
1 秋尾　晃正 あきお　てるまさ （公財）民際センター／理事長

2 熱田　典子 あつだ　のりこ 公益社団法人アジア協会アジア友の会／副事務局長

3 阿部　一郎 あべ　いちろう 多文化共生コーディネーター

4 阿部　眞理子 あべ　まりこ （特活）IVY／理事

5 有田　典代 ありた　みちよ
 国際文化交流協会／事務局長
（京都市国際交流協会、関西国際交流団体協議会／理事　）

6 飯田　奈美子 いいだ　なみこ
立命館大学／専門研究員
（多言語コミュニティ通訳ネットワークmcinet/共同代表）

7 石井　ナナヱ いしい　ななえ 一般社団法人多文化共生推進プロジェクト／代表理事

8 稲葉　哲朗 いなば　てつろう （公財）名古屋国際センター／留学生課長

9 犬飼　康弘 いぬかい　やすひろ （公財）ひろしま国際センター／日本語常勤講師

10 井上　八三郎 いのうえ　やさぶろう （公財）京都市国際交流協会／事務局長

11 岩城　あすか いわき　あすか （公財）箕面市国際交流協会／事務局次長　兼　総務課長

12 榎井　縁 えのい　ゆかり
大阪大学大学院人間科学研究科／特任教授
（（公財）とよなか国際交流協会/理事、NPO法人IKUNO多文化ふらっと／
代表理事）

13 大橋　正明 おおはし　まさあき
（一社）SDGs市民社会ネットワーク／共同代表理事
（放送大学／客員教授、恵泉女学園大学／名誉教授）

14 荻村　哲朗 おぎむら　てつろう
神奈川大学／非常勤講師
（明治学院大学、拓殖大学／国際平和研究所研究員）

15 小田島　道朗 おだじま　みちあき 公益社団法人 北海道国際交流・協力総合センター／管理チーム課長

16 御舘　久里恵 おたち　くりえ 鳥取大学　教育支援・国際交流推進機構　国際交流センター／准教授

17 勝　千恵子 かつ　ちえこ （公財）名古屋国際センター／総務課　庶務係長

18 勝谷　知美 かつや　ともみ （一財）熊本市国際交流振興事業団／事務局次長

19 加藤　理絵 かとう　りえ （公財）名古屋国際センター／交流協力課長

20 菊池　哲佳 きくち　あきよし
（公財）仙台観光国際協会／国際化事業部国際化推進課係長
（（一社）多文化社会専門職機構／事務局長、慶應義塾大学SFC研究所／上
席研究所員）

21 木下　理仁 きのした　よしひと
かながわ開発教育センター（Ｋ－ＤＥＣ）／理事・事務局長
（東海大学国際学部／非常勤講師）

22 金　迅野 きむ　しんや 立教大学大学院/特任准教授

23 金　宣吉 きむ　そんぎる
 (特活)神戸定住外国人支援センター/理事長
（神戸大学／非常勤講師）
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24 木村　博之 きむら　ひろゆき （公財）横浜市国際交流協会／事務局担当次長

25 金　東暎 きん　とうえい 行政書士金東暎事務所／行政書士

26 黒田　正人 くろだ　まさと
ロイヤルシルク財団／特別アドバイザー
（株式会社　黒田設計室／代表取締役、Balai Besar Kerajinan Dan
Batik、Yayasan Rumah Aman Gempa/アドバイザー）

27 小山　紳一郎 こやま　しんいちろう
SIDラボ/代表
（明治大学、亜細亜大学／非常勤講師、NPO法人ＮＰＯサポートちがさき／
非常勤職員）

28 佐渡友　哲 さどとも　てつ
日本大学大学院法学研究科／非常勤講師
（アムネスティ鎌倉グループ／代表）

29 柴垣　禎 しばがき　ただし
（特活）多文化共生マネージャー全国協議会／理事
（ＮＧＯダイバーシティとやま／事務局長）

30 杉田　理恵 すぎた　りえ 東村山市市民部市民相談・交流課／多文化共生係

31 須藤　伸子 すどう　のぶこ （公財）仙台観光国際協会　国際化事業部／部長

32 仙田　武司 せんだ　たけし （公財）しまね国際センター／多文化共生推進課長

33 髙木　和彦 たかぎ　かずひこ
滋賀県土木交通部住宅課／参事
（（特活）多文化共生マネージャー全国協議会／副代表理事）

34 高橋　伸行 たかはし　のぶゆき
（特活）多文化共生マネージャー全国協議会／理事
（船橋市教育委員会生涯スポーツ課／課長）

35 竹内　よし子 たけうち　よしこ （特活）えひめグローバルネットワーク／代表理事

36 田村　太郎 たむら　たろう （一財）ダイバーシティ研究所／代表理事

37 丹下　厚史 たんげ　あつし （公財）名古屋国際センター ／広報情報課　専門員

38 崔 英善 ちぇ よんそん
藤沢市役所/都市親善委員・多文化推進員
（日本外国人ネットワーク／代表）

39 土井　佳彦 どい　よしひこ
（特活）多文化共生リソースセンター東海／代表理事
（（特活）多文化共生マネージャー全国協議会／代表理事）

40 豊島　行宏 とよしま　ゆきひろ
元（公財）名古屋国際センター／元専務理事・事務局長・国際留学生会館館
長

41 内藤　稔 ないとう　みのる 東京外国語大学大学院総合国際学研究院/准教授

42 中村　絵乃 なかむら　えの （特活）開発教育協会／事務局長

43 西村　明夫 にしむら　あきお 一般社団法人日本公共通訳支援協会／代表理事

44 野田　真里 のだ　まさと 茨城大学人文社会科学部／教授

45 野山　広 のやま　ひろし 国立国語研究所日本語教育研究領域／准教授

46 蓮井　孝夫 はすい　たかお
NPO法人香川国際ボランティアセンター／会長（理事）
（たかまつ市民活動応援団／副代表）
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47 坂内　泰子 ばんない　やすこ 神奈川県立国際言語文化アカデミア/元教授

48 藤井　誠 ふじい　まこと 一般社団法人HR Japan／代表理事

49 藤原　孝章 ふじわら　たかあき 同志社女子大学／特任教授

50 堀　永乃 ほり　ひさの
（一社）グローバル人財サポート浜松／代表理事
（日本大学国際関係学部／非常勤講師）

51 松尾　慎 まつお　しん
 東京女子大学／教授
（Villa Education Center／代表理事）

52 松岡　洋子 まつおか　ようこ 岩手大学／教授

53 松本　義弘 まつもと　よしひろ
一般社団法人国際多文化研修ラボ／代表理事
（一般社団法人 日本フェアトレード・フォーラム／認定委員）

54 水口　章 みずぐち　あきら 敬愛大学 国際学部／教授、総合地域研究所/所長

55 Gehrtz　三隅　友子 げーるつ みすみ　ともこ
徳島大学教養教育院／グローバル分野　教授
（併任　人と地域共創センター／地域連携事業担当）

56 村松　紀子 むらまつ　のりこ
（公財）兵庫県国際交流協会／スペイン語相談員
（医療通訳研究会（MEDINT）／代表）

57 明木　一悦 めいき　かずよし
（特活）安芸高田市国際交流協会／代表理事
（（特活）多文化共生マネージャー全国協議会／理事）

58 森　顕子 もり　あきこ 特定非営利活動法人 プラス・エデュケート／理事長

59 八木　亜紀子 やぎ　あきこ
（特活）開発教育協会／事業主任
（（特活）アジア太平洋資料センター／理事）

60 八木　浩光 やぎ　ひろみつ （一財）熊本市国際交流振興事業団／理事

61 矢野　花織 やの　かおり
公益財団法人北九州国際交流協会／多文化共生ワンストップインフォメー
ションセンターセンター長、多文化ソーシャルワーカー、総括コーディネー
ター（北九州市立大学文学部／非常勤講師）

62 山内　康裕 やまうち　やすひろ
一般社団法人滝川国際交流協会／理事
（滝川市市民生活部くらし支援課／課長）

63 山本　晃史 やまもと　あきふみ 認定特定非営利活動法人カタリバ

64 楊　廷延 やん　じょんよん 群馬県立女子大学地域日本語教育センター／准教授

65 柚木　美穂 ゆのき　みほ （公財）鹿児島市国際交流財団

66 湯本　浩之 ゆもと　ひろゆき
宇都宮大学／教授
（認定ＮＰＯ法人開発教育協会／代表理事）

67 横山　勝 よこやま　まさる
岩手県行政書士会／副会長
（横山　勝　行政書士事務所／所長）

68 吉川　友香 よしかわ　ゆか （公財）大阪府国際交流財団／企画推進課長補佐

69 吉富　志津代 よしとみ　しづよ
武庫川女子大学武庫川女子短期大学部　心理・社会福祉学科　国際センター
／教授　センター長（NPO法人多言語センターFACIL／理事長）
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70 米山　敏裕 よねやま　としひろ （特活）地球の友と歩む会／事務局長

71 若林　秀樹 わかばやし　ひでき 国立大学法人宇都宮大学国際学部／客員准教授


