
５ 長崎県海外技術研修員 歴代名簿

受入年度 氏名 生年月日 性別 国籍 都市 研修内容 研修機関

1
昭和48年
（1973）

目良 輝範 男 ブラジル

2 西沢 学 1951.5.18 男 ボリビア 養鶏

3
昭和49年
(1974)

木下 倍枝 ブラジル サンパウロ州
コンピュータープログラム,
会計学及び関連科目

県電算課、長崎大学商業短期大学部

4 田中 晋一 男 ブラジル サンパウロ州 自動車整備、溶接 県立長崎専修職業訓練校

5 宮崎 セリア 女 ブラジル パラナ州
教育方法論、外国語教育
法

長崎大学教育学部

6 長谷 春江 1956.3 女 ボリビア サンタクルス州 手芸（革工芸、刺しゅう他） ＮＢＣ学園

7 米倉 博文 1950.3.5 男 ボリビア サンタクルス州 強電技術、電気溶接 県立佐世保高等職業訓練校

8 中山 ソフィア 女 パラグアイ アルトパラナ県 小学校教科教育法 県教育センター

9 荒木 アマリア 男 アルゼンチン ブエノスアイレス州 小学校教科教育法 県教育センター

10
昭和50年
(1975)

野崎 正美 アメリコ 1950.5.7 男 ブラジル 経営管理 ㈱十八銀行

11 大河 正夫 1941.4.3 男 ブラジル
室内装飾、設計及びプラ
スチック加工

㈱建装、㈱樹工

12 中山 マルガリータ 1949.3.12 女 パラグアイ 公証事務及び関連法律 長崎公証人役場

13 荒木 ルイス 1947.1.30 男 アルゼンチン
花卉栽培及び観葉植物の
育成管理

八江農芸㈱

14 障子 美貴雄 1955.1.23 男 ボリビア 農業機械 長崎県立農業大学校

15 山本 富希子 1955.12.17 女 ボリビア 看護技術 長崎大学医学部付属病院

16
昭和5１年
(1976)

福川 博子 女 ブラジル

17 富田 ネウザ 女 ブラジル 英語教授法 長崎教育センター

18 山本 繁光 男 ボリビア 農業機械

19 吉永 一二三 195４.８.１０ 男 ボリビア 農業機械

20 川端 モニカ 女 パラグアイ

21 不明 ケニア

22 不明 ザンビア

23
昭和52年
(1977)

阿比留 謙二 男 ブラジル ボイラーの設計、組立 三菱重工業㈱長崎造船所

24 浦川 裕昌 男 ブラジル 陶磁器の製造技術 長崎教育センター

25 森 繁親 男 ブラジル 経営管理 十八銀行㈱

26 中村 静子 19４0.9.12 女 ボリビア 洋裁

27 田嶋 勉 1957.3.28 ボリビア 自動車整備

28 内山田 真一 男 パラグアイ

29 宋 昌変 男 韓国 長崎県総合農林試験場

30 朴 鐘碩 男 韓国 長崎県総合農林試験場

31 申 俊浩 男 韓国 長崎県畜産試験場

32
昭和53年
(1978)

鄭 運起 1945.1.28 男 韓国 農業機械化・水稲栽培 長崎県総合農林試験場

33 金 春慶 194７.７.9 韓国
農業機械化・病害虫防除・
土壌分析

長崎県総合農林試験場

34 梁 敞植 1948.1.10 男 韓国 蜜柑栽培・育種 長崎県総合農林試験場

35 馬場 和貴 195１.5.16 男 ブラジル 建築（鉄筋構造）全般 大長崎建設㈱

36 木下 昌之 1951.5.１6 男 ブラジル 配管設計（発電所用） 三菱重工業㈱長崎造船所

37 目良 昭法 1955.6.７ 男 ブラジル 工作機械全般 三菱長崎機工㈱

38 米倉 福原 艶子 1956.5.16 女 ボリビア 菓子製造 長崎県菓子工業組合

39 福盛 凡子 195７.5.10 女 ボリビア 美容・着付 長崎県美容学園

40
昭和54年
(1979)

呉 根培 1942.10.28 男 韓国 畜産業 長崎県畜産試験場

41 李 相敦 1951.3.5 男 韓国 畜産業 長崎県畜産試験場

42 李 寿徽 1946.７.16 男 韓国 農業 長崎県総合農林試験場

43 石井 誠治 1949.11.3 男 ブラジル コンピューター 三菱電機㈱長崎製作所
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受入年度 氏名 生年月日 性別 国籍 都市 研修内容 研修機関

44 宗像 真理子 1951.7.7 女 ブラジル インテリアデザイン 長崎船舶装備㈱

45 山口 光行 1956.8.9 男 ブラジル 花卉栽培（カーネーション） 長崎県総合農林試験場

46 吉永 克則 1957.1.11 男 ボリビア 柑橘栽培 長崎県総合農林試験場

47 障子 国男 1958.2.4 男 ボリビア
自動車整備（ディーゼルエ
ンジン）

長崎県島原専修職業訓練校

48 倉田 エミルセ アンヘラ 1956.1.5 女 アルゼンチン 幼児保育 長崎大学

49
昭和55年
(1980)

対 永宏 1941.11.1 男 中国 海水産養殖 長崎県水産試験場増養殖研究所

50 馬 洪勛 1942.8.1 男 中国 海水産養殖 長崎県水産試験場増養殖研究所

51 金 鎬珍 1940.11.5 男 韓国 畜産 長崎県畜産試験場

52 李 敦宇 1950.2.22 男 韓国 園芸・そ菜 長崎県総合農林試験場

53 長谷 倫明 1960.5.10 男 ボリビア 電気工事 長崎県島原専修職業訓練校

54 岩永 マギー クラウディア 1960.7.26 女 ボリビア 看護 長崎県立島原温泉病院

55 中山 ベルナルダ 1956.10.10 女 パラグアイ 看護 長崎県立島原温泉病院

56 池渕 スエリ 195７.７.10 女 ブラジル 家畜保健 長崎県中央家畜保健衛生所

57 安武 ゆみ 1960.9.19 女 ブラジル 簿記・会計 経理実務指導センター長崎校

58 大谷 パウロ 利幸 1955.1.2 男 ブラジル 会計・経理 三菱重工業㈱長崎造船所

59
昭和56年
(1981)

廬 豪魁 1938.9.25 男 中国 海水産養殖 長崎県水産試験場増養殖研究所

60 張 友鵬 1950.11.16 男 中国 海水産養殖 長崎県水産試験場増養殖研究所

61 李 仁浩 1956.３.６ 韓国 畜産 長崎県畜産試験所

62 三浦 浩 194７.4.1 男 ブラジル 電気 三菱電機㈱長崎製作所

63 島田 英治 196１.6.14 男 ブラジル 船舶塗装・塗料 三菱重工業㈱長崎造船所

64 米倉 美朝 1963.1.23 女 ボリビア コンピューター 長崎県酒類卸商業協同組合

65 熊野 喜久代 1959.6.13 女 パラグアイ 農協経理・コンピューター 長与町農業協同組合

66 福田 ラウル 1951.10.7 男 アルゼンチン 菓子製造 長崎県菓子工業組合

67
昭和57年
(1982)

姚 克功 1944.4.8 男 中国 穀物全般 長崎県総合農林試験場

68 趙 煥登 1940.9.17 男 中国 海藻増養殖 長崎県水産試験場増養殖研究所

69 紀 元坤 1940.9.17 男 中国 海藻増養殖 長崎県水産試験場増養殖研究所

70 李 一模 1948.７.12 男 韓国 造林・原木生産管理 長崎県総合農林試験場

71 林 郁相 1951.2.2 男 韓国 花き栽培・造園 長崎県総合農林試験場

72 光武 さつき エレーナ 1955.5.23 女 ブラジル 陶磁器製造技術 長崎県窯業試験場

73 木村 五十雄 ベルナルド 1958.8.11 男 ブラジル 水産食品加工冷凍 長崎県水産加工業協同組合

74 横崎 忍 1961.4.17 女 ボリビア
コンピューター （ソフトウェ
ア）

長崎県電算課琴海町役場

75 木村 エリ 1959.7.10 女 パラグアイ
コンピューター （ソフトウェ
ア）、農協経理

長崎県電算課、長与町農業協同組合

76
昭和58年
(1983)

黄 建財 1951.6.21 男 中国 自動車整備
佐世保実業高等学校、長崎県交通局
中央整備工場

77 王 陞玉 1947.12.8 男 中国 自動車整備
佐世保実業高等学校、長崎県交通局
中央整備工場

78 陳 石榕 1957.10.12 男 中国 農業
長崎県果樹試験場、長崎県農業経営
大学校

79 謝 福鑫 1943.4.12 男 中国 農業
長崎県果樹試験場、長崎県農業経営
大学校

80 白 成旭 1957.9.12 男 韓国 コンピューター
長崎県情報統計課、㈱青山建築設計
事務所、㈱十八銀行

81 尾崎 美枝子 ルシア 1959.11.28 女 ブラジル サンパウロ州 建築
長崎県建築課、㈱建友社建築設計事
務所

82 岩永 たつ枝 1952.8.1 女 ブラジル パラー州 病理検査
長崎大学熱帯医学研究所、長崎大学
付属病院

83 山本 拓也 1960.8.11 男 ボリビア 電気
長崎県立佐世保高等職業訓練校、㈱
福岡ナショナルサービス

84 ビタヤー・チンタナワット 1955.10.15 男 タイ 畜産
長崎県畜産試験所、長崎県県南家畜
試験所

85 オームイ・ファイ 1943.8.10 女 シンガポール
コンピューター （ソフトウェ
ア）、建築

長崎県管財課、情報統計課、長崎県
住宅供給公社、㈱宮本建築設計事務
所

86
昭和59年
(1984)

熊 舒霞 1947.9.24 女 中国 福建省 造船 林兼造船㈱長崎造船所

87 李  達 1947.12.8 男 中国 福建省 経済 長崎県貿易協会
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受入年度 氏名 生年月日 性別 国籍 都市 研修内容 研修機関

88 厳 正凛 1955.1.14 男 中国 福建省 水産 長崎県水産試験場増養殖研究所

89 鄭 智鴬 1945.3.28 男 中国 福建省 水産 長崎県水産試験場増養殖研究所

90 李 啓煕 1960.1.23 女 韓国 ソウル特別市
コンピューター （ソフトウェ
ア）

大村市役所

91 中山 ビセンテ 1962.11.15 男 パラグアイ パラナ州 自動車整備
長崎県立長崎高等職業訓練校、長崎
県交通局、中央整備工業

92 浮池 富士子 1964.4.7 女 ボリビア サンタクルス州
コンピューター （ソフトウェ
ア）

長崎県酒類卸商業協同組合

93 中里 美代子 1962.8.28 女 ブラジル サンパウロ州 栄養学 長崎県立島原温泉病院

94
スカルノ・ウィナルソー・ア
ディ

1953.6.15 男 インドネシア バンドン市 電気 三菱電機㈱長崎製作所

95 チャンペン・クロンプラキット 1955.1.1 女 タイ バンコク市 看護 国立長崎中央病院

96
昭和60年
(1985)

李 巧雲 1955.8.25 女 中国 福建省
コンピューター （ソフトウェ
ア）

長崎県情報統計課

97 駱 求輝 1953.8.24 男 中国 広東省 農業（畜産）
長崎県畜産試験場、長崎県中央家畜
保健衛生所

98 王 永朗 1950.3.15 男 中国 広西省 農業（果樹栽培） 長崎県総合農林試験場

99 洪 立欽 1948.9.13 男 中国 福建省 農業（椎茸栽培） 長崎県果樹試験場

100 邊 胤錫 1960.7.20 男 韓国 ソウル特別市 農業（農産加工）
長崎県経済農業協同組合連合会食品
加工工場

101 中山 ハビエル 1964.8.22 男 パラグアイ パラナ州 自動車整備 長崎県交通局中央整備工場

102 障子 みつ子 1963.12.15 女 ボリビア サンタクルス州
コンピューター （ソフトウェ
ア）

琴海町役場電算室

103 宮崎 千代子 1962.2.5 女 ブラジル サンパウロ州 保母 学校法人富士幼稚園

104
増田 今井 由美 エリエッ
テ

1961.5.7 女 ブラジル サンパウロ州
コンピューター （ソフトウェ
ア）

㈱十八銀行

105 スラサック・コシャプン 1950.6.3 男 タイ バンコク市 窯業 長崎県窯業試験場

106
昭和61年
(1986)

範 少輝 1962.10.4 男 中国 福建省 造林業 長崎県総合農林試験場

107 呉 成業 1953.12.27 男 中国 福建省 水産加工業 長崎大学水産学部水産利用学研究室

108 祁  度 1947.12.22 男 中国 哈尓浜市 医療技術 国立長崎中央病院

109 呉 起邦 1957.5.26 男 韓国 全羅北道 造園 共楽園緑化㈲

110 パッディー・ツラジャン 1949.5.1 男 タイ ナコーンシタマラト 造船 林兼造船㈱長崎造船所

111 岩瀬 秀司 1965.8.30 男 ボリビア サンタクルス市 農業 長崎県総合農林試験場

112 中山 多喜子 1963.8.28 女 パラグアイ ラコルメア 農協経理 長崎県総合農林試験場

113 今井 アウレア 美千代 1963.11.15 女 ブラジル サンパウロ市 栄養士（栄養学） 十善会病院

114 酒井 クリスチーナ 1961.12.18 女 ブラジル サンパウロ市 体育 長崎県立女子短期大学

115 小笠原 さゆみ 1960.12.15 女 ブラジル サンパウロ市 病理学（細菌学） 長崎大学熱帯医学研究所

116
昭和62年
(1987)

馬  平 1956.11.27 男 中国 福建省 水産業（増養殖 技術） 長崎県水産試験所増養殖研究所

117 趙  玲 1954.1.24 女 中国 福建省 農業（果樹栽培） 長崎県果樹試験場

118 楊  琦 1955.4.20 男 中国 黒龍江省 医療技術（心臓血管外科） 国立長崎中央病院

119 廬 胤成 1957.5.26 男 韓国 全羅北道 花卉栽培 長崎県総合農林試験場

120 西沢 祐子 1967.1.22 女 ボリビア サンタクルス市 コンピューター（ソフト） 琴海町電算室

121 木村 由美 1967.10.31 女 パラグアイ アスンシオン コンピューター（ソフト） 長崎県統計情報課

122 讃井 宮崎 二三代 1965.3.3 女 ブラジル サンパウロ市 看護婦 十善会病院

123 小川 律子 1963.4.19 女 ブラジル サンタカリナ 農協経理 長崎県農業協同組合

124 尾崎 行夫 ニュートン 1963.1.8 男 ブラジル イタペチニンガ市 ビデオ技術 ㈱テレビ長崎

125 ベラポン・アラバン 1954.1.2 男 タイ バンコク市 自動車整備 長崎県交通局中央整備工場

126
昭和63年
(1988)

彭 大文 1949.1.22 男 中国 福州市 工学 長崎大学工学部

127 李 天奇 1957.12.2 男 中国 福建省 林業 長崎県総合農林試験場

128 王  萌 1962.4.19 男 中国 上海市 医療 国立中央病院研究室

129 権 泰益 1956.8.30 男 韓国 大邱直轄市 自動車整備 長崎県交通局中央整備工場

130
プラパイシィ・ホープンマ
スット

1963.7.9 女 タイ バンコク市 看護婦 国立長崎中央病院

131 藤田 澄人 1967.8.10 男 ボリビア サンタクルス市 畜産 長崎県畜産試験場
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132 内山田 マルガリータ 1962.9.5 女 パラグアイ アスンシオン コンピューター（ソフト） 琴海町電算室

133 小篠 弘子 1963.6.2 女 ブラジル サンパウロ市 コンピューター（ソフト） ㈱十八銀行

134 本田 純子 1963.10.31 女 ブラジル サンパウロ市 水産 長崎県水産試験所増養殖研究所

135 吉丸 正恵 1968.9.21 女 ブラジル サンパウロ市 建築 長崎県建築課

136
平成元年
(1989)

張 子平 1965.1.12 男 中国 福建省 農業 長崎県総合農林試験場

137 1989 蔡 康 1958.11.17 女 中国 上海市 医療 国立長崎中央病院

138 1989 石 応林 1949.11.25 男 中国 福建省 林業 長崎県総合農林試験場

139 1989 金 明柱 1970.1.22 女 韓国 ソウル特別市 窯業 長崎県窯業試験場

140 1989 崔 晶鉉 1963.8.5 女 韓国 ソウル特別市 コンピューター 長崎県情報統計課

141 1989 熊野 直美 1968.9.21 女 パラグアイ 教師 富士幼稚園

142 1989 清水 美由紀 1966.12.5 女 ブラジル ベレン コンピューター ㈱十八銀行

143 1989 高比良 昌子 1963.3.18 女 ブラジル ロンドりーナ州 窯業 長崎県窯業試験場

144 1989 河本 民夫 1961.12.1 男 ブラジル サンパウロ市 テレビ放送システム全般 ㈱テレビ長崎

145 1989 本多 洋子 1967.1.17 女 ボリビア サンタクルス市 看護婦 是真会病院

146
平成2年
(1990)

王 珍貴 1956.8.16 中国 福建省 海面増養殖 長崎県水産試験場増養殖研究所

147 1990 叢  瀾 1954.9.8 女 中国 福建省 環境保護 長崎県衛生公害研究所

148 1990 鄭 佐婭 1964.8.25 女 中国 上海市 医療技術 国立長崎中央病院

149 1990 林 昌淳 1964.11.11 男 韓国 ソウル特別市 コンピューター 長崎県工業技術センター

150 1990 林 性辰 1969.2.1 女 韓国 ソウル特別市 コンピューター ㈱十八銀行

151 1990 下田 みち マルタ 1962.12.4 女 ブラジル サンパウロ市 公衆衛生 長崎県衛生公害研究所

152 1990 今井 幾久生 ロベルト 1965.11.28 男 ブラジル サンパウロ市 水産加工
長崎蒲鉾水産加工業協同組合、長崎
市深堀漁業協同組合、長崎県漁業協
同組合連合会

153 1990 阿部 恵美 セリア 1965.5.17 女 ブラジル サンパウロ市 窯業 長崎県窯業試験場

154 1990 障子 京子 1969.3.29 女 ボリビア サンタクルス市 コンピューター（ソフト） 諫早農業協同組合

155 1990 中山 マリア クリスティナ 1962.12.5 女 パラグアイ アスンシオン 室内装飾 長崎船舶装備㈱

156
平成3年
(1991)

許 永安 1956.1.5 男 中国 福建省 水産加工 長崎大学水産学部

157 1991 黄 俊山 1958.8.25 男 中国 福建省 医療技術 国立長崎中央病院

158 1991 金 根娣 1953.5.31 女 中国 上海市 医療技術 国立長崎中央病院

159 1991 金 銀柱 1971.7.8 韓国 ソウル特別市 窯業 長崎県窯業試験場

160 1991 李 美暎 1965.3.5 女 韓国 ソウル特別市 コンピューター（ソフト） 多良見町役場

161 1991 熊野 恵子 1972.1.25 女 パラグアイ 家政一般 十善会病院

162 1991 米倉 あゆみ 1970.6.24 女 ボリビア サンタクルス市 コンピューター（ソフト） 長崎電子計算センター㈱

163 1991 尾崎 勇三 カルロス 1971.9.21 男 ブラジル サンパウロ市 テレビ技術 ㈱テレビ長崎

164 1991 佐藤 百合子 マリウダ 1959.9.17 女 ブラジル サンパウロ市 建築設計
長崎県建築課、㈱三建設計綜合事務
所

165 1991 秋沢 摩耶 シルビア 1970.8.23 女 ブラジル パラナ州 窯業 長崎県窯業試験場

166
平成4年
(1992)

陳 建生 1962.9.6 男 中国 福建省 稲作 長崎県総合農林試験場

167 1992 宋 観建 1963.4.8 男 中国 福建省 農業バイオテクノロジー他 長崎県総合農林試験場

168 1992 韓 松 1964.8.4 男 中国 上海市 医療技術 国立長崎中央病院

169 1992 朴 重源 1968.12.28 男 韓国 ソウル特別市 コンピューター 長崎県情報統計課

170 1992 朴 貞仙 1969.10.19 女 韓国 ソウル特別市 歯科衛生 大島町立病院

171 1992 富吉 美知江 アパレシダ 1965.12.6 女 ブラジル サンパウロ市 コンピューター 長崎県工業技術センター

172 1992 久能木 エドワルド 明夫 1963.7.26 男 ブラジル サンパウロ市 コンピューター ＮＢＣ情報システム㈱

173 1992 小芦檀 クリスチアーネ ブラジル バルナイバ市 図書館司書 長崎県立長崎図書館

174 1992
吉丸 小海 優子 ナージア
レジーナ

1966.4.16 女 ブラジル サンパウロ市 医療技術 長崎大学熱帯医学研究所内科

175 1992 向井 末美 1972.5.8 女 ボリビア サンタクルス市 コンピューター 長与町農業協同組合
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176 1992 ユタサック・タンコブラープ 1971.6.7 男 タイ ムットサーコン市 自動車整備 長崎県交通局中央整備工場

177
平成5年
(1993)

鄭 勇 1963.4.2 男 中国 福建省 医療技術（循環器科） 国立長崎中央病院

178 1993 林 煕峰 1963.7.21 中国 福建省 自動車整備 長崎県交通局中央整備工場

179 1993 王 紅 1968.6.19 女 中国 上海市 医療技術（肝炎） 国立長崎中央病院

180 1993 金 性哲 1959.5.12 男 韓国 済州道 観光政策 長崎県観光課

181 1993 金 恩江 1968.3.15 女 韓国 ソウル特別市 コンピューター・ソフト 長崎市電子計算課

182 1993 朴 済胤 1971.8.21 女 韓国 ソウル特別市 幼児教育 光の子グレース幼稚園

183 1993 沢田 マルセロ 利春 1971.2.8 男 ブラジル スザノ市 電気（電子） 長崎県工業技術センター

184 1993 富田 亜紀 アンドウ 1972.2.16 女 ブラジル サンパウロ市 電気工業 長崎県工業技術センター

185 1993 尾崎 文江 エリーザ 1969.5.25 女 ブラジル イタペチニンガ市 栄養学 長崎県立成人病センター多良見病院

186 1993 障子 山口 成子 1968.6.10 女 ボリビア サンタクルス州 コンピューター・ソフト 長崎県電算システム課

187 1993 熊野 エレーナ 晴美 1973.8.25 女 パラグアイ ソウル特別市 コンピューター・ソフト ㈱長崎電子計算センター

188 1993
タニット・ディロクワタナクー
ン

1967.2.7 男 タイ バンコク市 コンピューター・ソフト 琴海町電算課

189
平成6年
(1994)

林 俊徳 1960.10.2 男 中国 福建省 都市計画 長崎県都市計画課

190 1994 陳 宗微 1960.2.3 男 中国 福建省 農業 八江農芸㈱

191 1994 陳 擁軍 1968.10.23 男 中国 上海市 医療技術 国立長崎中央病院

192 1994 金 珍圭 1960.10.21 男 韓国 光州廣域市 情報通信ネットワーク 長崎県電算システム課

193 1994 崔 京勲 1968.1.13 男 韓国 ソウル特別市 コンピューター・ソフト ㈱十八銀行（十八ソフトウェア㈱）

194 1994 朴 晟濟 1971.2.24 男 韓国 ソウル特別市 果樹加工製造
長崎県経済農業協同組合連合会大村
果汁工場

195 1994 中野 正剛 ロベルト 1968.8.21 男 ブラジル サンパウロ市 銀行業務一般 ㈱親和銀行

196 1994 平島 幸枝 クリスティーナ 1970.12.19 女 ブラジル サンパウロ市
理学的療法 （リハビリテー
ション）

長崎県立整肢療育園

197 1994 船津 美樹 ベアトリス 1971.12.28 女 ブラジル サントス市 気象観測 気象庁長崎海洋気象台

198 1994 木村 ひとみ グロリア 1973.12.11 女 パラグアイ 室内インテリア・洋裁 長崎船舶装備㈱、長崎文化服装学院

199 1994 本多 康子 1971.6.16 女 ボリビア サンタクルス州
コンピューター・ソフト
観光業務

小浜町電子計算課、日本旅行諫早支
店

200 1994 ジャミル・ビン・マット・ノア 1966.1.24 男 マレーシア クアラルンプール 教育技術 多良見町教育委員会

201
平成7年
(1995)

陳 捍平 1956.6.23 男 中国 福建省 コンピューター ㈱十八銀行（十八ソフトウェア㈱）

202 1995 黄 娟 1972.2.18 女 中国 福建省 建築設計 長崎県建築課

203 1995 袁 孟俊 1954.12.1 男 中国 上海市 コンピューター 長崎県電算システム課

204 1995 朱 鼎宏 1969.4.10 男 中国 上海市 医療技術 国立長崎中央病院

205 1995 黄 越 1971.6.30 男 中国 浙江省 船舶数値流体力学 ㈱西日本流体技研

206 1995 朴 京大 1957.6.3 男 韓国 昌原市 海洋生物分類など 長崎大学水産学部

207 1995 林 埃爽 1970.6.28 男 韓国 天安市 和食調理 長崎プリンスホテル管理運営㈱

208 1995 權 載鉉 1973.12.7 男 韓国 慶尚南道 コンピューター 扇精光㈱

209 1995 久能木 クララ よう子 1965.6.2 女 ブラジル サンパウロ市 幼児教育 長崎県立女子短期大学付属幼稚園

210 1995 吉田 亘洞 ワルテル 1968.7.11 男 ブラジル サンパウロ市 しいたけ栽培
長崎県総合農林試験場、長橋きのこ島
原しいたけ生産組合

211 1995 早藤 恵 クリスチアネ 1972.3.24 女 ブラジル サンパウロ市 観光サービス ハウステンボス㈱

212 1995
エーブル・マエレレ・モー
リー

1959.10.27 男 ソロモン諸島 マライタ島 農業 長崎青年海外協力協会

213 1995 プレーンチット・クライペット 1969.6.5 女 タイ バンコク市 看護技術 国立長崎中央病院

214
平成8年
(1996)

詹 世河 1965.8.18 男 中国 福建省 農業 長崎県総合農林試験場

215 1996 阮 源 1958.9.25 女 中国 福建省 金融 ㈱親和銀行

216 1996 董 鑫 1960.8.5 男 中国 大連市 農業 長崎県総合農林試験場

217 1996 揚 楠 1973.7.15 男 中国 大連市 ホテルサービス・運営管理 ㈱NHVホテルズインターナショナル

218 1996 陳 龍 1953.2.4 男 中国 上海市 コンピューター・応用部門 ㈱十八銀行

219 1996 邱 紀慧 1968.8.3 女 中国 上海市 医療技術 国立長崎中央病院
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220 1996 金 京基 1965.8.27 男 韓国 ソウル特別市 自動車整備 長崎トヨタ自動車㈱

221 1996 劉 炯吾 1969.3.24 男 韓国 京畿道富川市 自動車整備 長崎トヨタ自動車㈱

222 1996 崔 永彬 1969.8.24 男 韓国 光州廣域市 船舶船型開発技術 ㈱西日本流体技研

223 1996 中崎 ジュリア 智子 1969.6.26 女 ブラジル サンパウロ市 観光宣伝誘致 (社)長崎県観光連盟

224 1996 八木 綾 クラウディア 1972.9.20 女 ブラジル サンパウロ市 建築設計 長崎県土木建築課

225 1996 高橋 ミーリアン あゆみ 1973.9.29 女 ブラジル カンベ市 都市計画と建築 ㈲サンデザイン、大草建築デザイン室

226 1996 山口 テレサ 1973.4.26 女 アルゼンチン ブエノスアイレス県 菓子製造 ㈲あづま屋

227 1996 早田 恵美佳 1977.12.12 女 ボリビア サンタクルス州 コンピューターソフト 長崎県電算システム課

228 1996 水本 道恵 1972.2.18 女 パラグアイ サン・ロレンツォ市 日本料理 ㈲てらだ

229 1996 モリネクス・ムクワイ・ノファ 1966.8.21 男 ソロモン諸島 マライタ州 農業 長崎県青年海外協力協会

230 1996 ソフィア・アンドレーバ 1971.4.9 女 ブルガリア ソフィア市 観光・地域振興 小長井町役場

231
平成9年
(1997)

廖 成喜 1965.10.20 男 中国 福建省
農業（果樹栽培・病害虫予
防）

長崎県果樹試験場

232 1997 唐 為崇 1971.7.13 男 中国 福建省 経済管理 長崎県商工労働政策課

233 1997 張 宏 1971.1.2 女 中国 大連市 ホテルサービス・運営管理 ㈱N.H.V.ホテルズインターナショナル

234 1997 趙 作偉 1972.11.25 男 中国 大連市 医療技術（外科） 日本赤十字社長崎原爆病院

235 1997 謝 華 1971.11.10 女 中国 上海市 コンピューター ㈱十八銀行

236 1997 羅 偉 1960.6.6 男 中国 上海市 医療技術（肝炎） 国立長崎中央病院

237 1997 朱 培福 1964.10.13 男 中国 張家港市 医療技術（肝炎） 長崎大学医学部

238 1997 呂 運哲 1963.11.10 男 韓国 釜山広域市 都市計画景観・アメニティ 長崎県都市計画課

239 1997 李 宰源 1970.5.11 男 韓国 ソウル特別市 水産業（養殖・養苗） 長崎県総合水産試験場

240 1997 朴 賢眞 1974.8.22 男 韓国 ソウル特別市
ホテル経営管理 日本西
洋料理

㈱長崎東急ホテル

241 1997 滝ヶ平 セリナ 真由美 1972.5.4 女 ブラジル サンパウロ市 栄養士
西彼町教育委員会、大瀬戸町教育委
員会

242 1997 山口 ルシアナ 由紀美 1973.6.30 女 ブラジル サントス市 コンピューター・グラフィック 長崎電子計算センター㈱

243 1997 橋本 奈美代 1973.12.25 女 ブラジル サンパウロ市 グラフィックデザイン ㈱キョウエイアドインターナショナル

244 1997 朝永 クラウディア 千渡江 1974.4.5 女 ブラジル ドウラドス市 建築設計 建友社建築設計事務所㈱

245 1997 松村 ダニエル 健治 1965.10.27 男 アルゼンチン ブエノスアイレス市 理学療法士 国立療養所長崎病院

246 1997 タン・スァン・フー 1962.5.12 男 ベトナム ホーチミン市 コンピューター 扇精光㈱

247 1997
タウィーサック・マライウィ
チット

1961.10.24 男 タイ バンコク市 冷却及び空調システム 三菱電機㈱ 冷熱システム製作所

248 1997 ロサアナ・ラモス・ペーニャ 1967.10.1 女 ドミニカ共和国プエルトプラタ州 理学療法士 日浦病院

249
平成10年
(1998)

丁 一芸 1973.7.17 女 中国 福建省 貿易管理 ㈱長崎県貿易公社

250 1998 呉 立弟 1971.5.17 女 中国 福建省 農業協同組合 長崎県農業協同組合中央会

251 1998 史 冬梅 1965.1.3 女 中国 上海市 医療技術 国立長崎中央病院

252 1998 楼 軍 1971.11.16 男 中国 上海市 コンピューターソフトウェア 長崎市情報システム課

253 1998 梅 強 1969.8.14 男 中国 大連市 自動車整備技術 長崎県交通局中央整備工場

254 1998 孫 暁光 1970.2.6 男 中国 大連市 機械製造技術 日本ビソー㈱

255 1998 藍 婷 1975.10.28 女 中国 北京市 ホテルサービス 運営管理 ㈱N.H.V.ホテルズインターナショナル

256 1998 高 相喚 1957.9.12 男 韓国 済州道 農業研究 長崎県総合農林試験場

257 1998 趙 宇相 1959.11.28 女 韓国 ソウル市 コンピューターグラフィック 長崎県工業技術センター

258 1998 梁 銀庭 1952.8.1 女 韓国 ソウル特別市 コンピューターソフト ㈱十八銀行（十八ソフトウェア㈱）

259 1998 安 暎奎 1960.8.11 男 韓国 大邱視市 船舶流体力学 ㈱西日本流体技研

260 1998 冨田 こずえ 1955.10.15 男 ブラジル ペルナンブーコ州 データベース ㈱親和銀行

261 1998 橋本 多美代 1943.8.10 女 ブラジル サンパウロ市 グラフィックデザイン ＮＢＣ長崎放送㈱

262 1998 鈴木 ロベルタ 千江美 1980.1.28 女 ブラジル モジ・ダス・クルゼス市 観光宣伝誘致 (社)長崎県観光連盟

263 1998 川端 マリミルナ 1979.5.9 女 パラグアイ ラ・コルメナ市 病院調理 日本赤十字社長崎原爆病院

 50 



受入年度 氏名 生年月日 性別 国籍 都市 研修内容 研修機関

264 1998 荒木 ファビアナ ゆみ 1973.5.18 女 アルゼンチン オベラ 美容技術 学校法人長崎県美容学園

265 1998 ブイトゥアンアン 1971.10.11 男 ベトナム ホーチミン市 歯科医療 長崎大学歯学部

266 1998
サシボーン・トウチャナヌー
ソン

1967.9.17 女 タイ サムサコン県 公衆衛生 長崎市保健所

267
平成11年
(1999)

蔡 国喜 1962.11.15 男 中国 衛生防疫 公衆衛生 長崎県西彼保健所

268 1999 陳 捷平 1964.4.7 女 中国 国際交流行政 長崎県国際課

269 1999 周 芸 1962.8.28 女 中国 医療技術 国立長崎中央病院

270 1999 薛 彬 1953.6.15 男 中国 コンピューター
三菱電機コントロールソウトウェア㈱長崎
事業所

271 1999 李 樹鵬 1955.1.1 女 中国 食品加工 長崎県総合農林試験場

272 1999 張 卓 1976.1.17 女 中国 日本語教育 長崎情報ビジネス専門学校

273 1999 鄒 寧 1975.9.1 男 中国 金融 ㈱親和銀行

274 1999 朴 榮愛 1976.10.12 女 韓国 コンピューター ㈱十八銀行（十八ソフトウェア㈱）

275 1999 崔 銘俶 1980.1.11 女 韓国 陶磁器工芸 長崎県窯業技術センター

276 1999 大峰 ファビアーナ 1976.12.7 女 ブラジル 観光サービス ハウステンボス㈱

277 1999 山口 ジョニー 隼人 1977.11.8 男 ブラジル 日本料理 公立学校共済組合長崎宿泊所

278 1999 勝本 アグネス 恵美 1963.12.15 女 ブラジル 栄養士（栄養学） 聖フランシスコ病院

279 1999 吉永 佳織 1962.2.5 女 ボリビア コンピューター 時津町役場

280 1999 帰山 グスターボ 剛 1961.5.7 女 アルゼンチン 小児医療技術 国立長崎中央病院

281 1999 ファンティ・ホアンヴィ 1950.6.3 男 ベトナム リハビリテーション 国立長崎中央病院

282 1999 タナパット・ラトマニー 1962.10.4 男 タイ 電子漁業 長崎県立長崎工業高等学校

283
平成12年
(2000)

林 敏榕 1965.10.23 女 中国 福建省 マスコミュニケーション 長崎放送㈱

284 2000 楊 麗燕 1964.1.25 女 中国 福建省 貿易管理 ㈱長崎県貿易公社

285 2000 林 之莓 1964.12.13 女 中国 上海市 医療技術（心臓血管外科） 国立長崎中央病院

286 2000 姚 寅峰 1974.12.27 男 中国 上海市 コンピューター
三菱電機コントロールソフトウェア㈱長崎
事業所

287 2000 王 顔哲 1977.9.5 女 中国 大連市 不動産販売・広報 長崎県住宅供給公社

288 2000 李 寅海 1974.5.3 男 中国 大連市 医療保険管理 長崎社会保険事務局

289 2000 張 翎 1972.12.12 女 中国 北京市 金融 ㈱親和銀行

290 2000 三浦 麻利 1975.8.26 女 ブラジル リオデジャネイロ州 看護 長崎記念病院

291 2000 和田 真 1976.10.22 男 ブラジル サンパウロ市 機械工学 長崎県工業技術センター

292 2000 江島 由美 1981.11.4 女 ボリビア サンタクルス州 コンピューター ㈱十八銀行（十八ソフトウェア㈱）

293 2000 中山 雪江 1981.1.19 女 パラグアイ イグアス移住地 コンピューター 扇精光㈱

294 2000 タン・トゥロン・ロク 1955.4.20 男 ベトナム ホーチミン市 整形外科 国立長崎中央病院

295 2000
チョエンクワン・ポン・サラ
ナンタクーン

1957.5.26 男 タイ サムサコン県 CG建築 デザイン 長崎総合科学大学

296
平成13年
(2001)

高 峰 1966.3.9 男 中国 福建省 農業（野菜栽培） 長崎県総合農林試験場

297 2001 鄭 仁華 1970.7.30 男 中国 福建省 林業（林木育種） 長崎県総合農林試験場

298 2001 杭 勤 1968.6.21 女 中国 上海市 医療技術 国立病院長崎医療センター

299 2001 虞 龍昌 1969.8.24 男 中国 上海市 コンピューター
三菱電機コントロールソフトウェア㈱長崎
事業所

300 2001 姜 春梅 1974.3.12 女 中国 大連市 コンピューター 扇精光㈱

301 2001 宋 杏梅 1970.4.20 女 中国 大連市 貿易 後藤運輸㈱

302 2001 呂 成龍 1962.12.3 男 中国 北京市 コンピューター ㈱十八銀行長崎図書館

303 2001 福永 記代 エジナ 1978.10.28 女 ブラジル サンパウロ市 工業デザイン 長崎県工業技術センター

304 2001 中村 マリア エウヘニア 1977.1.5 女 アルゼンチン ブエノスアイレス県 イベント・プロデュース ＮＢＣ興産㈱

305 2001 荒木 アナリア ベアトリス 1982.8.27 女 アルゼンチン ブエノスアイレス県 コンピューター ＭＢＣ情報システム㈱

306 2001 グウェン・タン・テュアン 1962.1.6 男 ベトナム ホーチミン市 医療技術 国立病院長崎医療センター

307 2001 スッタム・ンゲンムン 1973.10.14 男 タイ サムサコン県 自動車整備 長崎県交通局
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308
平成14年
(2002)

王 冬梅 1970.9.3 女 中国 福建省 コンピュータ オフィスメーション㈱

309 2002 黎 莉 1962.10.16 女 中国 福建省 教育技術 長崎県教育センター

310 2002 王 暉 1968.7.2 女 中国 上海市 医療技術
国立病院長崎医療
センター

311 2002 張 冰 1967.1.9 男 中国 上海市 テレビ報道制作 ㈱テレビ長崎

312 2002 劉 水清 1976.7.27 女 中国 上海市 コンピュータ
三菱電機コントロールソフトウェア㈱長崎
営業所

313 2002 李 守君 1964.7.21 女 中国 大連市 観光 長崎市観光課長崎ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会

314 2002 李 長岩 1969.3.5 男 中国 大連市 造園 長崎県公園緑地協会

315 2002 王 勇 1962.3.17 男 中国 北京市 自動車整備技術 長崎県交通局中央整備工場

316 2002 大河 ルシアーナ 美香 1977.1.21 女 ブラジル サンパウロ市 貿易 後藤運輸㈱

317 2002 高島 パトリシア 由香 1976.6.25 女 ブラジル サンパウロ市 歯科医療 長崎大学歯学部

318 2002 岩瀬 央枝 1982.1.16 女 ボリビア サンタクルス県 コンピュータ 十八ソフトウェア㈱

319 2002 ティエン・タン・リィエム 1963.10.10 男 ベトナム ホーチミン市 医療技術 国立病院長崎医療センター

320 2002 ヴァチャラポン・ムチャー 1975.6.23 男 タイ サムサコン県 溶接技術 長崎高等技術専門校

321
平成15年
(2003)

馬 雲飛 1971.7.23 男 中国 福建省 日本語教育 長崎情報ビジネス専門学校

322 2003 周 猴 1974.7.16 女 中国 福建省 衛生（感染予防） 国立病院長崎医療センター

323 2003 季 江 1976.9.28 男 中国 上海市 コンピュータ
三菱電機コントロールソフトウェア㈱長崎
営業所

324 2003 胡 娉逮 1974.11.5 女 中国 上海市 テレビ報道制作 ㈱テレビ長崎

325 2003 金 怡 1973.12.27 男 中国 上海市 医療技術 国立病院長崎医療センター

326 2003 周 昶 1963.8.12 男 中国 大連市 新聞報道制作 ㈱長崎新聞社

327 2003 宋 彦逮 1982.12.23 女 中国 大連市 コンピュータ オフィスメーション㈱

328 2003 趙 魁 1965.9.7 男 中国 北京市 国際交流 長崎県国際課

329 2003 彭 燕 1966.10.24 女 中国 雲南省 テレビ報道制作 ㈱テレビ長崎

330 2003 佐久川 バレリア ソレダー 1981.4.7 女 アルゼンチン ブエノスアイレス州 料理 長崎全日空ホテルグラバーヒル

331 2003 レ・フォン・フィ 1967.7.22 男 ベトナム ホーチミン市 医療技術 国立病院長崎医療センター

332 2003
ウッタウィシティクン・オー
ラワン

1969.9.15 女 タイ サムサコン県 医療技術 国立病院長崎医療センター

333
平成16年
(2004)

安 宝燕 1975.5.13 女 中国 上海市 医療技術
独立行政法人国立病院機構長崎医療
センター

334 2004 陳 虹燕 1977.6.20 女 中国 上海市 コンピュータ オフィスメーション㈱

335 2004 厳 相莉 1975.6.25 女 中国 上海市 テレビ報道制作 ㈱テレビ長崎

336 2004 趙 暁美 1980.8.17 女 中国 遼寧省 貿易 後藤運輸㈱

337 2004 張  丹 1975.8.2 男 中国 遼寧省 小学校教育 長崎県教育センター

338 2004 黄 恵彬 1971.11.23 女 中国 福建省 医療技術
独立行政法人国立病院機構長崎医療
センター

339 2004 ブ・ドアン・リエン・ケー 1976.12.1 女 ベトナム ホーチミン市
日越交流史・日本文化・言
語教育

長崎大学環境科学部

340 2004 小坂 修市郎 1976.11.29 男 ブラジル サンパウロ市 歯科医療 長崎大学歯学部

341
平成17年
（2005）

鍾 愛虹 1972.10.27 男 中国 福建省 医療（肺内科）
独立行政法人国立病院機構長崎医療
センター

342 2005 林  跻 1981.12.28 男 中国 上海市 コンピュータ（応用・管理）
三菱電機コントロールソフトウェア㈱長崎
営業所

343 2005 王 從朱 1972.6.7 女 中国 上海市 医療（肝炎）
独立行政法人国立病院機構長崎医療
センター

344 2005 蒋 殿文 1963.7.25 男 中国 上海市 テレビ報道制作 ㈱テレビ長崎

345 2005 李  晶 1972.11.24 女 中国 大連市 ホテルの経営・管理 長崎全日空ホテルグラバーヒル

346 2005 劉  潔 1977.6.29 女 中国 北京市 旅行業 長崎倉庫㈱

347 2005 劉  奔 1985.3.10 男 中国 遼寧省 貿易 後藤運輸㈱

348 2005 宮川 光行 1977.12.3 男 ブラジル サンパウロ州 コンピュータ 長菱ソフトウェア㈱

349 2005 三村 美香 1983.6.21 女 ボリビア サンタクルス州 農協のシステム・経理 長崎県央農業協同組合

350
平成18年
（2006）

周 惠娟 1974.5.29 女 中国 上海市 医療（肝炎） 長崎大学医歯薬学総合研究科

351 2006 沈 雯 1974.7.23 女 中国 上海市 コンピュータ 三菱長崎機工㈱
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352 2006 唐 佳音 1981.1.9 女 中国 上海市 テレビ報道製作 ㈱テレビ長崎

353 2006 孫 凱 1965.7.5 女 中国 大連市 貿易 後藤運輸㈱

354 2006 叢 冬霞 1981.12.19 女 中国 大連市 旅行業 長崎倉庫㈱

355 2006 林 娜 1972.10.22 女 中国 福建省 医療（産婦人科）
独立行政法人国立病院機構長崎医療
センター

356 2006
今井 ネグロン ラファエル
健治

1983.1.28 男 ブラジル サンパウロ市 ロボット制御システム 長崎県工業技術センター

357 2006 三浦 モニカ 1979.4.24 女 アルゼンチン ブエノスアイレス市 栄養管理 長崎大学医学部・歯学部附属病院

358
平成19年
（2007）

呉 凱 1978.3.2 女 中国 上海市 コンピュータ管理・応用 扇精光㈱

359 2007 崔 信淑 1977.11.12 女 中国 上海市 報道制作 ㈱テレビ長崎

360 2007 談 景嬰 1975.11.13 女 中国 上海市 医療（肝炎）
独立行政法人国立病院機構長崎医療
センター

361 2007 于 晶 1982.2.18 女 中国 大連市 医療（心理科・精神科） 長崎大学医歯薬学総合研究科

362 2007 王 宇 1978.11.2 男 中国 北京市 旅行業 長崎倉庫㈱

363 2007 林 丹 1970.10.30 女 中国 福建省 観光ビジネス 日本空輸長崎旅行センター

364 2007 宗像 アレシャンドレ 友和 1983.3.26 男 ブラジル サンパウロ州 歯科医療 長崎大学医歯薬学総合研究科

365 2007 ファン・ティ・ミン・グゥエト 1977.9.17 女 ベトナム ホーチミン市 日本文化 長崎大学環境科学部

366
平成20年
（2008）

金 蓮 1980.9.28 女 中国 報道制作 ㈱テレビ長崎

367 2008 劉 芸野 1974.3.31 女 中国 医療（肝炎） 長崎大学医歯薬学総合研究科

368 2008 芦 丹 1983.1.3 女 中国 貿易、事務 後藤運輸 ㈱

369 2008 李 炳奇 1977.3.22 男 中国 貿易・商業 西海陶器㈱

370 2008 朱 煒 1971.4.4 男 中国 林業 農林試験場

371 2008 宗像 アレシャンドレ 友和 1983.3.26 男 ブラジル サンパウロ市 歯科医療 長崎大学医歯薬学総合研究科

372 2008 ファン・ティ・ミン・グゥエト 1977.9.17 女 ベトナム ホーチミン市 国際交流 （財）長崎県国際交流協会

373
平成21年
(2009)

周 宏妍 1984.3.1 女 中国 上海市 報道制作 ㈱テレビ長崎

374 2009 李 暁玲 1980.7.13 女 中国 上海市 旅行管理 ハウステンボス㈱

375 2009 白 杰 1980.12.22 女 中国 大連市 貿易、通関業 長運㈱

376 2009 李 先華 1983.9.6 男 中国 山東省 貿易 後藤運輸㈱

377 2009 黄 蔚琳 1981.3.20 女 中国 福建省 外国語教育 長崎外国語大学

378 2009 米倉 涼 1981.4.1 男 ボリビア
サンタクルス県
サンフアン市

農業土木・河護岸工事 ㈱上滝

379 2009 ドアン・フック・タン 1984.12.9 男 ベトナム ダナン市 国際交流 （財）長崎県国際交流協会

380
平成22年
(2010)

劉 璐 1975.10.25 女 中国 福建省 国際交流 （財）長崎県国際交流協会

381 2010 申 暁偉 1982.6.3 男 中国 上海市 環境保護 長崎大学環境科学部

382 2010 李 宇東 1982.5.2 男 中国 上海市 テレビ番組作成 (株)テレビ長崎

383 2010 劉 丹青 1983.4.14 女 中国 江蘇省 貿易 後藤運輸(株)

384 2010 ホ・タオ・グエン 1986.8.12 女 ベトナム ダナン市 マスコミュニケーション (株)長崎ケーブルメディア

385 2010 米倉 涼 1981.4.13 男 ボリビア
サンタクルス県
サンフアン市

設計（公共土木施設） 扇精光(株)

386
平成23年
(2011)

劉 萍 1987.7.10 女 中国 山東省 貿易・通関 後藤運輸（株）

387 2011 都 彦飛 1981.11.18 女 中国 上海市 観光 （社）長崎県観光連盟

388 2011 朱 慧鋒 1981.10.30 男 中国 上海市 経済・金融 (株)長崎経済研究所

389 2011 洪 東昇 1975.11.12 男 中国 福建省 マスコミュニケーション 長崎放送(株)

390 2011 鶴 ステラ ゆかり 1988.12.1 女 ブラジル サンパウロ州 環境マネジメント 長崎大学環境科学部

391 2011 チャ・ティ・フォン・ガ 1988.5.16 女 ベトナム ダナン市 国際交流 (財)長崎県国際交流協会

392
平成24年
(2012)

胡 緯緯 1980.9.24 女 中国 江蘇省 貿易・通関 後藤運輸（株）

393 2012 周 瀅 1980.6.5 女 中国 上海市 テレビ番組制作・報道 (株)テレビ長崎

394 2012 劉 明昊 1976.6.13 男 中国 上海市
地域経済・国際貿易・行政
事務

(株)長崎経済研究所

395 2012 赫 源 1989.5.17 女 中国 吉林省 国際投資・国際開発分野 長崎大学経済学部
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396 2012 王 昕 1975.8.19 男 中国 大連市 旅行業務 (株)ＪＴＢ九州長崎支店

397 2012 李 雪 1987.12.31 女 中国 遼寧省 国際貿易 三菱長崎機工(株)

398 2012 岩瀬 理香 1987.9.14 女 ボリビア
サンタクルス県
サンフアン市

国際交流 (公財)長崎県国際交流協会

399
平成25年
(2013)

尚 磊 1983.8.11 女 中国 上海市 地域経済・行政 (株)長崎経済研究所

400 2013 黄 林霏 1988.2.22 男 中国 上海市 テレビ番組制作・報道 (株)テレビ長崎

401 2013 ドン・ティー・フェンチャン 1989.12.30 女 ベトナム ダナン市 貿易業務 西海陶器（株）

402 2013 林 宇玫 1983.9.26 女 中国 福建省 学生管理 長崎県立大学シーボルト校

403 2013 陳 思敏 1990.2.9 女 中国 湖北省 貿易・通関 （株）東海貿易

404 2013 袁 爽 1982.10.24 女 中国 遼寧省 国際交流事業管理 長崎大学研究国際部

405 2013 伊東 グレース 薫 1988.10.13 女 ブラジル サンパウロ市 リハビリ（理学療法） 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科

406
平成26年
(2014)

呉 桐 1988.12.15 女 中国 上海市 経済、日中文化交流 （株）長崎経済研究所

407 2014 李 辰傑 1988.12.15 男 中国 上海市 テレビ放送 （株）テレビ長崎

408 2014 王 慧 1979.10.31 女 中国 大連市 企業管理 （株）東海貿易

409 2014 レ・ティ・フォン 1991.10.28 女 ベトナム ダナン市 貿易 西海陶器（株）

410 2014 宮城 マルセル 影二 1987.7.2 男 ブラジル サンパウロ市 土木・インフラ 長崎県長崎振興局、長崎県県央振興局

411 2014 岩瀬 徳永 トニー 秀 1992.12.29 男 ボリビア
サンタクルス県
サンフアン市

農業 長崎県農林技術開発センター

412 2015 方 陽 1982.2.12 男 中国 上海市 経済、事務管理 （株）長崎経済研究所

413 2015 張 勛 1991.10.26 男 中国 上海市 テレビ放送 （株）テレビ長崎

414 2015 ひろせ タイス かおり 1992.12.21 女 ブラジル
サンパウロ州
ピエダーデ市

高齢者の健康づくり （公財）長崎県すこやか長寿財団

415 2015 グエン・ティ・フォン・ラン 1991.2.13 女 ベトナム ダナン市 接客サービス 九州教具（株）

416 2016 施　耀青 1987.8.12 男 中国 上海市 経済、事務管理 （株）長崎経済研究所

417 2016 鄭　航 1987.7.12 男 中国 福建省福州市 日本式教育 （株）あたご

418 2016 堤　セリナ　広子 1988.3.1 女 ブラジル
サンパウロ州
カパンボニート市

建築設計 （株）建友社設計

419 2016 グエン・ティ・カム・ニュン 1993.8.23 女 ベトナム ダナン市 国際交流 （公財）長崎県国際交流協会

420 2017 蔡　国耀 1982.3.2 男 中国 上海市 番組制作、著作権管理 （株）テレビ長崎

421 2017 唐　芙蓉 1983.10.16 女 中国 湖北省武漢市 日本語教育、国際交流 （株）あたご

422 2017 チャン・ティ・トゥイ・チャン 1995.1.5 女 ベトナム ダナン市 日本語教育
学校法人 平成国際学園
長崎情報ビジネス専門学校

423 2017 安永ホビソン幸夫 1988.7.7 男 ブラジル
パラナ州
マリンガ市

再生可能エネルギー (有)イー・ウィンド

424 2018 グエン・チャン・フォン・チン 1993.3.25 女 ベトナム ホイアン市 文化・旅行サービス ニュー長崎ビルディング株式会社

425 2018 鶴澤　モアシル　まさいち 1990.1.22 男 ブラジル サンパウロ市 環境教育の改善 長崎県環境保健研究センター
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