
都道府県 市区町村 受講年度 氏名 読み方 所属

1 秋田県 - 30年度 関藤 さやか せきふじ さやか のしろ日本語学習会（男鹿市日本語教室）

2 福島県 - 30年度 石橋 英子 いしばし えいこ フロムココ白河

3 鹿沼市 30年度 江崎 章子 えざき あきこ 鹿沼市国際交流協会

4 鹿沼市 30年度 谷澤 享司 やざわ きょうじ まるごと日本語教室

5 - 30年度 田中 美穂子 たなか みほこ 社会福祉法人さぽうとにじゅういち

6 板橋区 30年度 朝倉 好 あさくら よしみ
公益財団法人板橋区文化・国際交流財団初級日本
語教室

7 世田谷区 30年度 中島 みどり なかじま みどり ＪＣＡ玉川

8 - 30年度 山内 涼子 やまうち りょうこ 公益財団法人かながわ国際交流財団

9 - 30年度 小島 佳子 こじま けいこ 神奈川県立国際言語文化アカデミア

10 - 30年度 水本 みゆき みずもと みゆき ユッカの会

11 長野県 松本市 30年度 松本 りか まつもと りか 松本市中央公民館日本語講座

12 可児市 30年度 近藤 利恵 こんどう りえ NPO法人可児市国際交流協会

13 大垣市 令和元年度 吉安 三恵 よしやす みえ 公益財団法人大垣国際交流協会

14 坂祝町 令和元年度 登田アンナ恵美子 とだ あんな えみこ 坂祝町

15 愛知県 豊田市 30年度 安藤 郁美 あんどう いくみ とよた日本語学習支援システム

16 四日市市 30年度 加納 雅美 かのう まさみ 早稲田大学大学院日本語教育研究科

17 - 令和元年度 奥村 恵美 おくむら えみ 公益財団法人三重県国際交流財団

18 滋賀県 高島市 令和元年度 白神 睦子 しらが むつこ 高島市国際協会

19 福知山市 令和元年度 芦田 義孝 あしだ よしたか ふくちやま日本語教室

20 南丹市 令和元年度 青木 良子 あおき りょうこ 南丹市国際交流協会

21 枚方市 30年度 板﨑 幸子 いたざき さちこ 枚方市日本語・多文化共生教室「よみかき」

22 - 令和元年度 安田 乙世 やすだ おとよ 日本語教育支援グループ「ことのは」

23 東大阪市 令和元年度 樋口 尊子 ひぐち たかこ ＮＰＯ東大阪日本語教室

24 尼崎市 令和元年度 譲原 京子 ゆずりはら きょうこ 尼崎市国際交流協会

25 - 令和元年度 綾木 隆弘 あやき たかひろ 公益財団法人兵庫県国際交流協会

26 - 令和元年度 根津 京子 ねづ きょうこ 神戸中国帰国者日本語教育ボランティア協会

27 三田市 令和元年度 寿賀 素子 すが もとこ 三田市国際交流協会

28 豊岡市 令和元年度 河本 美代子 こうもと みよこ 特定非営利活動法人にほんご豊岡あいうえお

29 島根県 雲南市 30年度 芝 由紀子 しば ゆきこ うんなんグローカルセンター

30 鳥取県 境港市 令和元年度 木下 朋子 きのした ともこ 境港市（地域日本語教育コーディネーター委嘱）

31 - 30年度 石井 和江 いしい かずえ 日本語クラブ周南

32 - 令和元年度 淺田 岐依 あさだ きえ 日本語クラブ周南

33 - 令和元年度 田中 沙織 たなか さおり 公益財団法人山口県国際交流協会

34 福岡県 福岡市 令和元年度 伯川 亜矢 はくがわ あや 公益財団法人福岡よかトピア国際交流財団

35 伊万里市 令和元年度 章 潔 しょう けつ 伊万里市

36 嬉野市 令和元年度 武藤 典子 むとう のりこ 無所属 ※フリーランスの日本語教師

37 - 令和元年度 吉原 千惠美 よしはら ちえみ にほんごすいもく

38 - 令和元年度 筒井 仁子 つつい きみこ しろいしWa!Wa!Wa!

39 長崎県 - 令和元年度 宮崎 聖乃 みやざき きよの いろは塾

40 熊本市 30年度 道本 ゆう子 みちもと ゆうこ 熊本県立大学日本語教育研究室

41 八代市 令和元年度 大住 葉子 おおすみ ようこ ＦＳやつしろ 外国にルーツを持つ子どもたちの会

42 宮崎県 小林市 令和元年度 田中 利砂子 たなか りさこ 南九州短期大学

43 沖縄県 那覇市 30年度 大仲 るみ子 おおなか るみこ 日本語サークルどぅしぐゎー
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