
多文化社会コーディネーターコース　修了者一覧（1期～7期）

※所属・肩書きは修了時のもの

石川秀樹 東京都清瀬市議会議員、清瀬国際交流会日本語教室代表

久保井康典 長野県上田市役所福祉課生活支援係主事

佐藤則義 横浜市役所都市経営局国際政策室国際政策課課長補佐

敷村弥生 （財）松山国際交流協会まつやま国際交流センター所長

須磨珠樹 （財） 自治体国際化協会支援協力部多文化共生課主査

二文字屋修 AHPネットワーク協同組合事務局長

福井裕子 全国市町村国際文化研修所総務局経理課主査

藤野紀子 (独)国際協力機構四国支部市民参加協力調整員

松岡真理恵 （財）浜松国際交流協会主任

粟根幸子 神奈川県厚木市立北小学校教諭

五十嵐恵美 愛知県豊橋市教育委員会学校教育課外国人児童生徒教育相談員

小川陽介 東京都武蔵野市立桜野小学校教諭

齋藤重雄 東京都文京区立千駄木小学校主幹、東京学芸大学教職大学院生

佐々木晶子 東京都大田区立糀谷中学校夜間学級教諭

田中惠子 （特活）浜松外国人子ども教育支援協会事務局長

築樋博子 愛知県豊橋市教育委員会学校教育課外国人児童生徒教育相談員

原千代子 （福）青丘社（川崎市ふれあい館勤務）職員

樋口万喜子
神奈川県立神奈川総合高等学校非常勤講師日本語担当、
（特活）中学・高校生の日本語支援を考える会代表

二口 とみゑ 広島市立東浄小学校・広島女学院高等学校非常勤講師（日本語指導）

金　成美 ポラリスプロジェクト相談員、神奈川県立保健福祉大学大学院生

小浜道子 （財）仙台国際交流協会企画事業課事業推進係主任

佐々木一也 （特活）国際ボランティア21事務局長

長坂玲子 （財）新潟県国際交流協会ボランティアコーディネーター

花輪豊子 八王子国際協会（愛称）地球市民プラザ八王子事務局員

林　和子 インターナショクナル 講演・ワークショップ担当

松岡純子 地球人ネットワークinこまがね　駒ヶ根日本語教室代表

宮崎妙子
（特活）国際活動市民中心理事、武蔵野市国際交流協会日本語学習支
援コーディネーター

山﨑朱美 （財）日本国際協力センター国際研修部研修監理課副課長

山邊真理子 （特活）西東京市多文化共生センター副代表理事
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晏　晴
埼玉県川口市役所市民生活部かわぐち市民パートナーステーション
国際交流員

大森典子 （財）愛媛県国際交流協会外国人生活相談室長

加藤ひとみ （財）埼玉県国際交流協会理事長

菊池哲佳 （財）自治体国際化協会支援協力部国際協力課主査

斉藤由実子 横浜市鶴見区役所戸籍課課長補佐

清水貴央 長野県上田市役所市民生活部市民課外国籍市民サービス係主査

土岐道子 東京都大田区役所地域振興課国際都市・多文化共生担当主任主事

福田淳司 （財）北九州国際交流協会事業推進課長

森　康仁 （株）テラビジネス官公庁支援室室長

山田貴将
（社）中部産業連盟マネジメント貢献事業部・留学生研修センター コンサルタ
ント

飯島秀次 茨城県下妻市立下妻小学校日本語指導教室教諭　

梶原倫子 神奈川県厚木市立厚木中学校国際教室・英語科教諭

坂本裕美 群馬県太田市立九合小学校バイリンガル教員

崔　英善 バイリンガル人材ネットワーク代表

富樫　透
山形県庄内町議会副議長、協力隊を支援するやまがた地球家族の会
事務局長

外山瑞穂 神奈川県川崎市立菅生中学校教諭

平田百合子 日本語サークル「わ」の会日本語ボランティア

深見麻衣 豊田市教育委員会学校教育課窓口担当通訳

松木美砂子 明徳義塾高等学校国際交流部日本語科教諭

佐藤美和 TCC日本語学校非常勤講師

杉本充江 富士吉田市役所国際交流室日本語教室専任日本語教師

田中良幸 東京都杉並児童相談所児童福祉司

冨田貴子 静岡県富士市役所市民部市民安全課国際交流ラウンジ職員

松尾　慎 東京女子大学現代教養学部人間科学科言語科学専攻准教授

溝手香織 (財)ひろしま国際センター研修部研修課研修監理員　

山村哲平 外国人総合相談支援センターコーディネーター

横山哲也
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江原美恵子
早稲田大学日本語教育研究センターインストラクター
聖学院大学基礎総合学部非常勤講師

海老原周子 しんじゅくアートプロジェクト

桂川由貴 府中市市民生活部市民活動支援課都市交流担当

北村祐人 名古屋大学 とよた日本語学習支援システムシステム・コーディネーター

清水嘉永 上田市市民生活部市民課外国籍市民サービス係主査

長坂香織 やまなし国際保健支援ネットワーク事務局長、山梨県立大学看護学部准教授

ピッチフォード理絵
（特活）青少年自立援助センター　多文化子ども若者日本語教室　多文
化コーディネーター

間瀬尹久 （財）東広島市教育文化振興事業団日本語講師・日本語教室コーディネーター

松田佳子 NGO無料塾事務局長

湯川　緑 川崎市市民・こども局人権・男女共同参画室（外国人市民施策担当）

青柳りつ子 多言語行政書士協会事務局長

亀井鈴子 栃木県産業労働観光部国際課交流・協力担当主査

楠本順子 府中市市民生活部市民活動支援課都市交流担当主査

佐藤エバートン文雄 長浜市企画部市民自治振興課国際交流員

関　淳一 上田市市民生活部市民課外国籍市民サービス係主任

髙栁香代 （財）宮崎県国際交流協会職員

三喜一史
（特活）青少年自立援助センター 多文化子ども若者日本語教室 清瀬教
室　多文化コーディネーター

宮澤イザベル 予防福祉クリニック非常勤医、多文化共生医療相談室担当

宮澤千澄 横浜市教育委員会事務局　西部学校教育事務所指導主事

山本ゆみ 新宿外国人総合相談支援センター　コーディネーター兼相談員

大木 喜子 （財）つくば都市振興財団 つくば市国際交流協会職員

荻野 久美子 小平市国際交流協会事務局員

小野 則子 とよた日本語学習支援システム プログラム・コーディネーター

薦田 庸子 （公財）武蔵野市国際交流協会 コ―ディネーター

佐々木 留美 (財）秋田県国際交流協会 事務局次長

諏訪 淳美 (財）自治体国際化協会 多文化共生部多文化共生課

田中 真弓
三重県四日市市立笹川西小学校内外国人児童生徒のための初期適応
指導教室 コーディネーター

西原　明子
東京外国語大学　多言語・多文化教育研究センター　ボランティア活動ス
ペース　コーディネーター

廣田 通規 (財）自治体国際化協会　多文化共生部　多文化共生課長

森 祥江 桑名市教育委員会教育指導課指導主事

矢野 花織 （財）北九州国際交流協会地域日本語教育専門員

和田 利一 明徳義塾高等学校 国際交流部長
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伊藤 結花 (公財)埼玉県国際交流協会 事業担当主任

榎本 聡 （財）自治体国際化協会多文化共生課主査

黒田 類 （公財）ひろしま国際センター研修部 日本語専任講師

斉藤 美穂 （公財）北九州国際交流協会事業推進課日本語コーディネーター

杉山 美紀 (公財）愛知県国際交流協会交流共生課 共生・相談担当

伴野 崇生 慶應義塾大学総合政策学部 非常勤講師

橋本 靖子 東京外国語大学ボランティア活動スペース職員

福村 真紀子
早稲田大学日本語教育研究センター　 インストラクター
親子日本語サークル「にほんご あいあい」代表

古舘 由美 東北大学大学院経済学研究科　国際交流支援室職員

村田 敦史 （公財）武蔵野市国際交流協会 コ―ディネーター

安田 乙世 (特活）おおさかこども多文化センター副理事長

安藤 陽子 多文化共生子育て情報局 代表

猪狩 英美 （公財）三重県国際交流財団 国際教育課 専門員

伊東 浄江 （特活）トルシーダ 代表

岡 智之 東京学芸大学留学生センター 日本理解教育部門 教授

菊池 寛子 西尾市教育委員会 早期適応教室 指導員

瀬川 聡 群馬県生活文化スポーツ部 ＮＰＯ・多文化共生推進課 主幹

田村 恭子 （公財）武蔵野市国際交流協会 コーディネーター

新居 みどり ピナツボ復興むさしのネット 子ども学習支援教室コーディネーター

萬浪 絵理 （公財）千葉市国際交流協会委嘱コーディネーター 

明木 一悦 安芸高田市国際交流協会 事務局長
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