
平成２４年度大臣表彰受賞者リスト（個人）

受賞者リスト個人

受賞者氏名(敬称略） 受賞者氏名読み 現職・肩書き 功績概要 現住所

1 エリック・Ｊ・ギャングロフ エリック・ジェイ・ギャングロフ 元日米文化教育交流会議(カルコン）事務局長 日本とアメリカ合衆国との相互理解の促進 アメリカ合衆国メリーランド州アクアスコ市

2 安　忠榮 アン・チュンヨン 大韓貿易投資振興公社外国人投資オンブズマン 日本と大韓民国との相互理解の促進 大韓民国京畿道城南市盆唐区

3
大淵  光生
（通称：花柳 春涛）

オオブチ　ミツオ（通称：ハナヤギ　シュントウ） 日本舞踊花柳流師範 大韓民国における日本舞踊の普及 日本国東京都北区

4 曺　日相 チョ　イルサン 釜山市立美術館　館長 美術を通じた日本と大韓民国との文化交流の促進 大韓民国釜山広域市海雲台区

5 デレグ　トゥムルバータル デレグ　トゥムルバータル モンゴル・日本文化文学センター　代表 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

6 小林　泉 コバヤシ　イズミ 大阪学院大学教授、太平洋諸島地域研究所理事 日本と太平洋諸島地域との相互理解促進 日本国東京都新宿区

7 賀陽　敬真 カヨウ　キョウシン 西豪州空手道連盟尚武会会長 オーストラリアにおける空手の普及 オーストラリア国西オーストラリア州メルビル市

8 鳥羽　美花 トバ　ミカ 染色画家 型染めを通じた日本とベトナムとの文化交流の促進 日本国愛知県清須市

9
篠田隆司
（ペンネーム：三輪隆）

シノダ　タカシ
（ペンネーム：ミワ　タカシ）

「さくらプロジェクト」代表 タイにおける国際協力の推進 タイ国チェンライ県ムアン郡リムコック町

10
藤本　敦郎
藤本　温子

フジモト　アツオ
フジモト　ハルコ

A&HF 奨学基金　代表理事
A&HF 奨学基金　常務理事

日本とタイとの相互理解の促進 タイ国コンケーン県ムアング郡シラ町

11 副田  雅紀 ソエダ　マサトシ マレーシア科学大学言語・翻訳・リテラシー学部日本語講師 日本とマレーシアとの相互理解の促進 マレーシア国ペナン州バヤン・インダ通り

12 アレン・オカモト アレン・オカモト 北加桜祭り実行委員会共同委員長 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サンフランシスコ市

13 窪田　祥次 クボタ　ショウジ 北米移住者協会初代会長 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アラメダ郡

14 宗像  俊則 ムナカタ　トシノリ クリーブランド州立大学情報科学学科名誉教授
情報科学の啓蒙と情報科学を通じた日本とアメリカ合衆
国との学術交流の促進

アメリカ合衆国オハイオ州ブレックスビル市

15 レイモンド　S　ウノ レイモンド　エス　ウノ ソルトレーク・シティー日系コミュニティ保存委員会会長 日本とアメリカ合衆国との相互理解の促進 アメリカ合衆国ユタ州ソルトレーク・シティ市

16 リチャード　K　クラーク リチャード　ケー　クラーク
ロスガーバー・ジョンソン＆ライオンス・上級パートナー（弁護
士）

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

17 ケリー・スティーブン・ハダ ケリー・スティーブン・ハダ デンバー市郡判事 日本とアメリカ合衆国との相互理解の促進 アメリカ合衆国コロラド州デンバー市

18 五十嵐　精子 イガラシ　セイコ 無職 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メンフィス市

19 小澤　悠一 オザワ　ユウイチ 松風荘友の会会長 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ジャージー州モーリスタウン町

20 菊地　百合子 キクチ　ユリコ マーサ・グラハム・スクール・オブ・コンテンポラリーダンス講師 舞踊を通じた日本とアメリカ合衆国との文化交流の促進 アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市

21 ジョセフ・Ａ・ハフナー・ジュニア ジョセフ・エー・ハフナー・ジュニア 元リビアナ・フーズCEO兼社長 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

22 東光　厚子 トウコウ　アツコ 東北緊急援助基金ボストン創設者 日本とアメリカ合衆国との相互理解の促進 アメリカ合衆国マサチューセッツ州ブルックライン町

23 イクコ・バーンズ イクコ・バーンズ マサチューセッツ北海道協会副会長 日本とアメリカ合衆国との相互理解の促進 アメリカ合衆国マサチューセッツ州ブルックライン町

24 本田　シゲ子 ホンダ　シゲコ 西フロリダ大学ジャパン・センター所長 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ガルフ・ブリーズ市

25 グレース・トミコ・フルヤ グレース・トミコ・フルヤ
華道家・いけばなインターナショナル・オタワ・センテニアル支
部120, 名誉会員

カナダにおける日本文化の普及 カナダ国オンタリオ州オタワ市

26 前川　威男 マエカワ　タケオ ジャパニーズ・ソーシャル・サービス（慈善非営利団体）会長 カナダにおける邦人援護活動 カナダ国オンタリオ州オーロラ町
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27 八木　慶男 ヤギ　 ヨシオ バンクーバー日本語学校並びに日系人会館副理事長 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・コロンビア州ノース・バンクーバー
市

28 井上　満男 イノウエ　ミツオ 前モントリオール日本語補習校校長 日本とカナダとの相互理解の促進 カナダ国ケベック州ポワント－クレール市

29 杉山　三郎 スギヤマ　サブロウ 愛知県立大学大学院国際文化研究科教授 考古学を通じた日本とメキシコとの学術交流の促進 日本国愛知県長久手市

30 鈴木　美登里 スズキ　ミドリ 画家 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

31 橋本　紘二 ハシモト　コウジ 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

32 ビルヒリオ・イグナシオ・テディン・ウリブル ビルヒリオ・イグナシオ・テディン・ウリブル 中央銀行総裁顧問 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

33 全英仙　(日本名：山田雲江） ジョン・ヨン・スン（ヤマダ　クモエ） 聖霊奉侍布教修道女会　シスター 日本とパラグアイとの相互理解の促進 パラグアイ国アスンシオン市

34 松尾　治 マツオ　オサム ブラジル日本移民百周年記念協会　執行委員長 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

35 モリグチ　イナシオ・タダヨシ モリグチ　イナシオ・タダヨシ サンパウロ日伯援護協会　評議員 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

36 ヨシオカ　　レイメイ ヨシオカ　　レイメイ 社会福祉法人救済会　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

37 岡島　博 オカジマ　ヒロシ 岡島農商事有限会社代表取締役 日本とブラジルとの相互理解の促進 ブラジル国パラー州カスタニヤール市

38 堤　　剛太 ツツミ　ゴウタ 汎アマゾニア日伯協会事務局長 日本とブラジルとの相互理解の促進 ブラジル国パラー州ベレン市

39 藤巻  修允 フジマキ　ナガミツ ニブラ農業機械販売会社　社長 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ノーバフリブルゴ市

40 カルロス・アルベルト・アキノ・ロドリゲス カルロス・アルベルト・アキノ・ロドリゲス 国立サン・マルコス大学経済学部教授 日本とペルーとの相互理解の促進 ペルー国リマ市

41 テオドロ　ツハ テオドロ　ツハ 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

42 池本  和人 イケモト　カズト 日本外交協会萩支部長 外交政策に関する理解の増進 日本国山口県萩市

43 谷　喜久郎 タニ　キクロウ 株式会社新東通信　代表取締役会長 日本とスペインとの相互理解の促進 日本国愛知県名古屋市

44 ヘイキ・ヴァラステ ヘイキ・ヴァラステ エストニア・日本協会会長 日本とエストニアとの相互理解の促進 エストニア国タリン市

45 鳥本　範雄 トリモト　ノリオ 日本折紙協会　上級折紙師範 折り紙を通じた日本と諸外国との文化交流の促進 スウェーデン国ストックホルム県ソレンチューナ市

46 太田　博昭 オオタ　ヒロアキ 精神科医 フランスにおける邦人援護活動 フランス国パリ市

47 麗子　クルック レイコ　クルック 特殊メーキャップアーティスト 美術を通じた日本と諸外国との文化交流の促進 フランス国パリ市

48 クリスチャン・ティシエ クリスチャン・ティシエ 「サークル・ティシエ」師範 フランスにおける合気道の普及 フランス国ヴァル・ド・マルヌ県ヴァンセンヌ市

49 ハンス＝ミヒャエル・キーフマン ハンス=ミヒャエル・キーフマン キール市フンボルト・スクール前校長 日本とドイツとの相互理解の促進
ドイツ国シュレスヴィッヒ・ホルシュタイン州アルテンホルツ
市

50 関　盛人 セキ　モリト 関盛人法律事務所長 日本とドイツとの相互理解の促進 ドイツ国ヘッセン州フランクフルト・アム・マイン市

51 ゲオルギ・ステファノフ・ストエフ ゲオルギ・ステファノフ・ストエフ AOTSブルガリア同窓会会長 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

52 ロベルト・ショベル ロベルト・ショベル ポーランド日本協会ヴィエルコポルスキ支部会長 日本とポーランドとの相互理解の促進 ポーランド国ポズナン市
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53 エドヴァルド・マカリィ・マニュラ エドヴァルド・マカリィ・マニュラ ルブリニエツ市　市長 日本とポーランドとの相互理解の促進 ポーランド国ルブリニエツ市

54 サブリナ，エレオノーラ・ボリソーブナ サブリナ，エレオノーラ・ボリソーブナ
公益社団法人　日本青年会議所　日本ＪＣロシア友好の会
総務顧問

日本とロシアとの相互理解の促進 日本国東京都港区

55 ヴァレーリイ・イワノヴィッチ・シャドリン ヴァレーリイ・イワノヴィッチ・シャドリン チェーホフ国際演劇祭総長 日本とロシアとの相互理解の促進 ロシア国モスクワ市

56 シュヌィルコ・アレクサンドル・アレクセーヴィチ シュヌィルコ・アレクサンドル・アレクセーヴィチ 極東連邦大学付属地域・国際研究スクール日本語学科長 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

57 モルグン，ゾーヤ・フョードロヴナ モルグン，ゾーヤ・フョードロヴナ 極東連邦大学教授 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

58 ソコロフ・アレクサンドル・ロスチスラヴォヴィチ ソコロフ・アレクサンドル・ロスチスラヴォヴィチ ロシア国立歴史文書館長 日本とロシアとの相互理解の促進 ロシア国サンクトペテルブルク市

59 バルドフスキー・ゲンナジー・アレクセイヴィチ バルドフスキー・ゲンナジー・アレクセイヴィチ ゲルツェン記念ロシア国立教育大学総長 日本とロシアとの相互理解の促進 ロシア国サンクトペテルブルク市

60 イワンチェンコ，セルゲイ・ニコラエヴィチ イワンチェンコ，セルゲイ・ニコラエヴィチ 太平洋国立大学学長 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

61 アッバス・キアロスタミ アッバス・キアロスタミ 映画監督 日本とイランとの相互理解の促進 イラン国テヘラン市

62 坪井　達史 ツボイ　タツシ JICA専門家（稲作上級技術アドバイザー） 技術協力分野における国際協力の推進 ウガンダ国カンパラ市
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