田　ロサリオ 特定非営利活動法人日本ボリビア人協会理事長 三重県津市
日本とボリビアとの相互理解
の促進

120 木村　修　エルナン 文具店ミユキ経営 ボリビア国ラパス市
日本とボリビアとの相互理解
の促進

121 古川　宗明 JICA事業現地コンサルタント　通訳・翻訳業
ホンジュラス国コルテス県
ビジャヌエバ市

日本とホンジュラスとの相互
理解の促進

122 木部　彰二 日本食レストラン「宇佐美」 オーナー
ホンジュラス国テグシガル
パ市

ホンジュラスにおける日本文
化の普及

123
セルヒオ・エルナンデ
ス・ガリンド

国立歴史・人類学庁教授 メキシコ国メキシコ市
メキシコにおける日本研究の
推進

124
マリア・クリスティー
ナ・バロン・ソト

イベロアメリカーナ大学国際関係学部教授 メキシコ国メキシコ市
メキシコにおける日本研究の
推進

125
マリア・エレナ・ロメロ・
オルティス

コリマ大学政治・社会学科長 メキシコ国コリマ州
メキシコにおける日本研究の
推進

126

モニカ・ビアル・デ・サ
ンチェス・フィエロ（景
水）

元いけばなインターナショナル・メキシコ市支部長 メキシコ国メキシコ市
メキシコにおける日本文化の
普及

127
ラウル・ゴンサレス・ベ
ルムデス

前JETROメキシコ事務所プロジェクト・渉外担当ディレク
ター

メキシコ国メキシコ市
日本とメキシコとの経済関係
促進

128 粟飯原 淑恵
メキシコ大学院大学（ＣＯＬＭＥＸ）アジア・アフリカ研究
センター（ＣＥＡＡ）教授

メキシコ国メキシコ市
メキシコにおける日本研究の
推進



通番 受賞者名（敬称略） 肩書き 現住所 功績

129
伊藤　泰正（パウロ
伊藤）

元JICA専門家 メキシコ国チアパス州
日本とメキシコとの相互理解
の促進

130 三浦　里美
メキシコ大学院大学（ＣＯＬＭＥＸ）アジア・アフリカ研究
センター（ＣＥＡＡ）教授

メキシコ国メキシコ市
メキシコにおける日本研究の
推進

131 春日　正子（正霞） いけばな草月流メキシコ支部代表 メキシコ国メキシコ市
メキシコにおける日本文化の
普及

132 西村　佳子（龢勢） 龢箏会会長 メキシコ国メキシコ市
メキシコにおける日本文化の
普及

133
川辺　民子（花柳　民
千衛）

前銀嶺会代表 メキシコ国メキシコ市
メキシコにおける日本文化の
普及

134 中村　剛 前日墨協会会長 メキシコ国メキシコ市
日本とメキシコとの相互理解
の促進

135 大谷　暢順 一般財団法人本願寺文化興隆財団理事長 京都市山科区
日本とフランスとの相互理解
の促進

136
クリスティン・イング
ヴァルスドッティル

アイスランド大学日本語・日本文化学科准教授
アイスランド国レイキャビク
市

アイスランドにおける日本研
究の推進

137 カレン・ラドック
教育省ポストプライマリー・ランゲージズ・アイルランド
（PPLI）所長

アイルランド国ダブリン市
アイルランドにおける日本語
教育の推進

138
平井　智一（平井
智）

陶芸家 イタリア国ファエンツァ市
日本とイタリアとの相互理解
の促進

139 嶌　信彦 日本ウズベキスタン協会会長 東京都大田区
日本とウズベキスタンとの相
互理解の促進

140
ヴィクトリア・ボーリッ
ク

元英国下院議員 英国ロンドン市
日本と英国との相互理解の
促進

141
エイドリアン・シュー
ター

ビバレール株式会社　会長
英国スティープル・アストン
市

日本と英国との経済関係促
進

142 レベッカ・ソルター 王立美術院理事長 英国ロンドン市
英国における日本文化の普
及

143 吉野　忠彦 日本・エストニア友好協会 会長 神奈川県横浜市
日本とエストニアとの相互理
解の促進

144
アメルハン・ラヒム
ジャノフ

カザフスタン共和国議会下院議員
カザフスタン国ヌルスルタン
市

日本とカザフスタンとの相互
理解の促進



通番 受賞者名（敬称略） 肩書き 現住所 功績

145
コスタス・パパコスタ
ス

キプロス・オリンピアン協会会長 キプロス国リマソル市
キプロスにおける日本文化の
普及

146
ジョン・G・ ミティリネオ
ス

M/MARITIME社創設者 ギリシャ国アテネ市
日本とギリシャとの相互理解
の促進

147
ミルナ・ポトコワツ・エ
ンドリゲッティ

翻訳家 クロアチア国リエカ市
日本とクロアチアとの相互理
解の促進

148 クラウディオ・アレッシ NGO団体「No Difference」共同創設者兼代表
スイス国ジュネーブ州ジョン
トー町

スイスにおける日本文化の普
及

149

レグラ・ルート・マイ
ヤー＝クブリ（レグラ
マイヤー　百合甫）

いけばな未生流家元教授 スイス国シザッハ市
スイスにおける日本文化の普
及

150 根岸　雅樹
(株)スポーツ・センター・ニッポン・ベルン　柔道ヘッド
コーチ

スイス国ベルン州
日本とスイスとの相互理解の
促進

151 三上　和廣 スイス講道館代表 スイス国ヴォー州ボタン町
スイスにおける日本文化の普
及

152
ガブリエル・アルバレ
ス・マルティネス

翻訳者
スペイン国カルバジーニョ
市

スペインにおける日本文化の
普及

153
サンドラ・サンチェス・
ハイメ

空手選手
スペイン国タラベラ・デ・レイ
ナ市

スペインにおける日本文化の
普及

154 白石　実 バルセロナ自治大学 東アジア研究所研究員
スペイン国カタルーニャ州
バルセロナ県バルセロナ市

スペインにおける日本語教育
の推進

155
ヴラディミール・グレ
ジョ

ブラチスラバ市観光協会顧問
スロバキア国ブラチスラバ
市

日本とスロバキアとの相互理
解の促進

156 ペテル・シンチャーク コシツェ工科大学人工知能学部教授 スロバキア国コシツェ市
日本とスロバキアとの相互理
解の促進

157 ダナ・ドラーボヴァー 国家原子力安全庁長官 チェコ国プラハ市
日本・チェコ間の科学技術協
力の促進

158 シュペネマン　望
公益法人「文化を配慮した介護・デーヤック友の会」会
長

ドイツ国ベルリン市
日本とドイツとの相互理解の
促進

159
佐々木・スタンゲ 峰
子（佐々木　宗峰）

茶道裏千家淡交会ハンブルク協会会長
ドイツ国アーレンスブルク
市

ドイツにおける日本文化の普
及

160 美智子 シュナイダー 神奈川県国際政策アドバイザー ドイツ国ベーブリンゲン市
日本とドイツとの相互理解の
促進



通番 受賞者名（敬称略） 肩書き 現住所 功績

161
ベネディクテ・モス
ビー・イルゲンス

ベルゲン大学外国語学科日本語科教授
ノルウェー国ヴェストラン県
ベルゲン市

ノルウェーにおける日本語教
育の推進

162 フランソワ・ゴドマン モンテーニュ研究所アジア部顧問 フランス国パリ市
フランスにおける日本研究の
推進

163 モアンヌ前田　恵美子 フランス政府公認ガイド－コンフェランシエ
フランス国ノジャン＝シュル
＝マルヌ市

日本とフランスとの相互理解
の促進

164 好村　兼一 フランス剣道連盟技術顧問 フランス国パリ市
フランスにおける日本文化の
普及

165 堤　美穂子 裏千家パリ出張所・駐在講師 フランス国パリ市
フランスにおける日本文化の
普及

166 富永　典子 日仏経済交流委員会　事務局長 フランス国パリ市
日本とフランスとの経済関係
促進

167 片川　喜代治 KINOTAYO映画祭実行委員会会長 フランス国パリ市
日本とフランスとの相互理解
の促進

168
ユリア・アントアネッ
ラ・モトック

欧州人権裁判所判事 フランス国ストラスブール市
日本と欧州との相互理解の
促進

169
エレン・ラフォン＝ク
チュリエ

コンフリュアンス博物館館長 フランス国リヨン市
日本とフランスとの相互理解
の促進

170 坪井　環希子 ドフィネ生涯教育協会日本語教師 フランス国グルノーブル市
フランスにおける日本語教育
の推進

171
エヴゲニー・ゲルチェ
フ・カンディラロフ

ソフィア大学”聖クリメント・オフリドスキ”古典現代言語
学部日本学科 准教授

ブルガリア国ソフィア市
ブルガリアにおける日本研究
の推進

172 ツヴェタン・シメオノフ ブルガリア商工会議所会頭 ブルガリア国ソフィア市
日本とブルガリアとの経済関
係促進

173
アズラ・ハジアフメト
ビッチ

サラエボ大学経済学部教授
ボスニア・ヘルツェゴビナ国
サラエボ市

日本とボスニア・ヘルツェゴビ
ナとの相互理解の促進

174 菊池　玲子
ポルト大学文学部応用言語学科　日本語ティーチング
アシスタント

ポルトガル国パソ デ ソー
ザ

ポルトガルにおける日本語教
育の推進

175 ムルード・ラトレシュ 公益社団法人日本空手協会アルジェリア会長 アルジェリア国アルジェ市
アルジェリアにおける日本文
化の普及

176

シェイハ・ホール・ビン
ト・スルターン・アル・
カースィミー

シャルジャ芸術財団総裁兼ディレクター
アラブ首長国連邦シャル
ジャ首長国

日本とアラブ首長国連邦との
相互理解の促進



通番 受賞者名（敬称略） 肩書き 現住所 功績

177 ツヴィ・ハウザー イスラエル・日本友好議員連盟会長
イスラエル国
テルアビブ市

日本とイスラエルとの相互理
解の促進

178
セイエッド・アヤット・
ホセイニ

テヘラン大学外国語・外国文学学部日本語・日本文学
科准教授

イラン国テヘラン市
イランにおける日本語教育の
推進

179
モジュガン・ジャハー
ンアーラー

カーシャン大学工芸学部教授 イラン国テヘラン市
日本とイランとの相互理解の
促進

180 アハマド・ラハミー
東京国際大学
国際戦略研究所教授

埼玉県鶴ヶ島市
エジプトにおける日本語教育
の推進

181 モナ・エルラッバン 生け花講師 エジプト国カイロ県
エジプトにおける日本文化の
普及

182
アブドルハフィーズ・
サマルカンディー

キングアブドルアジーズ大学人文学部地理学科准教授 サウジアラビア国ジッダ市
日本とサウジアラビアとの相
互理解の促進

183
アリ・メルトハン・デュ
ンダル

アンカラ大学言語歴史地理学部日本語日本文学科・教
授

トルコ国アンカラ県チャンカ
ヤ市

トルコにおける日本研究の推
進

184 ハビーブ・ガムラ
モナスティール・ファティマ・ブルギバ大学病院循環器
部長

チュニジア国スース県カン
タウィ

日本と諸外国との相互理解
の促進

185 ナーセフ・ベルヒリヤ チュニジア日本商工会議所事務局長
チュニジア国チュニス県バ
ルドー

日本とチュニジアとの経済関
係促進

186
ヒシャーム・ベン・ハム
サ

チュニジア環境映画祭創始者
チュニジア国チュニス県ラ・
マルサ

日本とチュニジアとの相互理
解の促進

187 フレウ・テゲニェ バハルダール大学学長
エチオピア国バハルダール
市

日本とエチオピアとの相互理
解の促進

188
白幡　和子（シスター
ベルナデッタ）

玉川白百合幼稚園元園長 シエラレオネ国ルンサ市
日本とシエラレオネとの相互
理解の促進

189
アワ・マリー・コル・
セック

セネガル共和国国務大臣 セネガル国ダカール市
日本とセネガルとの相互理解
の促進

190 ラヴィ・ナイドゥー デザイン・インダバCEO
南アフリカ共和国ケープタ
ウン市

日本と南アフリカとの相互理
解の促進

191
ロバート・ラスティ・
ヒッグス

ラインメタル　デネル　ミュニション　ゼネラル　マネー
ジャー　ステイクホルダー　リレイションズ

南アフリカ共和国　プレトリ
ア市

日本と南アフリカとの相互理
解の促進

192
モハメド・マフムード・
レクハル

日本かつお・まぐろ漁業協同組合モーリタニア代表
モーリタニア国ヌアクショッ
ト市

日本とモーリタニアとの経済
関係促進



通番 受賞者名（敬称略） 肩書き 現住所 功績

193 黒岩　宏司
一般財団法人　日本気象協会　事業本部　事業統括部
海外事業推進課　技術調査役

千葉県印西市
日本と諸外国との相互理解
の促進

194 小川　英治
東京経済大学経済学部　教授

一橋大学　名誉教授
東京都小平市 国際協力の推進

195 功刀 達朗
元国連事務次長補（元カンボジア人道援助担当事務総
長特別代表）

東京都三鷹市
国際連合に関する理解の増
進

196 柳田　利夫 慶應義塾大学　名誉教授 東京都目黒区
領事、移住事業の推進に貢
献

197 大越　 修
株式会社オオコシセキュリティコンサルタンツ　代表取
締役社長

千葉県柏市
領事、移住事業の推進に貢
献


