
熊本県近代文化功労者一覧（第２１～４０回）
回 顕彰年度 顕彰者氏名 ふりがな 出身地 生年 分野 主な功績

長野　一誠 ながの　いっせい 南阿蘇村 1834 社会 阿蘇南郷谷の産業開発、地域振興に貢献。

長岡　護美 ながおか　もりよし 熊本市 1842 政治 政治家。熊本・海外で活躍。

水島　貫之 みずしま　かんし 熊本市 1839 文化一般 印刷・出版業の先駆者。県文化向上に貢献。

渋谷　礼 しぶや　れい 人吉市 1846 産業 政治家・実業家。球磨開発に尽力。

小崎　弘道 こざき　ひろみち 熊本市 1856 宗教 宗教家。キリスト教に重きをなす。

阿部野　利恭 あべの　りきょう 熊本市 1870 教育 東洋語学専門学校（現熊本学園大学）創設。

松岡　嘉代 まつおか　かよ 熊本市 1880 芸術 茶道家。肥後古流の茶匠。

牛原　虚彦 うしはら　きよひこ 熊本市 1897 芸術 国際的映画人として映画界に貢献。

谷口　長雄 たにぐち　ながお 愛媛県 1865 教育 医学者。熊本医学校の創設。

橋本　武次郎 はしもと　たけじろう 南小国町 1869 産業 植林の父。小国林業の基礎を築く。

佐々木　憲徳 ささき　けんとく 嘉島町 1886 宗教 宗教家。宗門最高の勧学となる。

宮崎　松記 みやざき　まつき 八代市 1900 社会 医師。ハンセン病患者救済に一生を捧げる。

猿木　宗那 さるき　そうな 熊本市 1849 スポ－ツ 小堀流踏水師範。

光永　星郎 みつなが　ほしお 氷川町 1866 産業 実業家。電通の創始者。

中川　斎 なかがわ　いつき 玉名市 1886 学術 郷土史研究。

中村　汀女 なかむら　ていじょ 熊本市 1900 芸術 女流俳人。多くの女性を俳句に親しませる。

木下　廣次 きのした　ひろじ 熊本市 1851 教育 法学者・教育者。京都帝大初代総長。

平野　流香 ひらの　りゅうこう 熊本市 1883 学術 郷土史研究。地方紙の実証的研究に尽力。

中村　左衛門太郎 なかむら　さえもんたろう 東京都 1891 学術 地震学者。地震計・地磁気の研究

牛島　憲之 うしじま　のりゆき 熊本市 1900 芸術 洋画家。田園詩を牧歌的に表現する画風。

長谷　幸輝 ながたに　ゆきてる 熊本市 1842 芸術 邦楽家。地唄三絃界の名匠。

野原　常 のはら　つね 熊本市 1875 教育 教育者。女子教育に尽力。

古賀　行義 こが　ゆきよし 熊本市 1891 学術 心理学者。日本の心理学界を牽引。

石坂　繁 いしざか　しげる 合志市 1893 社会 政治家・熊本市長。終戦直後の市民生活安定に奔走

河喜多　義男 かわきた　よしお 菊陽町 1854 社会 植樹・緑化活動に尽力。

宮崎　滔天 みやざき　とうてん 荒尾市 1870 政治 政治家。中国革命運動に協力。

小林　久雄 こばやし　ひさお 熊本市 1895 学術 考古学者。九州考古学界に多大な影響。

田代　順七 たしろ　じゅんしち 玉名市 1900 芸術 洋画家。具象絵画追求、熊本の美術振興に寄与。

藤間　勘太女 ふじま　かんため 宮崎県 1909 芸術 日本舞踊家。熊本日舞協会創設。

横井　時敬 よこい　ときよし 熊本市 1860 産業 農学者。日本近代農学の開拓者。

鶴田　三雄 つるた　みつお 熊本市 1883 スポ－ツ 剣道家。熊本剣友クラブ結成。

高野　弦雄 たかの　つるお 熊本市 1888 社会 弁護士。国家公安委員として警察行政に貢献。

坂本　経堯 さかもと　つねたか 菊池市 1897 学術 考古学者。熊本全県下におよぶ発掘調査。
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昭和４９年
（１９７４）

昭和４３年
（１９６８）

昭和４４年
（１９６９）

昭和４５年
（１９７０）

昭和４６年
（１９７１）

昭和４７年
（１９７２）

昭和４８年
（１９７３）

※出身地の表記は現都道府県・市町村（令和３年現在）。
※顕彰者氏名は顕彰時の表記。諸説ある場合は、併記している場合がある。



熊本県近代文化功労者一覧（第２１～４０回）
回 顕彰年度 顕彰者氏名 ふりがな 出身地 生年 分野 主な功績

名和　童山 なわ　どうざん 熊本市 1835 教育 教育者。私塾経営、小学校長などで教育に尽力。

高橋　長秋 たかはし　ながあき 八代市 1858 産業 実業家。熊本市電開設に貢献。

上塚　司 うえつか　つかさ 熊本市 1890 社会 実業家。アマゾン開発に全力を注ぐ。

田島　亀彦 たじま　かめひこ 八代市 1889 芸術 彫刻家。「菊池武時像」などを制作。

木村　弦雄 きむら　つるお 玉名市 1838 教育 教育者。九州学院創設に尽力。

冨田　甚平 とみた　じんぺい 菊池市 1848 産業 農業技術者。土地改良、農業技術の指導普及

上田　貞雄 うえだ　さだお 福岡県 1891 教育 教育者。鎮西学園発展、私学三法成立に貢献。

波多野　ガク はたの　がく 南小国町 1904 社会 教育者。女子教育に尽力。

鳩野　宗巴 はとの　そうは 熊本市 1844 社会 医師。診療・慈善事業に尽力。

本山　彦一 もとやま　ひこいち 熊本市 1853 文化一般 新聞人。毎日新聞を全国新聞へと発展させる。

宇野　東風 うの　はるかぜ 熊本市 1859 芸術 歌人。和歌の選者。

原　サダメ はら　さだめ 宇土市 1893 教育 教育者。幼児教育に献身。

本田　正次 ほんだ　まさじ 熊本市 1897 学術 植物学者。新種の調査・報告。

古城　貞吉 こじょう　ていきち 熊本市 1866 学術 漢学者。中国文学史の体系化。

河村　九淵 かわむら　きゅうえん 岡山県 1863 産業 農業技術者。熊本農業学校（現熊本農業高校）初代校長として基礎作り。

角田　政治 すみだ　まさじ 益城町 1870 学術 地理学者・郷土史家。郷土の文教振興に貢献。

坂本　善三 さかもと　ぜんぞう 小国町 1911 芸術 洋画家。抽象画家の第一人者。

平野　マツエ ひらの　まつえ 菊池市 1896 社会 社会福祉に貢献。児童養護施設の設立。

高木　敏雄 たかぎ　としお 菊池市 1876 学術 神話学研究。

木庭　徳治 こば　とくじ 熊本市 1893 教育 教育者。壷渓塾創設。

塩津　清人 しおづ　きよと 熊本市 1895 芸術 能楽師（喜多流）。

川俣　芳洲 かわまた　ほうしゅう 福島県 1902 芸術 蒔絵師。

川上　哲治 かわかみ　てつはる 人吉市 1920 スポ－ツ 野球選手。巨人軍で活躍。

高木　第四郎 たかき　だいしろう 熊本市 1862 産業 実業家。乳業の振興に尽力。

土肥　樵石 どひ　しょうせき 熊本市・長洲町 1841 芸術 明治時代の日本を代表する書家。

福田　源蔵 ふくだ　げんぞう 宇城市 1881 教育 教育者。熊本中学校の発展に貢献。

井手　宣通 いで　のぶみち 御船町 1912 芸術 洋画家。数々の名画を残す。

川辺　ミチ かわべ　みち 相良村 1891 教育 教育者。女性解放に尽力。

坂田　道男 さかた　みちお 八代市 1887 社会 政治家。八代地域の振興に貢献。

住江　金之 すみのえ　きんし 御船町 1889 学術 農業研究者。酵母や醸造の研究。

毛利　昌平 もうり　しょうへい 玉名市 1856 産業 実業家。米の流通促進に貢献。

亀甲　不染 きっこう　ふせん 南関町 1890 芸術 華道家。熊本の華道界を牽引。

松前　重義 まつまえ　しげよし 嘉島町 1901 教育 技術者・教育者。現東海大学創設。
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昭和５５年
（１９８０）

昭和５６年
（１９８１）

昭和５０年
（１９７５）

昭和５１年
（１９７６）

昭和５２年
（１９７７）

昭和５３年
（１９７８）

昭和５４年
（１９７９）

※出身地の表記は現都道府県・市町村（令和３年現在）。
※顕彰者氏名は顕彰時の表記。諸説ある場合は、併記している場合がある。
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丸山　学 まるやま　まなぶ 和水町 1904 教育 教育者。郷土文教の振興に貢献。

竹富　清嘯 たけどみ　せいしょう 八代市 1833 芸術 南画家。熊本南画界の第一人者。

林田　敏貞 はやしだ　としさだ 熊本市 1896 スポ－ツ 剣道家。県体育界の強化発展に貢献。

松本　雅明 まつもと　まさあき 熊本市 1912 学術 東洋史学・考古学者。県の歴史学会をリード。

工藤　正人 くどう　まさと 合志市 1904 産業 農村指導者。県内の農業振興に貢献。

荒木　スエヲ あらき　すえを 南阿蘇村 1891 教育 女子教育。隈府女子技芸学校創設。

塘林　宏介 ともばやし　こうすけ 熊本市 1901 社会 社会福祉家。児童福祉の推進に尽力。

長野　簡悟 ながの　かんご 菊池市 1888 産業 実業家。蚕業振興に尽力。

浦田　正夫 うらた　まさお 山鹿市 1910 芸術 日本画家。数々の秀作を残す。

高田　素次 たかだ　もとつぐ あさぎり町 1912 学術 郷土史家。広範囲な分野をもとに郷土史研究。

大西　嘉幸 おおにし　よしゆき 熊本市 1896 教育 教育者。熊本の教育界をリード。

マーサ・バシャン・エカード ま－さ・ばしゃん・えか－ど アメリカ 1887 教育 教育者。熊本の教育界に新風を吹き込む。

森本　永八 もりもと　えいはち 熊本市 1876 芸術 邦楽家。笛方の名手。

宇野　精一 うの　せいいち 東京都 1910 学術 中国哲学の大家。

平塚　泰蔵 ひらつか　たいぞう 熊本市 1901 産業 実業家。県全体の産業振興に尽力。

牛島　辰熊 うしじま　たつくま 熊本市 1904 スポ－ツ 柔道家。柔道の普及に貢献。

モード・パウラス も－ど・ぱうらす アメリカ 1889 社会 社会福祉の発展に寄与。慈愛園創設。

六反田　藤吉 ろくたんだ　とうきち 鹿児島県 1907 学術 医学者。細菌・ウイルス分野の研究。

深水　六郎 ふかみ　ろくろう 水俣市 1901 産業 放送事業の振興。

浜田　知明 はまだ　ちめい 御船町 1917 芸術 版画家。戦後の日本を代表する版画家。

阿部　次郎 あべ　じろう 熊本市 1909 芸術 俳人。戦後俳界をリード。

福田　信卿 ふくだ　のぶきみ 山鹿市 1828 学術 産婦人科医。種痘の普及に尽力。

森　慈秀 もり　じしゅう 上天草市 1890 社会 天草五橋架橋に尽力。

小屋迫　一 こやさこ　はじめ 山都町 1893 産業 畜産・たばこ等の振興に貢献。

長野　敏一 ながの　としかず 大阪府 1911 教育 経済学者。熊本商大学長。

櫻間　左陣 さくらま　さじん 熊本市 1835 芸術 能楽師（金春流）。

山田　勝馬 やまだ　かつま 氷川町 1882 産業 熊本県農業・果樹会の先駆者。

岩下　雄二 いわした　ゆうじ 朝鮮（熊本市） 1911 文化一般 新聞人・俳人。知己文化向上に貢献。

木下　順二 きのした　じゅんじ 東京都 1914 芸術 劇作家。代表作「夕鶴」。

杉村　春三 すぎむら　しゅんぞう 北海道 1910 社会 全国の老人福祉向上推進の指導者。

増村　益城 ますむら　ましき 益城町 1910 芸術 漆工芸家。人間国宝。
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昭和６１年
（１９８６）

昭和６２年
（１９８７）

昭和５７年
（１９８２）

昭和５８年
（１９８３）

昭和５９年
（１９８４）

昭和６０年
（１９８５）

※出身地の表記は現都道府県・市町村（令和３年現在）。
※顕彰者氏名は顕彰時の表記。諸説ある場合は、併記している場合がある。


