
都道府県 市区町村 受講年度 氏名 読み方 所属

1 北海道 東川町 24年度 三宅　良昌 みやけ　よしまさ 東川市

2 奥州市 24年度 藤波　大吾 ふじなみ　だいご 奥州市国際交流協会

3 - 24年度 佐々木　恵子 ささき　けいこ 日本語教室いわて「和」

4 滝沢市 25年度 大畑　佳代子 おおはた　かよこ 日本語交流室「じょい」

5 北上市 28年度 薄衣　景子 うすぎ　けいこ 一般社団法人北上市国際交流協会

6 - 22年度 大泉　貴広 おおいずみ　たかひろ 財団法人宮城県国際交流協会

7 仙台市 25年度 田所　希衣子 たどころ　きいこ 外国人の子ども・サポートの会

8 能代市 22年度 北川　裕子 きたがわ　ゆうこ のしろ日本語学習会

9 北秋田市 23年度 小林　幹子 こばやし　みきこ 北秋田市，上小阿仁村

10 大仙南外地区 25年度 鈴木　通明 すずき　みつあき
公益財団法人秋田県国際交流協会
大仙・仙北広域圏日本語教室

11 由利本荘市 27年度 藤嶋　英子 ふじしま　えいこ 由利本荘市日本語学習教室

12 - 24年度 濱田　由美 はまだ　ゆみ 横手市日本語教室

13 山形県 - 22年度 大竹　美知子 おおたけ　みちこ NPO法人ヤマガタヤポニカ

14 - 23年度 日下部　喜美子 くさかべ　きみこ ふくしま子どもの日本語ネットワーク

15 - 24年度 三田　眞理子 みた　まりこ
国際交流の会・かるみあ
こおりやま日本語教室

16 喜多方市 23年度 高橋　明子 たかはし　あきこ 会津喜多方国際交流協会

17 22年度 馬　嘉利 マ　ジャリー 会津若松市国際交流協会

18 24年度 青山　孝男 あおやま　たかお 会津若松市国際交流協会

19 福島市 25年度 鷺　　　幸恵 さぎ　さちえ ボランティア日本語教室「ひなぎく」

20 本宮町 26年度 浜崎　本子 はまざき　もとこ もとみや日本語教室

21 須賀川市 27年度 大寺　正晃 おおでら　まさあき 須賀川多文化共生ネット

22 いわき市 27年度 須向　敏子 すこう　としこ 公益財団法人いわき市国際交流協会

23 - 28年度 菊地　紀子 きくち　のりこ 二本松国際交流ボランティア　ざくざくネット

24 - 23年度 中谷　あゆみ なかたに　あゆみ 財団法人茨城県国際交流協会

25 龍ヶ崎市 25年度 丹羽　寛子 にわ　ひろこ 龍ヶ崎国際交流協会

26 水戸市 25年度 山田　野絵 やまだ　のえ 日本語ボランティアグループ・オルビス

27
ひたちなか

市
26年度 仙波　美哉子 せんば　みやこ 子どものための日本語教室「太陽」

28 宇都宮市 23年度 村田　孝 むらた　たかし 特定非営利活動法人宇都宮市国際交流協会

29 24年度 栗又　由利子 くりまた　ゆりこ ティビィシィ国際外語学院

30 28年度 持田　むつ子 もちた　むつこ 小山市国際交流協会

31 那須塩原市 24年度 臼井　優子 うすい　ゆうこ 紙ふうせん親子にほんご教室

32 高崎市 22年度 飯岡　弘道 いいおか　ひろみち 高崎市国際交流協会

33 - 26年度 結城　恵 ゆうき　めぐみ
群馬大学　大学教育・学生支援機構　教育基盤セン
ター

34 - 28年度 小林　あけみ こばやし　あけみ 群馬大学　大学教育・学生支援機構　結城研究室

35 大泉町 28年度 糸井　昌信 いとい　まさのぶ 大泉国際交流協会

36 春日部市 22年度 樋川　千晶 といかわ　ちあき 春日部市国際交流協会

37 さいたま市 24年度 高柳　なな枝 たかやなぎ　ななえ さいたま市教育委員会

文化庁地域日本語教育コーディネーター研修受講者リスト（一覧）

宮城県

会津若松市

茨城県

秋田県

埼玉県

岩手県

福島県

栃木県 小山市

群馬県



38 川口市 25年度 田﨑　順昭 たさき　よしあき 国際文化交歓日本語センター

39 三芳町 25年度 梶　　加寿子 かじ　かずこ 特定非営利活動法人街のひろば

40 さいたま市 27年度 井上　くみ子 いのうえ　くみこ 多文化子育ての会Coconico

41 鶴ヶ島市 27年度 横山　明美 よこやま　ひろみ 鶴ヶ島市国際交流協会

42 22年度 鈴木　恵美子 すずき　えみこ 公益財団法人千葉市国際交流協会

43 23年度 小島　由美子 こじま　ゆみこ 財団法人千葉市国際交流協会

44 25年度 吉冨　ますみ よしとみ　ますみ 花見川土曜にほんご学級

45 26年度 荒川　勝子 あらかわ　かつこ 千葉市ＪＳＬ児童・生徒支援の会

46 22年度 藤沢　明美 ふじさわ　あけみ
公益財団法人松戸市国際交流協会
日本語ボランティア会

47 23年度 真鍋　昌子 まなべ　まさこ
財団法人松戸市国際交流協会
日本語ボランティア会

48 - 23年度 坪原　美和子 つぼはら　みわこ 財団法人ちば国際コンベンションビューロー

49 我孫子市 24年度 油川　美和 あぶらかわ　みわ 我孫子市国際交流協会

50 花見川区 24年度 亀井　光子 かめい　みつこ センシティ土曜にほんご学級

51 印西市 25年度 治田　三夏男 はるた　みかお 印西市国際交流協会　日本語教室りぼん

52 美浜区 27年度 小林　稔子 こばやし　としこ 千葉市JSL児童･生徒支援の会

53 茂原市 27年度 大野　光夫 おおの　みつお
茂原市国際交流協会
（日本語教室茂原IVC）

54 千葉市 28年度 上野　才智子 うえの　さちこ 千葉市ＪＳＬ児童・生徒支援の会

55 目黒区 22年度 石原　弘子 いしはら　ひろこ にほんごの会くれよん

56 武蔵野市 22年度 薦田　庸子 こもだ　ようこ 公益財団法人武蔵野市国際交流協会

57 22年度 荒明　美奈子 あらあけ　みなこ 町田国際交流センター日本語教室部会

58 28年度 北脇　智子 きたわき　ともこ
財団法人町田市文化・国際交流財団
町田国際交流センター

59 練馬区 23年度 大東　春代 だいとう　はるよ こんにちはにほんご

60 24年度 渡邉　三恵 わたなべ　みえ 公益財団法人新宿未来創造財団

61 24年度 鶴木　由美子 つるき　ゆみこ 認定ＮＰＯ法人難民支援協会（JAR）

62 28年度 嘉山　澄 かやま　すみ 公益財団法人新宿未来創造財団

63 千代田区 26年度 北川　淳子 きたがわ　じゅんこ 九段日本文化研究所日本語学院

64 荒川区 26年度 川名　恭子 かわな　きょうこ 荒川区国際交流協会

65 24年度 大和　光子 やまと　みつこ 調布市国際交流協会

66 28年度 島田　早苗 しまだ　さなえ 調布市国際交流協会

67 25年度 浅井　記子 あさい　のりこ 公益財団法人武蔵野市国際交流協会

68 26年度 橋本　純子 はしもと　じゅんこ 公益財団法人武蔵野市国際交流協会

69 28年度 田村　恭子 たむら　きょうこ 公益財団法人武蔵野市国際交流協会

70 八王子市 26年度 児野　美晴　 ちごの　みはる 八王子国際協会

71 小平市 26年度 今井　淳子 いまい　じゅんこ 小平市国際交流協会

72 大田区 25年度 飯島　時子 いいじま　ときこ ＮＰＯ法人日本語ぐるりっと

73 - 22年度 松田　節子 まつだ　せつこ ＮＰＯ法人かながわ難民定住援助協会

74 22年度 山田　敦子 やまだ　あつこ 公益財団法人横浜市国際交流協会

75 23年度 坂本　麻子 さかもと　あさこ 公益財団法人海外日系人協会

76 25年度 野俣　恭子 のまた　きょうこ 公益財団法人横浜市国際交流協会

神奈川県
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東京都



77 横浜市 27年度 藤井　美香 ふじい　みか 公益財団法人横浜市国際交流協会

78 綾瀬市 23年度 率川　久江 いさがわ　ひさえ AIFAあやせ国際友好協会

79 - 24年度 高野　菜穂子 たかの　なほこ 特定非営利活動法人日本ペルー共生協会

80 藤沢市 24年度 西山　陽子 にしやま　ようこ 藤沢青少年会館

81 相模原市 24年度 吉村　登志子 よしむら　としこ にほんごの会

82 25年度 原　　千代子 はら　ちよこ 川崎市ふれあい館

83 26年度 池田　恵子 いけだ　けいこ
川崎市幸市民館日本語学級
にほんごワールド

84 28年度 竹内　正子 たけうち　まさこ 公益財団法人川崎市国際交流協会

85 愛川町 27年度 野田　由栄子 のだ　ゆえこ
非営利組織「小さな森の学校」
学習支援部門「土曜寺子屋」

86 - 23年度 亀井　あつ子 かめい　あつこ 太閤山日本語グループ

87 - 24年度 家城　香織 いえき　かおり 日本語教室　in 黒部

88 南砺市 28年度 前田　啓子 まえだ　けいこ にほんご広場なんと

89 石川県 - 25年度 今井　武 いまい　たけし 公益財団法人石川県国際交流協会

90 - 23年度 稲谷　いく子 いなたに　いくこ 山梨日本語ボランティアの会

91 - 23年度 金　寶美 きむ　ぼみ 山梨県立大学学務課

92 23年度 佐藤　佳子 さとう　よしこ 特定非営利活動法人中信多文化共生ネットワーク

93 26年度 鶴賀　幸 つるが　こう 松本市

94 飯田市 22年度 大澤　志那子 おおさわ　しなこ 飯田市公民館

95 駒ヶ根市 24年度 松岡　純子 まつおか　じゅんこ 駒ヶ根市

96 長野市 25年度 美谷島　晶子 びやじま　あきこ 長野県観光部国際課（H26.4月～県民文化部国際課）

97 - 28年度 賀沢マリア かざわ　まりあ 佐久市役所経済部観光交流推進課

98 - 28年度 寺島　順子 てらしま　じゅんこ 公益財団法人長野県国際化協会

99 22年度 各務　眞弓 かかむ　まゆみ NPO法人可児市国際交流協会

100 26年度 山田　拓路 やまだ　たくじ 可児ミッション

101 27年度 ラマダ・ジェピー・ダト ラマダ・ジェピー・ダト 可児ミッション

102 28年度 菰田　さよ こもだ　さよ ＮＰＯ法人可児市国際交流協会

103 美濃加茂市 27年度 羽山　千尋 はやま　ちひろ 特定非営利活動法人美濃加茂国際交流協会

104 23年度 岡　則子 おか　のりこ 学校法人ムンド・デ・アレグリア学校

105 24年度 内山　夕輝 うちやま　ゆき 公益財団法人浜松国際交流協会

106 25年度 加藤　庸子 かとう　ようこ 特定非営利活動法人浜松日本語日本文化研究会

107 26年度 河合　世津美 かわい　せつみ 特定非営利活動法人日本語教育ボランティア協会

108 27年度 西崎　稔 にしざき　みのる 静岡県ベトナム人協会

109 藤枝市 24年度 山下　泰孝 やました　やすたか ＮＰＯ法人日本インターネットスクール協会

110 - 25年度 古橋　哉子 ふるはし　かなこ 公益財団法人静岡県国際交流協会

111 沼津市 25年度 高澤　啓子 たかさわ　けいこ ふじのくに多文化共生ネット・沼津国際交流協会

112 袋井市 25年度 萩田　桂子 はぎた　けいこ ＮＰＯ法人国際教育文化交流会

113 掛川市 28年度 岸川　順子 きしかわ　じゅんこ ＮＰＯ法人掛川国際交流センター

114 愛知県 西尾市 24年度 菊池　寛子 きくち　ひろこ 西尾市教育委員会

神奈川県

長野県
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岐阜県
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可児市

松本市

浜松市



115 長久手市　 24年度 伊藤　雅絵 いとう　まさえ 長久手市国際交流協会

116 24年度 北村　祐人 きたむら　ゆうと 名古屋大学 とよた日本語学習支援システム

117 25年度 小野　則子 おの　のりこ 名古屋大学 とよた日本語学習支援システム

118 26年度 岡部　真理子 おかべ　まりこ 名古屋大学 とよた日本語学習支援システム

119 27年度 萩原　栄子 はぎわら　えいこ 名古屋大学 とよた日本語学習支援システム

120 28年度 新谷　英樹 あらたに　ひでき 名古屋大学 とよた日本語学習支援システム

121 28年度 鈴木　崇夫 すずき　たかお 名古屋大学 とよた日本語学習支援システム

122 28年度 千葉　月香 ちば　つきか 名古屋大学 とよた日本語学習支援システム

123 26年度 岩本　久子 いわもと　ひさこ 公益財団法人名古屋国際センター

124 27年度 田中　智子 たなか　さとこ 特定非営利活動法人東海外国人生活サポートセンター

125 - 25年度 鈴木　勝代 すずき　まさよ 東海日本語ネットワーク

126 - 26年度 酒井　美賀 さかい　みか 東海日本語ネットワーク

127 - 26年度 甲村　博美 こうむら　ひろみ 公益財団法人愛知県国際交流協会

128 - 26年度 土井　佳彦 どい　よしひこ 特定非営利活動法人多文化共生リソースセンター東海

129 - 28年度 大橋　充人 おおはし　みちと 愛知県県民生活部多文化共生推進室

130 - 28年度 伊藤　詩織 いとう　しおり 公益財団法人愛知県国際交流協会

131 東浦町 26年度 松本　美紀 まつもと　みき 東浦町日本語教室「にほんごひろば」

132 岡崎市 27年度 長尾　晴香 ながお　はるか Vivaおかざき！！

133 犬山市 28年度 松本　里美 まつもと　さとみ 特定非営利活動法人シェイクハンズ

134 24年度 打田　友一 うちだ　ともかず ＮＰＯ法人ハートピア三重

135 27年度 西川　美帆 にしかわ　みほ 公益財団法人四日市市文化まちづくり財団

136 28年度 早野　実花 はやの　みか
四日市市役所　市民文化部　市民生活課
多文化共生推進室　多文化共生サロン

137 - 25年度 猪狩　英美 いかり　ひでみ 公益財団法人三重県国際交流財団

138 ー 26年度 金綱　蓉子 かなつな　ようこ びわこ日本語ネットワーク

139 草津市 26年度 中西　まり子 なかにし　まりこ 草津市国際交流協会

140 東近江市 27年度 大野　稔 おおの　みのる 八日市日本語教室

141 甲賀市 28年度 高野　由美 たかの　ゆみ 甲賀市国際交流協会

142 甲賀市 28年度 丸山　真澄 まるやま　ますみ 日本語学習支援グル-プ和

143 彦根市 28年度 富川　和代 とみかわ　かずよ 彦根ユネスコ協会

144 長浜市 28年度 長谷川　幸子 はせがわ　さちこ 特定非営利活動法人長浜市民国際交流協会

145 - 24年度 近藤　徳明 こんどう　のりあき 公益財団法人京都府国際センター

146 城陽市 25年度 蓮佛　明子 れんぶつ　あきこ 城陽市国際交流協会

147 京都市 26年度 花岡　正義 はなおか　まさよし 京都にほんごＲｉｎｇｓ（リングス）

148 京丹後市 26年度 麻田　友子 あさだ　ともこ 京丹後市国際交流協会

149 - 23年度 藤原　麻佐代 ふじわら　まさよ
社会福祉法人大阪ボランティア協会
大阪市、にほんごサポートひまわり会

150 堺市 24年度 瀬川　万有美 せがわ　まゆみ 堺市役所

151 25年度 田村　幸子 たむら　さちこ おおさか識字・日本語センター

152 26年度 北野　千晴 きたの　ちはる にほんご・なんば（あさ）

愛知県

大阪府

三重県

滋賀県

京都府

豊田市

名古屋市

四日市市

大阪市



153 大阪市 27年度 岸　治代 きし　はるよ にほんご・なんば（よる）

154 吹田市 25年度 林　　詩 はやし　うた 公益財団法人吹田市国際交流協会

155 25年度 岡田　勝美 おかだ　かつみ 特定非営利活動法人国際交流の会とよなか

156 28年度 橋本　潔己 はしもと　きよみ 公益財団法人とよなか国際交流協会

157 八尾市 25年度 能勢　靖子 のせ　やすこ 公益財団法人八尾市国際交流センター

158 22年度 下村　成子 しもむら　なりこ 公益財団法人西宮市国際交流協会

159 27年度 田川　和男 たがわ　かずお 公益財団法人西宮市国際交流協会

160 22年度 岸田　尚子 きしだ　たかこ 豊岡市役所政策調整部秘書広報課広報・交流係

161 24年度 田中　純子 たなか　じゅんこ 豊岡市国際交流協会

162 22年度 奥　優伽子 おく　ゆかこ ＮＰＯ法人神戸定住外国人支援センター

163 26年度 矢野　雅子 やの　まさこ 公益財団法人神戸国際協力交流センター

164 26年度 多治比　敦子 たじひ　あつこ ＮＰＯ法人神戸定住外国人支援センター

165 26年度 後藤　ひろ子 ごとう　ひろこ 兵庫日本語ボランティアネットワーク

166 - 24年度 財部　仁子 たからべ　さとこ 公益財団法人兵庫県国際交流協会

167 - 24年度 石井　真未枝 いしい　まみえ
公益財団法人兵庫県国際交流協会
(平成26年3月末まで）

168 - 26年度 村上　由記 むらかみ　ゆき 公益財団法人兵庫県国際交流協会

169 - 28年度 尾形　文 おがた　あや 兵庫日本語ボランティアネットワーク

170 三田市 24年度 中村　恵美 なかむら　えみ 三田市国際交流協会

171 南あわじ市 25年度 山本　雅宣 やまもと　まさよし にほんごふれあい教室

172 朝来市 25年度 谷川　麗子 たにかわ　れいこ
朝来市連合国際交流協会
（朝来市秘書広報課）

173 たつの市 25年度 西田　佳子 にしだ　よしこ たつの市国際交流協会

174 三木市 25年度 池田　典子 いけだ　のりこ 三木市国際交流協会

175 多可町 27年度 岡本　竜弥 おかもと　たつや 多可町生涯学習課　（平成28年3月現在）

176 川西市 28年度 北島　治子 きたじま　はるこ 川西市国際交流協会

177 - 23年度 高木　裕子 たかき　ゆうこ
日本語ボランティアグループ“だんだん”
 しまねＪＳＣ（日本語サポートセンター）

178 出雲市 27年度 河原　由実 ごうばら　ゆみ 特定非営利活動法人エスペランサ

179 25年度 西川　茂 にしかわ　しげる 総社市

180 25年度 枝松　孝典 えだまつ　たかのり 特定非営利活動法人ももたろう海外友好協会

181 津山市 28年度 砂田　真理 すなだ　まり 津山にほんごの会

182 広島県 - 28年度 光原　鈴江 みつはら　すずえ ひろしま日本語教室

183 - 24年度 中井　敏博 なかい　としひろ 岩国日本語教室

184 宇部市 27年度 芝﨑　理恵 しばさき　りえ 日本語クラブ宇部

185 小松島市 23年度 村上　久美子 むらかみ　くみこ 小松島市国際交流協会

186 - 24年度 辻　暁子 つじ　あきこ JTMとくしま日本語ネットワーク

187 - 27年度 木村　純子 きむら　じゅんこ 公益財団法人徳島県国際交流協会

188 美波町 28年度 遊亀　美枝 ゆうき　みえ 多文化共生ネットワーク「ハーモニー」

189 - 24年度 梶野　啓介 かじの　けいすけ 公益財団法人香川県国際交流協会

190 高松市 28年度 平田　百合子 ひらた　ゆりこ 日本語サークル「わ」の会
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191 今治市 25年度 藤倉　晶子 とうくら　あきこ 今治市国際交流協会

192 - 28年度 伊藤　優子 いとう　ゆうこ 公益財団法人愛媛県国際交流協会

193 春日市 24年度 古川　美穂子 ふるかわ　みほこ かすが・にほんごひろば

194 24年度 斉藤　美穂 さいとう　みほ 公益財団法人北九州国際交流協会

195 27年度 矢野　花織 やの　かおり 公益財団法人北九州国際交流協会

196 小郡市 24年度 松尾　祥子 まつおか　さちこ おごおり国際交流協会

197 24年度 青木　ふみか あおき　ふみか えふえいち日本語教室

198 24年度 松崎　百合子 まつざき　ゆりこ NPO法人女性エンパワメントセンター福岡

199 24年度 村上　和子 むらかみ　かずこ アミカス日本語クラス

200 飯塚市 27年度 野口　博子 のぐち　ひろこ 留学生フロント

201 - 25年度 金　ミンキョン キム　ミンキョン 公益財団法人福岡県国際交流センター

202 佐賀県 - 27年度 江口　隆通 えぐち　たかみち 公益財団法人佐賀県国際交流協会

203 22年度 八木　浩光 やぎ　ひろみつ 一般財団法人熊本市国際交流振興事業団

204 28年度 村上　百合香 むらかみ　ゆりか 一般財団法人熊本市国際交流振興事業団

205 大分県 大分市 26年度 深田　美春 ふかた　みはる 日本語ボランティア　ひまわり

206 宮崎県 - 24年度 鶴田　京子 つるだ　きょうこ 公益財団法人宮崎県国際交流協会

207 鹿児島県 - 28年度 直岡　佳奈 なおおか　かな
公益財団法人鹿児島県国際交流協会(～平成29年3
月）

208 23年度 瀬底　あけみ せそこ　あけみ
学校法人ゴレスアカデミー
日本文化経済学院

209 28年度 中川　麻美 なかがわ　あさみ 那覇市教育委員会
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