
顕彰年月日 回数 氏名（敬称略） 分野

1 昭和60年 4月22日 第1回 吾妻  徳穂 日本舞踊家

2 昭和60年 4月22日 第1回 ｴﾄﾞﾜ-ﾄﾞ･ｼﾞｮ-ｼﾞ･ｻｲﾃﾞﾝｽﾃｯｶ- 日本文学研究者

3 昭和60年 4月22日 第1回 小宮  康孝 江戸小紋染色

4 昭和60年 4月22日 第1回 暉峻  康隆 国文学者

5 昭和60年 4月22日 第1回 前川  國男 建築家

6 昭和60年 4月22日 第1回 松田  春翠 映画説明者

7 昭和61年 3月31日 第2回 岩谷  時子 作詞家

8 昭和61年 3月31日 第2回 西山  松之助 江戸研究

9 昭和61年 3月31日 第2回 古橋  廣之進 水泳指導

10 昭和61年 3月31日 第2回 安川  加壽子 ピアニスト

11 昭和61年 3月31日 第2回 山本  俊一 医学者

12 昭和62年 1月30日 第3回 大山  康晴 将棋１５世名人

13 昭和62年 1月30日 第3回 川上  哲治 野球評論家

14 昭和62年 1月30日 第3回 川喜多  かしこ 映画文化国際交流推進者

15 昭和62年 1月30日 第3回 芝木  好子 作家

16 昭和62年 1月30日 第3回 戸板  康二 演劇評論家・作家

17 昭和62年 1月30日 第3回 ドナルド・ローレンス・キーン 日本文学研究者

18 昭和63年 2月27日 第4回 青木  半治 体育団体役員

19 昭和63年 2月27日 第4回 長谷川  町子 漫画家

20 昭和63年 2月27日 第4回 真山  美保 劇団主宰者

21 昭和63年 2月27日 第4回 笠  智衆 映画俳優

22 昭和63年 2月27日 第4回 渡邊  格 理学博士

23 平成元年 3月31日 第5回 小木  新造 文学博士

24 平成元年 3月31日 第5回 嘉門  安雄 美術評論家

25 平成元年 3月31日 第5回 柴田  勝治 体育団体役員

26 平成元年 3月31日 第5回 橋田  壽賀子 劇作家

27 平成元年 3月31日 第5回 藤山  一郎 声楽家

28 平成 2年 4月 6日 第6回 石井  好子 ｼｬﾝｿﾝ歌手

29 平成 2年 4月 6日 第6回 加太  こうじ 作家

30 平成 2年 4月 6日 第6回 清川  正二 体育団体役員
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31 平成 2年 4月 6日 第6回 グレゴリー・クラーク 国際政治経済学者

32 平成 2年 4月 6日 第6回 坂田  栄男 囲碁名誉本因坊

33 平成 2年 4月 6日 第6回 渡辺  義雄 写真家

34 平成 3年 1月22日 第7回 岡野  俊一郎 体育団体役員

35 平成 3年 1月22日 第7回 黒柳  徹子 女優

36 平成 3年 1月22日 第7回 白洲  正子 評論家・随筆家

37 平成 3年 1月22日 第7回 反町  茂雄 古文書研究者

38 平成 3年 1月22日 第7回 三善  晃 作曲家

39 平成 3年 1月22日 第7回 山川  民夫 医学博士

40 平成 4年 3月31日 第8回 石井  幹子 照明デザイナ－

41 平成 4年 3月31日 第8回 木下  恵介 映画監督

42 平成 4年 3月31日 第8回 永山  武臣 歌舞伎制作者

43 平成 4年 3月31日 第8回 日野原  重明 医学博士

44 平成 4年 3月31日 第8回 二子山  勝治 日本相撲協会相談役

45 平成 4年 3月31日 第8回 水上  勉 作家

46 平成 5年 3月29日 第9回 大岡  信 詩人

47 平成 5年 3月29日 第9回 ドナルド・リチー 映画評論家

48 平成 5年 3月29日 第9回 宮城  まり子 俳優・ねむの木学園長

49 平成 5年 3月29日 第10回 大橋  鎭子 雑誌編集者

50 平成 6年 2月25日 第10回 緒方  貞子 国連難民高等弁務官

51 平成 6年 2月25日 第10回 藤沢  周平 作家

52 平成 7年 2月26日 第11回 角田  房子 作家

53 平成 7年 2月26日 第11回 森  英恵 ファッションデザイナー

54 平成 7年 2月26日 第11回 若杉  弘 指揮者

55 平成 8年 2月23日 第12回 青木  玉 文筆家

56 平成 8年 2月23日 第12回 川崎  富作 医学博士

57 平成 8年 2月23日 第12回 高野  悦子 劇場支配人

58 平成 9年 2月13日 第13回 秋山  ちえ子 評論家

59 平成 9年 2月13日 第13回 淀川  長治 映画解説者

60 平成10年 2月17日 第14回 朝吹  登水子 文学者
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61 平成10年 2月17日 第14回 今村  昌平 映画監督

62 平成10年 2月17日 第14回 島田  正吾 俳優

63 平成11年 2月 8日 第15回 アルフォンス･デーケン 哲学者

64 平成11年 2月 8日 第15回 北林  谷栄 俳優

65 平成11年 2月 8日 第15回 仲代  達矢 俳優

66 平成12年 2月14日 第16回 穐吉（秋吉）  敏子 ジャズピアニスト･作曲家

67 平成12年 2月14日 第16回 加藤  芳郎 漫画家
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