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京都府知事　西脇　隆俊

京都府名誉友好大使を活用してみませんか？
学校の授業、市町村の事業、地域のイベント等に派遣しています。

詳しくは、パンフレット裏表紙を御覧ください。

  令和４年６月17日　府民ホールアルティにおいて任命式が執り行われました。

　京都府では、平成４年度から、「世界と京都府とのかけ橋になろう」という熱意にあふれた留学生の方々を「京

都府名誉友好大使｣として任命しており、今年度は、新たに８名の方々を任命し、その数は、世界 54 の国・地域

から 378 名となりました。

　新型コロナウィルス感染症の流行下において、働き方の多様化やデジタル化の急速な進展などの社会の変化が

生じているように、国際交流の分野においても、直接的な交流が難しい状況の中、オンラインを活用した新しい

交流の形が取り入れられるなど、これまでの絆を維持し、さらに友好を深めるための取組を続けています。

　世界中がより深く繋がるようになってきた現代においては、遠い国の出来事が私たちの生活に直結するように

なってきました。これまで、京都の先人達が、海外との深い関わりの中で文化や産業を育んできたように、この

ような時代だからこそ、異なる文化を積極的に学ぶ国際交流がより一層重要であります。名誉友好大使の皆さん

には、小中学校などでの異文化理解講座をはじめ、京都府の友好提携州省との交流事業や京都留学の魅力発信、

災害時の多言語支援への協力など、留学生ならではの能力や経験を活かし、地域の活性化や国際化に貢献いただ

いておりますので、国際交流事業等をお考えの際には、是非、お声かけください。

　今後も、京都府名誉友好大使の皆さんの活動が世界とのかけ橋となり、府民の皆様と世界の人々との温かい友

情の輪が大きく広がることを心から願っております。

袁　月
エン     ツキ

京都大学大学院　農学研究科　森林科学専攻

専門分野・関心のあるテーマ

※在籍大学別、学年順

重慶市（中国）出身。仕事での来日をきっかけに、自然環境保全に関心を
持った。帰国後、自然環境保全NPOで三年間働き、さらに自然保全に関す
る学びを深めるために留学を決意。 現在、京都大学森林科学専攻修士課程
で、里山における伝統的な地域の蝶類多様性について研究しており、里山
の生物多様性保全の視点から土地の利用と管理方法について提案を目指す。
趣味：蝶々・野生動物保護、伝統文化、民族文化、料理、スポーツ 
言語：中国語、日本語、英語

・生物多様性保全　　・伝統文化（お祭り）　
・食文化（中国と日本の比較）

シャピラ　ニコル　シール
京都大学　アジア・アフリカ地域研究研究科

専門分野・関心のあるテーマ

ヘルメッシュ（イスラエル）出身。大学での研究の傍ら、日本がもつ特有文
化や京都の伝統文化の習得にも取り組む。2017年から現在まで、日本の茶
道学校と着物の着付け教室に通い、習得した伝統文化の知識を活かし、イス
ラエルのヘブライ大学でのワークショップや、現地のテレビ番組で茶道を披
露するなど、多岐にわたり日・イスラエル間の国際交流に貢献。京都とイス
ラエル相互間の情報共有を高め、さらなる両者の交流への貢献を目指す。
言語：ヘブライ語、英語、日本語 

・東南アジアにおける日本と中国の競合　　・日本とイスラエルの国際関係
・日本の伝流文化（茶道、着付けと陶芸）

戴　嘉　
京都大学大学院　医学研究科　人間健康科学専攻

専門分野・関心のあるテーマ

遼寧省瀋陽市（中国）出身。2017年に来日し、翌年京都大学工業化学科
に入学。2022年からは同大学大学院に進学し、生体関連高分子化学の分
野を専攻し、マイクロ波によるタンパク質の制御について研究中。
趣味：料理、博物館、美術館巡り、神社巡り、映画鑑賞
言語：中国語、日本語、英語

・再生医療、幹細胞、バイオプリンティング
・ラテン文化、国際文化交流　　

陳　秋帆
チン　　  アキ  ホ

京都大学大学院　情報学研究科　システム科学専攻

専門分野・関心のあるテーマ

上海市（中国）出身。2018年に来日、京都大学工学部に入学。学部卒業
研究では、てんかん発作予測システムの性能向上について研究。2022年
から同大学大学院情報学研究科に進学し、学部からの研究を継続中。
趣味：旅行、中国箏（古筝）、書道
言語：中国語、上海語、日本語、英語

・データサイエンス（統計学、機械学習等）、医療ヘルスケア（てんかん、せん妄等）
・ 日本の歴史と伝統文化

馬　韵婷
京都大学大学院　工学研究科　高分子化学専攻

専門分野・関心のあるテーマ

台南市（台湾）出身。再生医療、バイオプリンティングの研究の傍ら、関
西及び京滋地区台湾学生会副会長、京都大学台湾学生会会長を務める。
趣味：旅行（アマゾンや北極など30カ国を周遊）
言語：中国語、閩南語、英語、スペイン語、日本語 

・再生医療
・マイクロ波化学、高分子化学
・日本文学（神話、近現代文学）
・美術史（日本における西洋美術の影響など）

尹　粹娟
ユン　　　ス ヨ ン

京都大学大学院　人間環境学研究科　共生文明学専攻

専門分野・関心のあるテーマ

慶山市（韓国）出身。2017年８月、嶺南大学日本文学・文化遺産解説専
攻卒業。2022年３月、京都大学大学院人間環境学研究科共生文明学専攻
修士課程卒業。2022年４月、同大学大学院人間環境学研究科共生文明学
専攻博士課程入学。
趣味：ヨガ
言語：韓国語、日本語、英語

・玄洋社のアジア主義における連帯の可能性・玄洋社と朝鮮半島との関係

河北省滄州市（中国）出身。2017年に来日し、2019年に京都府立大学
大学院文学研究科博士前期課程国文学中国文学専攻に入学。現在、同大学
院博士後期課程に在籍中。テキスト比較の面から、中国古典小説『紅楼
夢』の成立史の研究をしている。 
趣味：朗誦、散策、撮影、バドミントン
言語：中国語、日本語、英語

李　沫
リ　　　マツ　

京都府立大学　文学研究科　国文学中国文学専攻

専門分野・関心のあるテーマ
・中国文学（特に『紅楼夢』）、比較文学
・茶道・華道

張　玥
チョウ      ゲツ

同志社大学　法学部　法律学科

専門分野・関心のあるテーマ

河南省南陽市（中国）出身。2017年に来日して日本語を学び、2019年
４月に同志社大学へ入学しました。入学後は、法律の基礎を勉強した上
で、商学を副専攻として学んでいます。現在は国際私法と組織マネジメン
トを中心に研究しています。
趣味：ラーメン巡り、写真撮影、旅行
言語：中国語、日本語、簡単な英語

・国際私法
・リーダーシップ論、経営戦略論
・日本のパッケージデザイン

タイ　  チャ

マ　       イン テイ

新たな時代のかけ橋として

令和４年度任命友好大使
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李　耀漢
リ　　　　ヨハン

京都大学大学院　理学研究科　物理学・宇宙物理学専攻

専門分野・関心のあるテーマ
・言語・文化（韓国の日常・料理等）交流
・技術・文化・社会的なお話
・日韓の人材交流

令和３年度任命

※任命年度別、五十音順

関西在住の友好大使関西在住の友好大使

※任命年度別、五十音順

世宗特別自治市（韓国）出身。2017年、関西学院大学理学部の
交換留学を修了し、2019年に韓国でKyung Hee大学の物理学科
を卒業。現在、京都大学大学院理学研究科博士課程に在学中。素

粒子物理学、加速器中のビーム診断の研究をしている。
趣味：プログラミング、運動、語学、ゲーム
言語：韓国語、日本語（上級）、英語（中級）

梁　凱欣
リョウ　   ホイヤン

京都ノートルダム女子大学　現代人間学部　福祉生活デザイン学科

専門分野・関心のあるテーマ
・食生活デザイン（食の安全性、加工なども）
・日本と海外の家庭事情の比較（夫婦別姓、共働き夫婦など）

令和３年度任命

香港（中国）出身。2018年に来日し、東京の日本語学校に通っ
ていた。その後、フードスペシャリストになるために大学で食を
主に勉強し、みんなの食生活の向上を目指している。

趣味：楽器（ベース）、カセットテープの収集、深夜ドライブ
言語：広東語、日本語、英語、中国語

カン　ジフィ
大阪市在住

専門分野・関心のあるテーマ
・日本の伝統産業ブランド、地域ブランド、商品デザイン
・出身国のブランド開発、紹介

令和２年度任命

クアラルンプール（マレーシア）出身。2014年に初来日、１年
東京で日本語学校に通った。2016年４月に嵯峨美術大学に入学
し、2020年３月に卒業した。同年４月に修士課程に入学、

2022年卒業。マレーシアの文化に根ざした商品ブランド開発と研究をしていた。
趣味：旅行、国際交流、ものづくり
言語：日本語、中国語、英語、マレー語、広東語

リマンティ　デフィナ　エルフリダ
京都ノートルダム女子大学　国際言語学部　日本文化学科

専門分野・関心のあるテーマ
・日本のお祭や昔話（昔話はアニメにカバーストーリーがたくさんあって面白いです。）
・自国と日本の昔話の比較

令和２年度任命

西ジャワ島バンドン（インドネシア）出身。私の趣味は読書と言
語を勉強することです。今話せる言語は英語、日本語、母国語で
す。最近勉強し始めている言語は韓国語です。たくさん言語を話

すことができれば、将来に役立つと思います。
言語：インドネシア語、英語、日本語、韓国語

令和２年度任命

楊　光耀
ヨウ コウヨウ

同志社大学大学院　法学研究科　私法学専攻

江蘇省蘇州市（中国）出身。蘇州市という小さな町で生まれまし
た。2016年10月に来日し、翌年４月に同志社大学法学部法律学
科に入学し、現在は同大学院法学研究科で、主に国際私法及び国

際商事仲裁について研究しています。カメラを持って電車に乗ったり、自転車に乗っ
たりして一人で一日を過ごすことが大好きです。
趣味：楽器演奏（二胡、ギター）、声楽、写真撮影、散歩、読書
言語：中国語、日本語、英語
落ち着く場所：山科川沿い、鴨川沿い、比叡山、稲荷山（22時以降）

京都大学大学院　工学研究科　高分子化学専攻

専門分野・関心のあるテーマ
・幹細胞、発生生物学　　・高分子化学
・数理モデリング　　　　・自然科学全般
・日本の豊かな自然

内モンゴル自治区（中国）出身。2016年に来日し、北海道大学
医学研究科へ入学。その後、京都大学工学研究科博士課程に入学
し、現在、ヒト多能性幹細胞を利用して、ヒトの初期発生モデル

を構築している。趣味はゲーム、撮影、ハイキング、カラオケ、キャンプ。
言語：中国語、英語、日本語 

サプラ　シュレシュタ
京都大学　工学部物理工学科　機械システム学コース

専門分野・関心のあるテーマ
・日本の歴史（第二次世界大戦から高度経済成長期まで）

ハリヤーナー州（インド）出身。機械システム学コースでエンジ
ンを設計している。趣味は、アメフト、ハイキング、筋トレ。

言語：ヒンディー語、パンジャビ語、 英語、日本語

令和３年度任命

江蘇省南京市（中国）出身。中国の五年一貫制高専を卒業後、日
本語学校を経て、龍谷大学政策学部に入学した。入学後、主に環
境問題に着目し、研究を進めている。最近、アメニティー破壊問

題とLGBTに関心を持ち、持続可能な社会の実現に力を入れたいと考えている。趣味
は旅行でたくさんの地域と出会うことが自身の成長にもつながる。
趣味：旅行 
言語：中国、日本語、英語（日常会話）

令和３年度任命

令和３年度任命 令和３年度任命

シャミム　モハマッド　ジャン
京都大学大学院　農学研究科　農学専攻

専門分野・関心のあるテーマ
・日本大豆コレクションでの光合成の分析
・光合成が分析できるコンピューターモデルを製作　　

専門分野・関心のあるテーマ
・南京市と京都市におけるアメニティー破壊の共通点と相違点および解決策
・トランスジェンダーに対する社会的差別への考察

令和３年度任命

カーブル（アフガニスタン）出身。パクチヤ大学でのティーチ
ングアシスタントを経て、現在京都大学で大豆の生産性やリモー
トセンシングなどについて研究している。

趣味：運動、映画、コンピュータープログラミング、ショッピング 
言語：パシュト語（母語）、パルシヤ語、英語、日本語（中級）

張　博訳文
チョウ　    ハクヤクブン

京都大学大学院　地球環境学舎　環境マネジメント専攻

専門分野・関心のあるテーマ
・都市計画　　　　　　・都市農業の多面的な機能　　・緑地計画
・グリーンインフラ　　・SDGs

令和３年度任命

遼寧省瀋陽市（中国）出身。高校卒業後の2015年10月に来日
し、翌年4月に京都大学農学部森林科学科に入学。学部時代は環
境デザイン研究室に所属し、都市農業の気候緩和機能について研

究した。環境問題をもっと勉強したいため、地球環境学舎に進学した。
趣味：アウトドア、写真撮影・編集、庭園巡り、美術館巡り
言語：中国語、英語、日本語、ドイツ語（B1レベル）

令和３年度任命 令和３年度任命

令和３年度任命 令和３年度任命

佛教大学　歴史学部　歴史学科

専門分野・関心のあるテーマ
・東アジア海域における朝貢冊封関係に基づく国際体制、その形成、発展、崩壊の過程及び影響について
・国際政治、歴史的文化交流
・日本語学、宗教学

山西省晋中市（中国）出身。クラリネットやひょうたん笛を吹く
ことができます。また、日本語能力試験N1を取得しており、母
国で撮影サークルのリーダーを務めた経験があります。

趣味：筋トレ 
言語：中国語、日本語

王　哲
オウ テツ

林　訓材
イム フンジェ

京都市在住　　　　　　　　

専門分野・関心のあるテーマ
・ヘルスケアビジネス、スポーツビジネス
・京都と慶州の観光ビジネスの比較
・日本と韓国のエンターテインメント市場

令和２年度任命

慶州市（韓国）出身。2015年、母国で高校卒業後、京都先端科
学大学経済経営学部に入学。３年間の兵役と語学研修後、2019
年に復学、2022年卒業。大学在籍時は「ここ30年間の世界的金

融危機の歴史と因果関係」について研究していた。
趣味：映画鑑賞、筋トレ、スポーツ観戦
言語：日本語、韓国語、英語

王　壮壮
オウ ソウソウ

京都市在住　

専門分野・関心のあるテーマ
・チームワーク
・日本の科学技術

令和２年度任命

新疆ウイグル自治区和田市（中国）出身。2018年に中国の大連
外国語大学日本語学部を卒業後、2019年に龍谷大学へ入学し
2021年に卒業。たくさんの人と接する機会がある活動をしてい

きたいと思います。
趣味：撮影
言語：中国語、日本語、英語

テチャマタワオン　マリサ
立命館大学　国際関係学部　Global  Studies専攻

専門分野・関心のあるテーマ
・国際文化交流

令和２年度任命

バンコク（タイ）出身。2018年３月にタイの高校を卒業。その
後、日本人との様々な国際交流を経て、同年９月に立命館大学に
入学。

趣味：料理、日本国内旅行、カメラ
言語：タイ語、英語、日本語

涂　乗源
ト ジョウゲン

同志社大学大学院　法学研究科　私法学専攻　

専門分野・関心のあるテーマ
・外国判決の内国承認、執行の問題
・準拠法の比較法的研究
・国際取引に関する契約類型ごと作成する際の注意点
・国際主義と保護主義について

令和２年度任命

山東省煙台市（中国）出身。現在、同志社大学大学院法学研究科
に所属し、国際私法、国際取引法を中心に勉強しております。

趣味：鴨川巡り、ジョギング
言語：中国語、日本語、英語（日常会話程度）

専門分野・関心のあるテーマ
・国際私法・国際商事仲裁「中国大陸・香港と日本の仲裁判断の相互承認及び執行」

マイ　ティ　ホン　ニュン
京都市在住

専門分野・関心のあるテーマ
・日本のおもてなし精神
・日本の伝統文化（茶道、華道、着物）

令和２年度任命

ラムドン省バオラム県（ベトナム）出身。2013年にベトナムの
大学を卒業後、来日。その後2020年３月に専門学校を卒業し、
同年４月に平安女学院大学に入学、2022年卒業。話せる言語は

ベトナム語、日本語です。料理を作ることが好きです。

専門分野・関心のあるテーマ
・中国近代史（近代思想史）

王　艶文
オウ　　 エンブン

京都府立大学大学院　文学研究科　史学専攻　

河北省張家口市（中国）出身。2017年に来日し、2020年４月
から京都府立大学大学院に進学して、現在は清末、民国時代に大
活躍した梁啓超という人物を研究しております。

趣味：デジタル書、神社巡り、撮影
言語：中国語、日本語

郭　宇浩
カク ウ コ ウ

龍谷大学　政策学部　政策学科

ティンザー　ニン
京都大学大学院　工学研究科　社会基盤工学専攻　

専門分野・関心のあるテーマ
・複雑形状を有する高層構造物の空カ特性　　・母国文化の紹介　　・日本の和菓子と抹茶

モンユワ市（ミャンマー）出身。ミャンマーの南部を除くほとん
どの地域で育ちました。2017年３月に来日して京都大学工学研究
科に入学しました。現在は博士課程として橋塔や高層ビルの周り

に流れる風について研究しています。上手ではないけれど料理を作るのが大好きです。
二つの国の共通点や違いについて、皆さんと一緒に勉強しながら経験したいです。
趣味：絵、園芸、料理、ピアノ、バトミントン
言語：ミャンマー語、英語、日本語

尹　ソダム　　
ユン

滋賀県在住

専門分野・関心のあるテーマ
・東アジアの福祉政策の比較
・日韓の高齢者の生活・ケア・福祉政策

栄州市（韓国）出身。京都大学大学院で社会学を勉強しました。
最近の趣味は、韓国料理を作ってまわりの友達と一緒に食べるこ
とです。そして、BTSが好きで、BTSの韓国語の動画に日本語の

字幕を付ける趣味を楽しんでいます。

楊　雅韻　
京都大学大学院　文学研究科　現代文化学専攻

専門分野・関心のあるテーマ
・戦後日本のジェンダー問題（経済、大衆文化との関係）
・ソーシャルメディアにおけるコミュニケーションの形成　　・京都の町家、寺文化

福建省泉州市（中国）出身。2018年10月に研究生として来日
し、翌年の３月より京都大学大学院に入学。2021年４月から同大
学院の博士後期課程に進学。戦後日本における経済界とジェン

ダー形成との関係について研究している。
趣味：写真撮影、ハイキング、華道、美術館の常連客
言語：中国語、日本語、英語、閩南語

ヨウ　　　ガ　イン

李　帆
リ ハン
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許　俊暐
キョ シュンイ

京都大学大学院　農学研究科　応用生命科学

専門分野・関心のあるテーマ
・日本の発酵食文化
・香港と日本社会の比較

令和元年度任命

香港（中国）出身。2017年10月から広島大学で一年交換留学し
て、2018年10月から京都大学で修士に進学しました。研究内容
は微生物です。主に乳酸菌の発酵などプロバイオティックスの研

究をしています。
趣味：囲碁、散歩、ゲーム
言語：広東語、中国語、英語、日本語

金　亦衛
京都市在住

専門分野・関心のあるテーマ
・日本酒　　　・異文化交流　　・国際貿易　
・スポーツ　　・きき酒　　　　・越境EC

令和元年度任命

上海市（中国）出身。上海にいる時、よく在上海日本国総領事館
に行き、多くの国際交流活動に参加しました。2017年に半年
間、東京に短期留学しました。2018年10月京都に来た後、京都

情報大学院大学応用情報技術研究科に入学し、同学の学生会長を務めました。2020
年修了後、月桂冠株式会社（京都本社・貿易部）に勤務。SSI認定清酒国際唎酒師。
趣味：卓球、バドミントン、料理、旅行、撮影
言語：日本語、中国語、英語、上海語
　

キン エキエイ

宋　圓夢
京都大学大学院　文学研究科　社会学専修

専門分野・関心のあるテーマ
・日中のジェンダーのあり方、家族形態の比較
・日本の老人、児童福祉制度、日本での地域生活連携

令和元年度任命

浙江省紹興市（中国）出身。2017年９月に来日し、金沢大学で一
年間交換留学生として社会学を勉強してから、京都大学に来て、
東アジアにおける「主婦化」、「脱主婦化」のようなジェンダーの

あり方及び家族形態の比較研究をしています。今まで様々な異文化交流の活動に携わっ
ており、今後も京都府の府民と深く交流したいです。
趣味：運動系の活動、日中の伝統文化
言語：中国語、日本語、英語

ソウ エ ン ム

専門分野・関心のあるテーマ
・日本企業の組織経営
・過労死問題

張　逸然
チョウ イツゼン

兵庫県西脇市在住

令和元年度任命

遼寧省（中国）出身。2014年９月中国の大連外国語大学の日本
語学部に入学。2017年９月から2018年４月まで交換留学生と
して、龍谷大学の経営学部に編入しました。2018年４月から

2020年３月まで、龍谷大学の経営学研究科で個人と組織の統合問題を中心に研究し
ました。
趣味：映画鑑賞
言語：中国語、日本語、英語

ニュエン　ティ　トゥ　ジャン
神戸市在住

専門分野・関心のあるテーマ
・異文化比較（日本とベトナム、日本と他のアジアの国々、ベトナムと他のアジアの国々）

令和元年度任命

ヴィンフック県ソンロー市（ベトナム）出身。私は様々な国の文
化（特に日本の文化）に興味を持っています。それで京都ノート
ルダム女子大学国際言語文化学部に入学しました。日本語と日本

の文化を主に勉強し、特に「日本語表現」という授業では、日本語の表現だけでなく、
日本の考え方も学びました。私の趣味は読書です。日本語力を高めるためにも日本語で
読んでいます。そして私は日本語だけでなく英語も少しできます。日本にいる日本語が
話せない外国の人々とのコミュニケーションがとれるように英語をもっと勉強していき
たいです。

李　俏
リ ショウ

京都市在住

令和元年度任命

山東省青島市（中国）出身。2017年９月に交換留学で来日し、
2018年４月に龍谷大学大学院に入学。越境EC企業の経営と課題
について研究し、2020年３月に卒業。小学生の頃からずっと卓

球をやって、卓球を通して、世界中の人々と交流したい。
趣味：卓球、展覧会巡り
言語：中国語、日本語、英語、韓国語（少々）

専門分野・関心のあるテーマ
・越境EC
・日本文化、日本文学

呂　勇
ロ ユウ

京都市在住

専門分野・関心のあるテーマ
・日本企業のグローバル化
・日本の居酒屋の歴史と文化

令和元年度任命

遼寧省大連市（中国）出身。2014年中国大連外国語大学に入
学。2017年９月に交換留学で来日、2018年４月に龍谷大学大
学院に入学。中国における日系コンビニエンスストアの現状と課

題について研究し、2020年３月に卒業。中国の北方地方と南方地区の文化の違いを
紹介したいと思います。
趣味：ファッション、映画鑑賞
言語：中国語、日本語、英語、広東語

アサド　バハー　ラフラ　マリーナ
立命館大学大学院　文学研究科　英語圏文化専修　

専門分野・関心のあるテーマ
・言語学、語用論、母語と日本語の比較　　・異文化コミュニケーション、言語コミュニケーション

平成30年度任命

カイロ（エジプト）出身。2006年エジプトのアインシャムス大
学外国語学部日本語学科に入学。日本語、日本文化、翻訳などを
学び、在学中は筑波大学に１年間留学。来日後は大学で日本語や

日本語学、日本事情などの科目を教えた経験もある。2018年４月から立命館大学大
学院に進学し、語用論の分野で言語行動の「不満表明」について研究している。ファ
ラオなどの古代エジプトの紹介から現代エジプト人の生活や文化、芸能、観光地まで
色々なことを紹介したいです。
趣味：アメリカ映画鑑賞、旅行、料理　言語：アラビア語、日本語、英語

祁　偉健
キ イ ケ ン

京都市在住

専門分野・関心のあるテーマ
・車の排ガスに関する吸着操作、水処理

平成30年度任命

内モンゴル自治区（中国）出身の蒙古族。東京大学の研究生を経
て千年の都へ来た。

趣味：昭和時代が舞台のテレビドラマ（この世界の片隅に、昭和元禄落語心中等）、
ボーリング
言語：中国語、英語、日本語、モンゴル語

グエン　ファン　アイン
京都市在住

専門分野・関心のあるテーマ
・「フィルムツーリズム」という観光に対する現代メディアの影響力
・日本文化、法律などに係る来日ベトナム人のリテラシー問題

平成30年度任命

ハノイ（ベトナム）出身。大学では映画を中心として現代メディ
アと社会との関係について研究していた。在京都ベトナム学生青
年会の2018年度会長であり、日本に関するベトナム人向けの総合

情報サイトの管理者も務めている。ベトナム独特の文化、料理、伝統的な衣装、舞踊な
どを披露したい。日本人に限らず、色々な国の人とも文化交流を深めていきたいです。
趣味：写真、動画撮影
言語；ベトナム語、日本語、英語

朴　東潤
東大阪市在住

専門分野・関心のあるテーマ
・世界の動向を考える、国際関係論　　・子どもの教育と社会福祉

平成30年度任命

忠淸南道牙山市（韓国）出身。母国で高校を卒業後、21ヶ月間
の兵役を経て、2017年に来日。大学では様々な国の歴史、社
会、文化、言語などを勉強している。私は、韓国の簡単な料理の

レシピを紹介したり、すぐに使える簡単な韓国語を教えることが出来ます。また、韓
国の民族音楽の１つであるアリランを披露したいと思っています。皆さんに韓国のこ
とをもっと知っていただくために努力していきたいです。
趣味：歌うこと、運動、映画鑑賞、旅行
言語：韓国語、日本語

パク ドンユン

李　怡蕾
リ イ ラ イ

大阪市在住

専門分野・関心のあるテーマ
・漢方医学
・日本古代史
・直衣、狩衣

平成30年度任命

上海市（中国）出身。上海中医薬大学（鍼灸専攻）を卒業し、同
志社大学で医療用機械について学びました。日常生活に役立つ漢
方医学の運用や、体に良い体操を紹介したいと思います。また、

中国語のほか、上海の方言も面白いので、皆さんに教えたいです。
趣味：読書、神社・寺院巡り、数学ゲーム
言語：日本語、中国語、英語

劉　泓子
リュウ ヒ ロ コ

大阪府豊中市在住

専門分野・関心のあるテーマ
・老舗の国際化　　・ミクロ経済学
・日本の伝統文化及び伝統産業の国際化

平成30年度任命

上海市（中国）出身。来日後、京都大学国語学国文学研究科を卒
業し、京都の老舗企業に勤務。現在は、大阪大学大学院に在学
中。伝統文化に大変興味を持っており、特に中国と日本の伝統芝

居に深い興味があります。中国の伝統文化が凝縮されている昆劇や京劇などの紹介や
上海のグルメを皆さんに御紹介できるかと思います。
趣味：古典文学、伝統芝居（文楽、歌舞伎等）
言語：日本語、英語、中国語

フィン　ホン　フック
大阪市在住

専門分野・関心のあるテーマ
・世界遺産、コンテンツツーリズム
・世界の食文化
・地域活性化

平成29年度任命

ホーチミン市（ベトナム）出身。2014年に来日。ベトナム料
理、歌、民族衣装を通じて、母国の文化を紹介したいです。京都
府名誉友好大使として、日本とベトナムの文化の交流や発展に寄

与したいと思います。
趣味：肖像画（鉛筆画、水彩画）、旅行、音楽、写真撮影
言語：ベトナム語、日本語、英語、中国語

専門分野・関心のあるテーマ
・地方公務員の人事評価制度の効果について

ルオン　カイン　ティエン
大阪府箕面市在住

平成29年度任命

ハノイ市（ベトナム）出身。2008年にベトナムの国家行政学院
大学を卒業後、2011年までベトナム石油ガスグループに勤務。
2012年５月に来日し、メリック日本語学校を卒業し、京都府立

大学では日本の地方公務員の人事評価制度について研究していました。日本の文化・
景色の美しさをベトナムの人々に伝えていきたいです。
言語：ベトナム語、日本語、英語

ルポシュ　マハディ　サルワト
京都市在住

専門分野・関心のあるテーマ
・日本とバングラデシュの伝統工芸（竹細工等）
・伝統工芸職人の生活について

平成29年度任命

ダッカ（バングラデシュ）出身。2011年に来日し、2016年に
京都工芸繊維大学卒業。バングラデシュの地場産業活性化につい
て研究。バングラデシュの伝統的で色鮮やかな刺繍の模様を紹介

していきたいです。
趣味：映画鑑賞、ギター
言語：日本語、英語、ベンガル語、ヒンディ語

ガラス　セゲル　ハビエラ　クリスティナ
京都市在住

専門分野・関心のあるテーマ
・文化交流、特に日本とチリについて
・英語教育、英語上達のための教授法（現在日本の高校で英語の授業のインターンシップをしています。）

平成28年度任命

サンティアゴ（チリ）出身。母国で高校の教員として働いてい
た。2015年に大学院生として来日しました。卒業後はインターナ
ショナルスクールに勤務しており、チリの音楽（ギター演奏、

歌）が好きです。
言語：スペイン語、ポルトガル語、英語、日本語

カーロイ　オルショヤ
京都市在住

専門分野・関心のあるテーマ
・百人一首と他の和歌
・競技かるた
・漢詩
・ハンガリーと日本料理

平成28年度任命

シゲトハロム（ハンガリー）出身。ハンガリーで学士と修士課程を
卒業し、2015年に研究生として来日し、百人一首の研究を開始し
た。2016年に博士課程後期に進学し、2019年に博士号を取得。

趣味：競技かるた、クッキング、読書
言語：ハンガリー語、日本語、英語

ジャルガルサイハン　ジャルガルマー 
京都大学大学院　教育学研究科　教育科学専攻

専門分野・関心のあるテーマ
・教育学、比較教育政策学、教育行政学、高等教育学、異文化間教育
・日本の伝統文化、日本伝統芸術

平成28年度任命

ウランバートル（モンゴル）出身。2011年11月来日、京都国際
アカデミー日本語学校、佛教大学を経て、2015年京都大学大学院
入学。政治経済体制が変動した国々の教育について研究。趣味は

異文化に触れることで、日本各地への旅行や小中学校へのボランティア教育活動を通じ
て交流を図っている。
言語：モンゴル語、日本語、英語、中国語（初級）

専門分野・関心のあるテーマ
・伝統模様、折り紙、ペーパークラフト

ヘウツンチャラン　ピトゥモン
京都市在住

平成28年度任命

チェンマイ（タイ）出身。初めて来日した時から日本のパッケー
ジと折り紙の技術に憧れて、日本に留学することが目標になりま
した。京都工芸繊維大学でグラフィックを中心に「模様」に関し

て研究していました。
言語：タイ語、英語、日本語



関西在住の友好大使関西在住の友好大使

76 ※任命年度別、五十音順※任命年度別、五十音順

王　森平
オウ　   シンペイ

亀岡市在住

専門分野・関心のあるテーマ
・日本企業の組織経営
・京セラフィロソフィ、アメーバ経営、京セラ会計学

平成27年度任命

四川省自貢市（中国）出身。
2010年に初来日、２年間日本語学校「京都アカデミー」に通っ
た。2012年４月に京都学園大学経営学部経営学科に入学し、

2016年３月に卒業。
研究内容：「情報と職業・キャリアマネジメント・工業簿記」の一考案
趣味：料理、ボランティア、海外旅行、バドミントン、ビリヤード、読書
言語：中国語、日本語、英語、四川語

孫　群姍
ソン グンサン

京都市在住

平成27年度任命

陝西省西安市（中国）出身。
2008年10月に来日し、京都文化日本語学校、龍谷大学文学部を
経て、2012年４月に京都府立大学大学院に進学しました。博士

前期課程は、今日の教育格差問題を取り上げて、日中の教育行財政制度について比較
研究を行いました。
趣味：旅行、料理、登山など
言語：中国語、日本語、英語

専門分野・関心のあるテーマ
専門分野：比較教育学、教師教育学、教育制度論
関心：発達障害者に対する支援、東アジアの少子高齢化問題と福祉保障など
 

ボヴァ　エリオ
京都市在住

専門分野・関心のあるテーマ
専門分野：日本語・日本舞楽
関心：日本映画、日本密教、摺り物

平成27年度任命

カンパニア州カセルタ市（イタリア）出身。
ナポリの東洋大学で日本語、チベット語、フランス語を含んだ「東アジ
アの言語と文化」学部を2011年７月に卒業し、同大学で修士課程に登

録し、2014年5月に卒業する（2013年10ヶ月オランダのレイデン大学に留学）。現在、立命
館大学でJSPS外国人特別研究員として、植民地期に執筆された作品における「フィクション」
と「ノンフィクション」の２つのジャンルについて研究をしている。
趣味：旅行、チェス、映画等
言語：イタリア語、日本語、英語、スペイン語、フランス語

李　東炫
イ　   ドンヒョン

大阪市在住

専門分野・関心のあるテーマ
・日本の伝統文化（祭り、年中行事、祭礼）
・日本の中に存在している韓国文化

平成26年度任命

ソウル特別市（韓国）出身。韓国語教師１年間の経歴を持ってお
り、大学で日本語の歴史や音声学を研究していた。趣味は書道で
す。

言語：日本語・韓国語

ザオプトラ　アントニウス　アンドレ
神戸市在住

専門分野・関心のあるテーマ
・理科全般、特に化学（錯体化学、生物無機化学、有機化学）
・日本語学校で留学生の受け入れから管理、進学指導まで
・コーヒー生豆の輸入、品質管理

平成26年度任命

ジャカルタ（インドネシア）出身。2010年に母国の高校を卒業
後、大阪の日本語学校で日本語を学び2012年に卒業。その後、
同志社大学・大学院で学び、2018年に理工学研究科修士課程修

了。日本語学校で２年間就職した後、2020年６月から神戸にある外資系のコーヒー
の商社に就職。

ナガウ　ハイリアング
京都市在住

専門分野・関心のあるテーマ
・日本の伝統文化（剣道、華道、着物、なまはげ　など）　　・日本人の生活習慣礼儀
・日本の科学技術、経済や政治など

平成26年度任命

プノンペン首都（カンボジア）出身。
経歴：2009年～10年　文化外国語専門学校、2010年～12年　日
本工学院専門学校、2012年～14年　群馬大学、2014年～　京都大
学大学院

研究内容：たんぱく質やゲノムなどの立体構造を機械学習及び統計的数学によって予測
するという研究を行っていました。製薬業界や薬の副作用の削減に役に立つそうです。
趣味：旅行、交流、映画音楽鑑賞、カラオケ、バドミントン、料理
言語：カンボジア語（母語）、英語、中国語、日本語

ランドリアマナンツァ　ステファン　オリヴィエ
大阪府寝屋川市在住

専門分野・関心のあるテーマ
・日本の庭園文化（日本の伝統的な構成）

平成26年度任命

アンタナナリヴ州アンタナナリヴ市（マダガスカル共和国）出身。
経歴：2011年９月　アンタナナリヴ大学英米文学研究科、
2013年３月　京都教育大学連合教職実践研究科、2013年４月

京都大学大学院地球環境学舎
研究内容：熱帯林に植生物多様性への撹乱による影響に関する研究
趣味：旅行、音楽
言語：マダガスカル語、フランス語、英語、日本語
スポーツ：サッカー

陳　逸璋
京都市在住

専門分野・関心のあるテーマ
・国際ビジネスと投資
・異文化コミュニケーション
・日本式マーケティング戦略
・食文化と健康

平成25年度任命

台北市（台湾）出身、台湾国立成功大学卒業後、証券会社と大手
メーカーで４年働き、2011年来日、2014年同志社大学MBAを
卒業し、現在老舗製薬会社の海外事業部で働いています。趣味は

運動、旅行と料理です。
言語：日本語、英語、台湾語、中国語

チン イッショウ

ヒュー　ズーシン

専門分野・関心のあるテーマ
・伝統的、環境に優しい建物
・国際交流、語学

平成25年度任命

クアラルンプール（マレーシア）出身。2012年京都大学大学
院工学研究科研究生として来日し、建築学を専攻。翌年に同
科の修士課程に入学。卒業後はメーカーに就職。趣味は絵

画、ピアノ、旅行。

大阪市在住

ラブロウ　セーニャ
京都市在住

専門分野・関心のあるテーマ
専門分野：看護学、助産学
関心：マラソン、ウルトラマラソン

平成25年度任命

デュッセルドルフ（ドイツ）出身。2006年に来日後、老舗和菓
子屋に就職。明治国際医療大学へ進学、看護師と助産師の免許を
修得した後、大阪の総合病院で助産師として勤務。現在は明治国

際医療大学の助手を勤めています。

アイヤル　クリティカ
神戸市在住

専門分野・関心のあるテーマ
・環境問題、国際文化交流

平成24年度任命

マハラシュトラ州プーネ市（インド）出身。
2010年４月京都大学大学院工学研究科研究生として来日。
2011年４月同大学院工学研究科修士課程に入学し、環境流体に

ついて研究。卒業後は日本で就職。
趣味：音楽、料理、編み物、海外旅行
言語：英語、日本語、インドの言葉（タミル語、ヒンディ語、マラティ語、カナダ語）

郭　煜
カク イク

京都市在住

専門分野・関心のあるテーマ
・帰国子女と在日外国人の子ども
・教育の国際化
・異文化交流
・日本の伝統文化（茶道・華道・着物）

平成24年度任命

遼寧省瀋陽市（中国）出身。2009年４月に来日。日本語学校で
２年間勉強し、2011年に京都教育大学に入学。趣味は旅行、ピ
アノ、読書。

言語：中国語、日本語、英語

銭　斯惠
チン　   スーフィ

大阪府吹田市在住

専門分野・関心のあるテーマ
・エネルギー、廃棄物処理、交通問題
・まちづくり、都市計画

平成24年度任命

シンガポール出身。2009年来日。大阪日本語教育センターで一
年間入学の準備をし、2010年に京都府立大学公共政策学部入
学。2014年３月に同大学を卒業。

趣味は旅行、現代音楽を聞く、歌うこと、映画鑑賞。話せる言語は英語、中国語、日
本語。

専門分野・関心のあるテーマ
・日本の料理・食文化
・日本の伝統的および現代的な文化
・国際交流（異文化におけるコミュニケーション）
・出身国の紹介（ベトナム語、伝統文化、ホーチミン料理）

フィン　バオ　チャン
大阪市在住

平成24年度任命

ホーチミン市（ベトナム）出身。2005年ベトナム国家・ホーチ
ミン市工科大学を卒業。京都ノートルダム女子大学大学院・人
間文化研究科・調理学研究室で食品に関して研究。趣味は、国

際交流、言語、料理、調理、デザイン、音楽、PC、スポーツ。話せる言語は、ベト
ナム語、英語、日本語。

マーリシェヴァ　オーリガ
滋賀県栗東市在住

専門分野・関心のあるテーマ
・欧州連合の経済（欧州近隣政策）

平成24年度任命

クルィヴィーイ・リーフ（ウクライナ）出身。ウクライナのキー
ウ国立大学で日本語、日本文化を専攻し、４年間勉強しました。
キーウ国立大学を卒業し、日本・京都の龍谷大学へ留学。龍谷大

学の経済学研究科に所属し、欧州連合、その拡大、外交政策、主に欧州近隣政策を研究
した。
趣味は旅行、観光、写真、サイクリング、料理、絵画。
言語：ウクライナ語とロシア語は母国語で、日本語、英語が話せる。ドイツ語（初級）

喬　彬
京都市在住

専門分野・関心のあるテーマ
・社会心理学
・「観光立国」における留学生の役割について―留学生と観光ボランティアとしての可能性―

平成23年度任命

錦州市（中国）出身。2003年来日後、日本語学校を経て、立命
館大学文学部に進学。その後、京都大学大学院に進学。2011年
より京都地区中国留学人員友好聯誼会、京都大学中国留学生学友

会会長に就任。研究内容は「観光立国」における留学生の役割について。趣味は読
書、旅行、国際交流。話せる言語は中国語、日本語、英語。

キョウ ヒン

周　巍巍
京都市在住

専門分野・関心のあるテーマ
・日中ビジネス。商習慣のギャップを乗り越えるビジネスモデルの構築
・中国食品安全問題を中心に、中国の飲食業のＣＳＲ活動の展望
・在日中国留学生の支援活動（2009年同志社大学中国留学生会会長、2011年西日本地区中国留学人員
　友好聯誼会副会長就任）

平成23年度任命

江蘇省塩城市（中国）出身。2004年来日。１年半日本語を学
び、同志社大学商学部に入学。2010年４月、同志社大学大学院
ビジネス研究科（ＭＢＡ課程）で学ぶ。趣味：イベントの企画・

実行、旅行、バスケットボール。話せる言語：中国語、日本語、英語。

シュウ　　  ギ    ギ

シガル　オレーナ
京都市在住

専門分野・関心のあるテーマ
・母国の紹介
・日本近代文学の翻訳
・絵本の読み聞かせ
・ポジティブ教育、バイリンガル教育

平成22年度任命

キーウ市（ウクライナ）出身。2013年に京都大学大学院博士後期
課程修了。現在は（公財）京都市国際交流協会の職員。
言語：ウクライナ語、ロシア語、日本語、英語。

娜仁　雅
京都府城陽市在住

専門分野・関心のあるテーマ
・国際経済に活かせる少数民族文化

平成22年度任命

内モンゴル自治区（中国）出身。2006年９月に来日し、龍谷大
学留学生別科で１年半ほど日本語を勉強して、2008年４月に同
大学経済学部に入学。国際経済について勉強した。趣味は旅行、

異国の文化、少数民族の歌など。
言語：モンゴル語、中国語、日本語

ナ レ ン ト ヤ

専門分野・関心のあるテーマ
・日本と中国の経営上の違い
・中国で活躍している日本経営

李　花
リ カ

京都市在住

平成22年度任命

吉林省延吉市（中国）出身。2006年10月来日。京都の日本語学
校で勉強し、2008年４月に龍谷大学に入学。趣味は物事を分析
し、自分なりの答えを見つけ出すことと、部屋を飾ること。

言語：中国語、韓国語、日本語、英語
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レン　フン　ミン
滋賀県東近江市在住

専門分野・関心のあるテーマ
・日本の教育（障害児教育、子育て、しつけなど）
・日本人像
・日本の文化と社会

平成22年度任命

ホーチミン市（ベトナム）出身。佛教大学で日本とベトナムの障
害児教育について共通点と相違点を研究。趣味は歌を歌うことや
踊ること。

言語：ベトナム語、日本語、北京語、広東語、英語

張　剣虹
チヨウ ケンコウ

京都市在住

専門分野・関心のあるテーマ
・幼児音楽教育における日中比較
・日本歌謡、民謡と中国歌謡、民謡との比較

平成21年度任命

山東省日照市（中国）出身。中国石油大学教育学院卒業。2003
年に来日し、2009年に京都教育大学学校教育専修入学。同時に
京都産業大学非常勤講師を勤める。趣味は音楽、旅行、人と人と

の交流。
言語：中国語（標準語二級甲等）、日本語

林　依蓉
リン　　イ ヨ ウ

京都市在住

専門分野・関心のあるテーマ
・地域の暗黙知（地域の特徴）
・人間と自然との共生構造
・内発的町づくり
　

平成21年度任命

台北市（台湾）出身。2008年来日。留学生別科を経て2014年
龍谷大学経営学部卒業、その後、一年間交換留学生としてデン
マークで勉強した。2019年京都府立大学生命環境科学研究科博

士前期課程修了。様々な所へ行ったり、異なる文化を深く理解することが趣味。
言語：台湾語、中国語、日本語、英語、ドイツ語（初期）

周　永芬
シュウ エイフン

京都市在住

専門分野・関心のあるテーマ
・教育心理学（異文化間教育学）
・異文化コミュニケーション（日本と中国の比較）
・言語特殊教育（言語習得の特徴）

平成21年度任命

湖南省長沙市（中国）出身。1999年７月湖南省ラジオテレビ局
附属専門学校で会計学科を卒業。同年10月から長沙市の電気会
社で営業の仕事を３年間。2002年５月に来日。龍谷大学大学院

修士課程修了。大学の時から日本人学生との異文化交流や、中国語の通訳ボランティ
アなどの活動に参加。趣味は料理をつくることと山に登ること。話せる言葉は、中国
語、日本語、英語（若干）。

高　岩
コウ　　ガン

滋賀県大津市在住

専門分野・関心のあるテーマ
・言語学（英語学）　　・外国語教育と言語の習得（日本と中国の現状の比較）
・広告（英語、日本語、中国の広告の比較）　　
・出身地の紹介（文化伝統や漢方薬などを含む特産品について）

平成20年度任命

吉林省（中国）出身。2001年東北師範大学外国語学部を卒業。同
年、日本の外国語教育に関心を持ち来日。留学生別科、大学院研
究生の勉強を経て、2004年４月龍谷大学大学院文学研究科に入

学。現在、龍谷大学の非常勤講師。様々な国際イベントに参加し、通訳、翻訳などを経
験。言語学理論による広告の分析をテーマにして研究。
趣味は、美術館巡り、映画鑑賞、読書。話せる言語は中国語、日本語、英語。

田　呈媛
テン　   ディエン

京都市在住

専門分野・関心のあるテーマ
専門分野：音楽、中国における西洋音楽受容の歴史

平成20年度任命

遼寧省瀋陽市（中国）出身。瀋陽音楽学院フルート専攻を卒業。
元黄河科技大学音楽学院フルート科講師。京都市立芸術大学大学
院研究留学生として来日。同大学院音楽研究科修士課程修了、大

学院賞受賞。2018年同大学院音楽博士学位を修了。博士論文は『中国における西洋
音楽受容の歴史―北京と東北地方の西洋音楽職人を中心に―』。

朱　天愚
京都府宇治市在住

専門分野・関心のあるテーマ
・日本及び日本語に関するすべて（それを私の人生のテーマにしたい）

平成20年度任命

上海市（中国）出身。大学時代は中国文学を学び、来日後、京都
府立大学で日本語学を専攻にしながら「日本書紀」という漢文で
書かれた史書の文章論を扱っていた。趣味は語学の勉強、電子機

械、篆刻、古本他いろいろ。習得した言語及び習得中の言語を時間順で並べると、上
海語、標準中国語、日本語、漢文、朝鮮語。

シュ テ ン グ

鄭　雪蓮

専門分野・関心のあるテーマ
・中国と日本の比較教育と子どもの心理
・教育問題（いじめ、不登校など）
・中国に住んでいる朝鮮民族なので、出身地の独特な民族文化、料理などを紹介したい。

平成19年度任命

吉林省延吉市（中国）出身。2004年10月に関西語言学院で一年
半日本語を勉強して、2006年４月に京都教育大学に入学。趣味
は読書、写真撮影。

言語：韓国語、中国語、日本語、英語

テイ　  セツレン

京都市在住

ノリーン　キン　レー　ニュー
神戸市在住

専門分野・関心のあるテーマ
・国際貧困協力
・出身国の伝統的な踊り
・日本舞踊

平成19年度任命

ミッチナー市（ミャンマー）出身。2002年ミャンマーの高校を
卒業し、2003年10月来日。京都の民際日本語学校で１年半、京
都コンピュータ学院学校の日本語研修センターで１年日本語を勉

強し、龍谷大学経済学部へ入学。卒業後、大阪市立大学大学院に進学。趣味は踊り、
子どもと遊ぶこと、読書。話せる言語はミャンマー語、日本語、民族語（カチン
語）。

方　海瑛
ホウ カイエイ

大阪府泉北郡在住

専門分野・関心のあるテーマ
・日・中・韓言語文化比較
・女性のトータルビューティー
・イメージトレーニング

平成19年度任命

1998年に来日し、2008年３月に京都外国語大学大学院を修了
した、中国吉林省出身の朝鮮族です。趣味はヘルシーなアジア
ン創作料理を作ることです。中国の朝鮮族について紹介したい

です。

マツヤマ　オジョス　タケシ
兵庫県西宮市在住

専門分野・関心のあるテーマ
・外国に伝わった日本文化（武道）

平成19年度任命

ボゴタ市（コロンビア）出身。研究内容は、分子レベルでの生物
の進化について視覚をモデルとして研究。趣味は、ロッククライ
ミング、合気道、おりがみ、生物。話せる言語は、スペイン語、

英語、日本語。

呉　鴻
ゴ 　  コウ

京都市在住

専門分野・関心のあるテーマ
・東アジアの芸術
・文化交流

平成18年度任命

福建省福州市（中国）出身。京都精華大学大学院芸術研究科修
了。近年は、「新視覚」プロジェクトを展開し、日中韓を中心と
したアジアの芸術交流に尽力。映像作品を発表しながら、京都光

華女子大学で非常勤講師を務める。

専門分野・関心のあるテーマ
・日系企業向けの中国進出サポート
・書道の相互交流
・薬膳（漢方薬を使用した料理）の作成

張　玉萍
チョウ　　ギョクヘイ

大阪府東大阪市在住

平成18年度任命

山東省青島市（中国）出身。2001年に来日。京都の大学院で
マーケティングを専攻。主に化粧品における消費者ニーズの捉
え方について論文を作成。卒業後、大阪にある精密機器会社に

入社し、マーケティングの知識と言語力を活かして、海外営業を行っている。話せる
言語は英語、日本語、北京語。

張　麗麗
チョウ　   リーリー

大阪府枚方市在住

専門分野・関心のあるテーマ
・情報教育（教育心理学、情報社会での子どもの教育）
・企業システムのグローバル化
・日本と中国の文化異同
・タイムマネジメント

平成17年度任命

黒竜江省（中国）出身。1999年、中国ハルビン工程短期大学卒業
後に来日。京都ＹＭＣＡにて日本語を勉強し、2001年４月同志社
大学知識工学科の特別学生として入学。2002年４月京都教育大学

に入学し、「モデル化とシミュレーション」教材について研究。2006年３月卒業。趣味
はスポーツ鑑賞、料理、アイススケート。話せる言語は中国語、日本語。

鄭　愛莉
京都市在住

平成17年度任命
テイ　　  ア イ リ

陝西省西安市（中国）出身。1994年、95年交換教員として京都府立大
学に在籍。様々なイベントに多く参加し、通訳などを経験。1997年から
2004年３月まで西安外国語大学日本語学科講師、助教授として基礎日本
語、日本文化などの授業を担当。外国人を受け入れる「漢学院」で日本

人訪中団への中国文化の授業も担当して、訪中団の通訳、ガイドも多く経験。2004年２月から
現在まで、京都の大手企業の中国赴任前の中国語や中国文化などの紹介をしたり、中国友好グル
ープで中国事情を紹介したりする交流活動に参加。現在の研究テーマは、日本語表現における異
文化理解の混乱性に関する研究－中国人の場合。趣味は歌、料理、旅行、柔軟体操など。
言葉：中国語、日本語、英語
専門分野・関心のあるテーマ
・異国の風俗習慣の違いで起きた誤解　　・「同文同種」といわれる中国語・日本語のおもしろさ
・現代社会の若者の交流方法　　・大学を含めた教育問題

布仁吉雅
大阪市在住

専門分野・関心のあるテーマ
・日本の伝統文化（伝統舞踊、歌舞伎、祭り）
・異文化交流（モンゴル民族文化、食べ物、風俗習慣などの紹介）
・日本の学校教育（現場教師の教育方法、手段）　　・同和、人権問題

平成17年度任命

内モンゴル自治区（中国）出身。1994年モンゴル民族師範学校卒
業後、モンゴル族小学校で教師として勤務。その間内モンゴル財
経学院法学部で勉強。2002年10月に来日後日本語を学び、2004
年４月京都教育大学教育学部研究生として入学。2005年４月、同

大学院教育学研究科修士課程に進学し、人権教育の内容と方法について研究。
趣味：民族舞踊、スポーツ
話せる言語：モンゴル語、中国語、日本語

ブ リ ン ジ ャ ー

李　響寧
京都市在住

専門分野・関心のあるテーマ
・再生可能エネルギー、特に風力発電の利用、開発
・出身地の紹介（有名な観光地、お土産、日本にとってよい投資産業）
・機械分野の通訳・翻訳　　・京都府中小企業の中国進出の手伝い

平成17年度任命

山東省煙台市（中国）出身。2001年７月に栖霞市第四高中を卒業
し、2001年９月に中外合作山東龍口徐福文化交流学校で日本語を
８ヶ月勉強。2002年９月に龍谷大学経済学部に入学し、2006年

９月に卒業。大学在籍時、風力発電、風車の仕組みと歴史について勉強。現在、機械
メーカーで中日貿易担当として勤めている。趣味は読書、山登り、コミュニケーショ
ン、料理。話せる言語は中国語、日本語、英語（少し）。

リ 　  キョウネイ

韓　秋月
兵庫県芦屋市在住

専門分野・関心のあるテーマ
専門分野：中国民族音楽（二胡）、中国文学（詩など）、中国演劇（舞台劇、現代劇）、日本音楽、音楽教育
趣味：旅

平成16年度任命

陝西省西安市（中国）出身。中国古都―西安に生まれ、幼い頃より両親
の影響で音楽、舞踊、歌など習い、中国、西北大学芸術学部卒業後、陝
西省歌舞劇院音舞団に入団。二胡奏者として活動し、テレビ、ドラマな
どにも出演。来日後、京都市立芸術大学大学院音楽修士課程修了。様々

なコンサート、日中友好イベント、お寺などの演奏会、二胡演奏者、講師、プロのナレーター
など幅広く活動。2008年作家デビュー。著書《中国詩魅力》（中国文史出版社）、日本の音
楽、文化に関する評論を雑誌《中国文芸》、《延河》、新聞《西安晚报》などに掲載。
言語：中国語、日本語、英語

カン　   シュウゲツ

専門分野・関心のあるテーマ
・出身国の紹介（言葉、伝統文化、料理、観光）
・日本のマスコミ（観光）　　・日本の伝統文化（食生活習慣、お寺）

ミャ　ティダ　キョウ
大阪府豊中市在住

平成16年度任命

ヤンゴン市（ミャンマー）出身。ヤンゴン大学で1993年に科学
研究科修士課程を卒業し、1993年～1995年までヤンゴン外国
語学院で日本語を学習。1996年～1999年まで日本語のツアー

ガイドでヤンゴン市内の旅行会社に勤務。2000年に来日後、４月に龍谷大学に入
学。2004年に経済学部を卒業。2006年同大学経済学研究科を修了。2006年大阪市
の旅行会社に入社。手配勤務ミャンマー担当。趣味は旅行、映画・音楽鑑賞。話せる
言葉はミャンマー語、日本語。

逄　軍
パン　 ジュイン

京都市在住

専門分野・関心のあるテーマ
・社会人類学、映像社会学、ドキュメンタリー映画制作
・日本の伝統文化（京町家・舞妓・祭りなど）
・中国と日本の食・住文化など

平成15年度任命

山東省青島市（中国）出身。中国海洋大学海洋工学部を卒業し、
同大学物理学部、科学技術研究所勤務を経て来日。同志社大学大
学院文学研究科博士後期課程修了、博士号（社会学）取得。現

在、びわこ学院大学教員。
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※任命年度別、五十音順

任命
年度 名　　　前 性別 現在の

所在地　等 出身地（参考）
タカノ　ヴィオレッタ　ミサキ
京都市在住

平成14年度任命

ブラジル、アマゾン河の河口に位置するベレン市出身。1996年
来日、2003年に京都教育大学、修士課程を修了。その後京都大
学大学院にて、日系移民の教育に関する研究を行う。現在は京都

府内に勤務。二児の母。趣味は、サイクリング、読書、イラスト、手芸。
 
専門分野・関心のあるテーマ
・日本美術
・世界の子育て、国際結婚
・アマゾンの文化、生活、遊び

金　珉
キン ミン

兵庫県尼崎市在住

専門分野・関心のあるテーマ
・文化財（平面絵画）の保存修復・模写
・日本・韓国の昔からの遊び
・美術教育

平成14年度任命

全羅南道光州市（韓国）出身。全南大学大学院修士課程を1995
年に修了。1999年に京都市立芸術大学大学院修士課程に入学。
2001年４月から同大学院博士課程で保存修復について研究。趣

味は水泳、似顔絵、料理等。話せる言葉は韓国語、日本語。

バユス　カンパ　ユイス
京都市在住

専門分野・関心のあるテーマ
・経済社会学・経済政策、特に日本とヨーロッパとの比較

平成11年度任命

バルセロナ市（スペイン）出身。バルセロナ自治大学を1992年
に卒業。1996年に立命館大学大学院に入学し、2002年に同大
学院社会研究科の博士号を取得。現在スペイン語非常勤講師。

ムッサ　アダマ　デンベレ
京都市在住

専門分野・関心のあるテーマ
・都市文化の比較研究
・マリと日本の伝統における変化
・マリの都市や地方での生活様式

平成10年度任命

セグ市（マリ）出身。リセ・ド・バダラ高等学校を1987年に卒
業し、北京の清華大学建築系を卒業。1997年京都工芸繊維大学
大学院に入学し、2003年に博士課程を修了、Ph.D.を取得。現

在、京都府立大学の研究員として、日本とマリにおける内発的地域づくりの研究や活
動を行っている。話せる言葉はフランス語、バンバラ語、日本語、英語、中国語。

柳　綏美
リュウ        ス      ミ

京都市在住

専門分野・関心のあるテーマ
・幼児教育（幼稚園・家庭・地域社会教育）
・日本の伝統文化（茶道、書道、邦楽器、舞踊、日本画等）
・出身国の紹介（言語、教育、料理等）

平成10年度任命

全羅南道順天市（韓国）出身。京都外国語専門学校、関西学院大
学講師。韓国放送通信大学を1997年に卒業。1998年京都女子大
学大学院に入学し、幼稚園と小学校の連係教育について研究。趣

味はフルート演奏等。話せる言葉は韓国語、日本語。

シュー　ヒンシン
大阪府枚方市在住

専門分野・関心のあるテーマ
・出身国の紹介（多民族社会・文化）
・マレーシアと日本のインターネット事情の比較

平成９年度任命

ペラ州カムパル郡マーバンティアワン村（マレーシア）出身。プ
イエン・カムパル高等学校を1991年卒業。1994年龍谷大学に
入学。1998年同大学院に進学。2000年修士課程を修了。趣味

はパソコン。話せる言葉はマレー語、日本語、英語、中国語。

ア　キャーミル　トプラマオール
大阪市在住

専門分野・関心のあるテーマ
・国際政治学
・日本政治外交史

平成４年度任命

イスタンブル市（トルコ）出身。中東工科大学を1986年に卒
業。1988年京都大学大学院に入学、国際政治学について研究
し、1993年博士課程を修了の後、1999年に同大学大学院法学

研究科博士課程に再入学。2002年３月卒業。トルコ文化協会会長。各地で「トルコ
文化と生活」について講演。趣味は水泳、スキー、習字、スキューバダイビング。話
せる言葉はトルコ語、日本語、英語、フランス語。

ウスビ　サコ

専門分野・関心のあるテーマ
・日本の住まいと様々な国の居住環境
・出身国の紹介　　・日本の教育問題

平成４年度任命

バマコ（マリ）出身。バマコ技術高等学校を1985年に卒業し、
1990年に中国南京東南大学建築系を卒業。1992年京都大学大
学院に入学、1999年に博士課程を修了（京都大学博士＜工学＞

取得）。住宅計画を専門に広い範囲で人と住まい・住み方を研究。京都精華大学前学
長。様々な国際交流イベントを企画し、母国を紹介。趣味はサッカー、音楽鑑賞等。
話せる言葉はフランス語、バンバラ語、日本語、中国語、英語。

タデウシュ　オジュグ
滋賀県大津市在住

専門分野・関心のあるテーマ
・日本、ポーランド哲学思想の比較研究
・出身国の紹介
・日本と出身国との文化・経済交流の促進
・伝統文化の保存や発展におけるマルチメディアの役割

平成４年度任命

ヤロチン市（ポーランド）出身。ポズナニ大学を経て、1989年
同志社大学に入学し、哲学について研究。2001年３月博士課程
を修了。京都市国際交流協会主催の日本語弁論大会に出場し、優

秀賞を受賞。京都府国際センターにて「ポーランドのあれこれ」を講演。趣味は読
書、詩、切り絵等。話せる言葉はポーランド語、日本語、英語、ロシア語。

にしゃんた
京都市在住

専門分野・関心のあるテーマ
・民際学　　・外国人論
・国際経済論、アジアの経済と日本の関わり
・日本における多文化共生

平成４年度任命

キャンディ市（スリランカ）出身。アンソニィー高等学校を1988
年に卒業、1994年立命館大学経営学部卒業生総代を務める。海外
への日本的経営の移転について博士号取得。スピーチコンテスト

多数優勝。現在羽衣国際大学で教授として勤務する傍ら、多文化共生、国際交流につい
て講演、執筆活動中。趣味は空手（４段）、ラグビー。話せる言葉は日本語、シンハラ
語、英語。著書に「留学生が愛した国・日本」（現代書館）等がある。

京都市在住

女

女

男

男

女

男

男

女

男

女

男

女

女

男

女

女

男

女

男

男

女

男

男

男

女

女

女

女

女

男

女

女

女

男

男

女

女

男

女

女

女

東京都在住

東京都在住

東京都在住

神奈川県在住

香川県在住

神奈川県在住

広島在住

東京都在住

東京都在住

埼玉県在住

東京都在住

東京都在住

京都市在住

東京都在住

東京都在住

東京都在住

神奈川県在住

埼玉県在住

東京都在住

東京都在住

愛知県在住

東京都在住

東京都在住

東京都在住

東京都在住

愛知県在住

東京都在住

東京都在住

東京都在住

東京都在住

神奈川県在住

石川県在住

埼玉県在住

東京都在住

東京都在住

埼玉県在住

岐阜県在住

東京都在住

福岡県在住

埼玉県在住

東京都在住

台湾

中国

中国

中国

中国

中国

インドネシア

中国

カンボジア

サウジアラビア

タイ

中国

台湾

韓国

中国

中国

韓国

中国

中国

中国

中国

インドネシア

韓国

アメリカ

中国

韓国

中国

中国

中国

中国

韓国

ベトナム

中国

中国

中国

中国

中国

中国

中国

ペルー

ミャンマー

R3

R2

31

30

29

28

27

26

25

鄭　惟文（テイ　ユイブン）

刘　議蔓（リュウ　ギマン）

張　順哲(チョウ　ジュンテツ)

石　珂鳴（セキ　カメイ）

林　穎汶（ラム　ウィンマン）

賈　思雨(カ　シウ）

ガリー　ヌルチャヨ　パンゲラン　ジャティ

黄　媚陽（コウ　ビヨウ）

チウ　エッタイ

アッスガィル　アシール

ウドムパーニッチ　イサラー

王　　（オウ　リョウ）

黄　思瑜（コウ　シユ）

全　志煥（ジョン　ジハン）

楊　陽（ヤン　ヤン）

顧　倩瑜（コ　シンユ）

宋　旼星（ソン　ミンソン）

楊　梓（ヨウ　シ）

李　少岩（リ　ショウガン）

路　達（ロ　タツ）

謝　春桃（シャ　シュントウ）

デフィン

朴　河崙(パク　ハリュン)

シュナイダー　ポール  アンドルー

羅　鑫（ラ　キン）

康　叡恩（カン　イェウン）

何　倩妤（カ　センセキ）

鄧　林(トウ　リン)

詹　然焉（ジャン　ランイェン）

李　歓（リ　カン）

金　旼旭（キム　ミンウック）

グイン　トゥータオ

辛　冠橋（シン　カンキョウ）

張　博（チョウ　ハク）

陳　渓嶢（チン　ケイギョウ）

南　玉瓊（ナン　ギョクケイ）

高　倩倩（コウ　セイセイ）

陳　驍（チン　ギョウ）

林　麗娜（リン　レイナ）

ナカ　キシモト　アンヘリカ　マリコ

ピョー　イン　ウィン

任命
年度 名　　　前 性別 現在の

所在地　等 出身地（参考）

女

男

女

女

女

男

男

女

女

女

男

男

女

男

男

女

男

女

女

女

男

男

女

女

女

男

女

女

男

女

女

男

男

女

女

男

女

男

男

北海道在住

新潟県在住

東京都在住

愛知県在住

北海道在住

埼玉県在住

東京都在住

神奈川県在住

東京都在住

東京都在住

東京都在住

神奈川県在住

愛知県在住

東京都在住

東京都在住

東京都在住

千葉県在住

神奈川県在住

宮城県在住

神奈川県在住

東京都在住

神奈川県在住

静岡県在住

東京都在住

東京都在住

東京都在住

東京都在住

埼玉県在住

東京都在住

東京都在住

山梨県在住

愛知県在住

千葉県在住

大阪市在住

福岡県在住

東京都在住

神奈川県在住

宮崎県在住

東京都在住

米国

台湾

韓国

ベトナム

中国

中国

中国

中国

中国

中国

韓国

中国

モンゴル

中国

中国

中国

中国

中国

中国

中国

ベトナム

フィリピン

ペルー

韓国

モンゴル

中国

中国

中国

韓国

中国

ロシア

ウズベキスタン

ベトナム

スリランカ

韓国

アメリカ

ミャンマー

アメリカ

ドイツ

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

11

10

9

7

6

5

4

コーカー　ケイトリン　クリスティーン

田　智方（ティエン　チーファン）

李　智雅（イ　ジア）

チャン　ニュン　ティ　トゥイエト

王　天荷（オウ　テンカ）

王　琛（オウ　チン）

李　国東（リ　コクトウ）

曹　洋（ソウ　ヨウ）

黄　璟灵（コウ　ケイレイ）

趙　千慧（チョウ　センケイ）

呉　準鎬（オ　ジュンホ）

単　麟（タン　リン）

プレブドルジ　アリューンダリ

劉　棟（リュウ　ドン）

徐　鶴（ジョ　カク）

包　怡萱（バオ　イーシャン）

阿不都熱西提　阿不都勒提甫
（アブドゥラシィティ　アブドゥラティフ）

李　騰飛（リ　トウヒ）

斯琴塔娜（スチンタナ）

単　寧（タン　ネイ）

フン　ドック　トゥアン

マテオ　デーブ　カジャン

オレー　トケシ　イサベル

李　恩周（イ　ウンジュ）

エレデネバト　アンフトヤ　

許　　志国（キョ　シコク）

孫　　穎（ソン　エイ）

王　暁曦（オウ　ショウギ）

曺　承鉉（チョ　スンヒョン）

馬　慎豊（マ　シンホー）

ミハイロワ　オクサーナ

ミルザアフメドフ　ミルヴォヒド

ホアン　ミン　ハイ

R．M．ティラカー　サマン　クマーリ

朴　　明喜（パク　ミョンヒ）

ウィリアム　モラン

ナン　ミャ　ケー　カイン

ロイド　ウォーカー

アーンド　ヘルムト　ハーフナ

11



女

男

女

男

女

男

女

男

男

女

女

男

男

男

男

男

女

男

女

女

女

男

男

女

女

女

男

女

女

女

女

女

女

女

女

女

女

男

女

男

女

男

女

男

中国

韓国

中国

ブラジル

中国

チェコ

インドネシア

リトアニア

中国

韓国

中国

ラオス

ハンガリー

台湾

韓国

バングラデシュ

中国

台湾

インドネシア

タイ

韓国

インドネシア

モンゴル

中国

韓国

中国

台湾

中国

カナダ

タイ

中国

中国

中国

中国

ベトナム

中国

中国

中国

韓国

中国

中国

韓国

タイ

韓国

R3

R2

31

30

29

28

27

26

25

24

任命年度 名　　前 出身地

王　靖文（オウ　セイブン）

姜　祉熏（カン　ジフン）

康　皓雨（コウ　コウウ）

マテウス　デ フレイタス　ラモス

余　丹妮（ヨ　タンニ）

トムシュー　アダム

ベナ　ノビアンダリ　デュイ　ラハユ

サブーナス　アウドリュース

劉　弋鋒（リュウ　イホウ）

申　旻耿（シン　ミンギョン）

張　楽楽（チョウ　ラクラク）

ペッサダー　アミット

ヴレタ　ダニエル

曽　彦翔（ソ　イェンシャン)

禹　鍾燦（ウ　ジョンチャン）

エス．エム．ナザラット ホサイン

黄　盼（コウ　ヘン）

沈　家銘（シン　カメイ）

フィトリアナ  プスピタ　デウィ

アンシュリープラディト　ピシャヤー

李　熙珠（イ　ヒジュ）

スチアワン　コイル　ヒミ

ドゥースレン　ムンフバト

付　家欣（フ　カシン）

梁　靖雅（ヤン　ジョンア）

李　瓊瑞（リ　ケイズイ）

林　巍翰（リン　ギカン）

周　荐軒（シュウ　センケン）

ドゥガール　アレクサンドリア　メリー

サンパキッジ　ピラヤー

張　心璐（チョウ　シンロ）

ト　若書（ポク　ジャクショ）

鄭　偲婷（テイ　シテイ）

郭　婧琪（カク　セイキ）

グィエン　ティン　サオ　マイ

張　珅（チョウ　シン）

徐　紅陽（ジョ　コウヨウ）

劉　寧（リュウ　ネイ）

南宮　惠鎭（ナムグン　ヘジン）

ヨウ　スト

印　閲（イン　エツ）

張　賑佑（ジャン　ジンウ）

チアンラディントアーポーン　ドゥアンラット

崔　ソウル（チェ　ソウル）

性別

女

女

女

女

女

男

女

女

男

男

女

女

男

女

男

女

男

男

女

女

女

男

女

男

女

女

女

男

男

女

女

男

女

女

男

女

男

男

女

女

女

男

女

女

中国

モンゴル

中国

ベトナム

マレーシア

韓国

中国

インドネシア

中国

中国

ミャンマー

台湾

モンゴル

中国

中国

韓国

中国

中国

モンゴル

ベトナム

中国

中国

台湾

中国

中国

中国

中国

中国

韓国

メキシコ

中国

ブルガリア

モンゴル

韓国

タイ

ミャンマー

韓国

インドネシア

中国

韓国

韓国

中国

中国

中国

24

23

22

21

20

19

任命年度 名　　前 出身地

陳　思頴（チン　シエイ）

ドルジョー　ウンダラフ

馬　琳娜（マ　リンナ）

レ　ティ　ミ　ハイン

ケック　レイ　シー

権　紋奭（コン　ムンソク）

樊　夢雅（ハン　ムガ）

リナ

梁　永（リョウ　エイ）

烏雲巴根（ウユンバコン）

ケィ　カィン　ウィン　トウ　ラ

荘　心宜（ソウ　シンイー）

プンツァグスレン　アルタンスフ

駱 婧（ラク　セイ）

李　敏明（リ　ビンメイ）

安　世羅（アン　セラ）

金　学俊（キン　ガクシュン）

金　鑫（キン　シン）

オトゴンバヤル　オンドラフ

ファン　レー　トゥイ　ユン

瑪尤拜尓 衣不拉音木（マユバル　イブライム）

安　周永（アン　ジュヨン）

顏　小霖（ガン　ショウリン）　

金　逸禄（キン　イル）

蔡　梁燕（サイ　リョウエン）

周　瑛（シュウ　エイ）

朱　虹（シュ　コウ）

孫　　遜（スウン　シュン）

宋　　仁煥（ソン　イナン）

トーレス　ミヨシ　マキ　ソチル

畢　亜楠（ビ　ヤナン）

ミホフ　ローセン

アリウンジャルガル　ルハグワ

卞　智源（ビョン　ジウォン）

コンカーラッタナラック　プラポンサック

ティン　マー　ウー

安　卿彬（アン　ギョンビン）

ナジ　イムティハニ

哈斯其其格（ハスチチガ）

韓　寶熙（ハン　ボヒ）

白　眞卿（ペク　ジンギョン）

陸　敬東（リク　ケイトウ）

劉　嘉（リュウ　カ）

呂　家嬋（ロ　カゼン）

性別

女

女

男

男

女

女

女

女

女

女

女

男

男

女

男

女

女

女

女

女

女

女

男

男

男

女

男

女

女

女

女

女

女

男

女

女

女

男

男

女

女

男

男

韓国

中国

韓国

中国

中国

中国

カンボジア

中国

中国

中国

台湾

台湾

中国

中国

韓国

韓国

ベトナム

中国

韓国

中国

中国

中国

中国

イラン

マレーシア

インドネシア

韓国

中国

中国

中国

中国

オーストリア

マレーシア

中国

マレーシア

中国

イラン

インドネシア

エジプト

韓国

韓国

アメリカ

中国

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

任命年度 名　　前 出身地

李　熙馥（イ　ヒボク）

沈　慧蓮（チン　ケイレン）

呉　銀煥（オウ　ウンファン）

邵　振宇（ショウ　シンウ）

沈　渓（シェン　シ）

申　花（シン　カ）

チー　ヴィチャラ

張　麗霞（チョウ　レイカ）

沈　豪（チン　ゴウ）

陳　小英（チン　ショウエイ）

丁　乃馨（テイ　ナイケイ）

蔡　呉鑫（サイ　ゴシン）

徐　亮（ジョ　リョウ）

陳　海英（チン　カイエイ）

朴　鍾潤（パク　ジュンユン）

朴　昭映（パク　ソヨン）

フィン　ゴック　チャウ

劉　飛飛（リュウ　フェイフェイ）

張　銀京（チャン　ウンギョン）

王　静（オウ　セイ）

陳　静（チン　セイ）

樊　霞（ハン　カ）

範　達（ハン　タツ）

チャルムチ　ハサン

廬　吉慶（ラウ　キットヒング）

エリー　ケスマワティ

金　鍾旭（キム　チョンウク）

崔　善今（サイ　ゼンコン）

周　萍（シュウ　ヘイ）

方　昕（ホウ　キン）

王　梅欣（ワン　メイシン）

ガブリエレ　ハード

ン　アイ　リン

金　春陽（ジン　チュウヤン）

ファイザ　サフィナ

張　芸文（ジャン　イーウェン）

ハータムハーニー　ジーラ

スゲン　サントソ

アハメッド　エレサルマウィ

李　亨貞（イ　ヒョンジョン）

金　恵蓮（キム　ヘリョン）

ジョシュア　デウィアド

洪　磊（ホン　レイ）

性別

女

女

女

女

男

男

男

女

男

女

男

女

男

男

女

女

男

女

男

男

男

男

女

男

女

男

女

女

女

男

ヨルダン

中国

韓国

オーストラリア

カナダ

中国

シンガポール

ガーナ

インドネシア

韓国

ノルウェー

中国

中国

スーダン

コロンビア

中国

デンマーク

韓国

インド

中国

マレーシア

イギリス

イタリア

タンザニア

ブラジル

タイ

中国

マレーシア

中国

韓国

8

7

6

5

4

任命年度 名　　前 出身地

アルワ　アルカティーブ

呉　艶（ウ　イェン）

陰　富炯（ウン　ブヒョン）

ジーン　シャンチン　ユ

林　マイケル

殷　勤（イン　チン）

ニオー　エンチョン

リティシア　クエイノ

アグンプリマント　ムルダノト

金　晋我（キム　チンア）

センブ　ユージン　ビャレン　ヤッケレン

張　英（チャン　イン）

林　世華（リン　スーファー）

レジュコレ　ヘンリー　ヤング

アドリアナ　マリア　バレート

易　倩茹（イ　チェンル）

イェスパー　ウォーベン

林　株希（イム　ジュヒ）

ヴィハーグ　クルシュレーシュタ

修　徳健（シュウ　デェジェン）

チア　ケン　リョン

デイビッド　ベネット

ドナテッラ　アッタナシオ

アマニ　ジュマ　カシニア

アリサ　オハラ

スティー　アッサワッタンマキッティ

趙　慧玲（チャオ　フィリン）

チャン　ヨク　クワン

童　麗媚（トン　リイジュエン）

尹　賛重（ユン　チャンジェン）

性別
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海外で活躍している友好大使海外で活躍している友好大使



京都府名誉友好大使の派遣について京都府名誉友好大使の派遣について
京都府内の市町村・団体からの依頼により、国際交流をはじめとする様々な事業へ京都府
名誉友好大使を派遣しています。また、在住外国人としての立場から、政策や事業への提
案協力も可能です。

○ （出身地域の文化・生活紹介、専門分野等）
○ 
○ （言語、料理等）
＊名誉友好大使の「専門分野・関心のあるテーマ」については、各ページを御覧ください。

＊勉学等、各名誉友好大使の都合により御希望に添いかねる場合があります。

〒 602-8570　京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
 電　　　　話：075-414-4312
 ファクシミリ：075-414-4314

pj.gl.otoyk.ferp@iasukok：liam-E 

問合せ先

講演会
シンポジウム、パネルディスカッション
各種教室

京 都 府 国 際 課

派遣までの流れ

派遣事業の例

○お伝えいただくこと
・事業の日時
・内容（大使の役割）
・派遣を希望する大使（出身国等）

①  まずは国際課に御連絡ください
（事業実施の 2ヶ月前が目安）

②  国際課で調整
→派遣大使内定

③  派遣依頼書の提出
（依頼者から国際課）

④  派遣決定通知
（国際課から依頼者）

⑦  事業実施報告
（依頼者から国際課）

⑤  派遣大使との
打合せ ⑥事業実施

▶

▶ ▶ ▶

▶ ▶
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