
回 ⻄暦 和暦 部⾨ ⽒名・団体名 肩書 県 功績

学術⽂化 倉野 憲司 元福岡⼥⼦⼤学学⻑ 福岡 古事記全註釈（全七巻）の完成

学術⽂化 志村 秀彦 福岡⼤学医学部教授 福岡 胆⽯症の成因と治療に関する研究

学術⽂化 寺脇  保
⿅児島⼤学医学部教授
同附属病院院⻑ ⿅児島 ⼩児リウマチ熱を中⼼とした感染と⽣体反応の研究

学術⽂化 平野 冨⼠夫 九州⼤学名誉教授 福岡 潤滑⼯学の領域における研究

社会⽂化 多賀⾕ 伊徳 洋画家 福岡 美術創作活動と地⽅⽂化向上への貢献

社会⽂化 ⻄島 伊三雄 グラフィック・デザイナー 福岡 デザイン活動を中⼼とする地域⽂化振興

社会⽂化 結城 了悟
旧姓パチェゴ・ディエゴ
⽇本⼆⼗六聖⼈記念館館⻑ ⻑崎 ⽇本⼆⼗六聖⼈記念館の設⽴と運営

学術⽂化 井⼝  潔 九州⼤学医学部教授 福岡
⾎管吻合器の考案と新外科分野（応⽤⾎管外科）の開発に関する研
究

三好 不⼆雄 佐賀⼤学名誉教授

三好 嘉⼦ 夫⼈

社会⽂化
宮崎県総合農場試験場栽
培部⽔稲育種グループ （代表 ⻄⼭寿） 宮崎 良質安定の優良⽔稲新品種群の育成

社会⽂化 中村  裕 社会福祉法⼈「太陽の家」理事⻑ ⼤分 ⾝体障害者の⾃⽴更⽣、スポーツ振興に寄与した

社会⽂化 浜⽥ 知明 銅版画家 熊本短期⼤学教授 熊本 銅版画における国際的創作活動と地域⽂化の向上に尽くした

学術⽂化 ⽩⽔  隆 九州⼤学教養部教授 福岡 蝶類の系統分類学及び⽣物地理学に関する研究

学術⽂化 中村 昌弘 久留⽶⼤学医学部教授 福岡 癩菌および⿏癩菌の培養に関する研究

社会⽂化 飯塚市医師会 （会⻑ 佐⾕久経） 福岡 旧産炭地における地域医療の振興に尽くした

社会⽂化 ⽯本 秀雄 佐賀⼤学名誉教授 ⽇展会員 佐賀 美術教育を中⼼とする社会⽂化活動

社会⽂化 ⼩野 重朗 ⺠俗研究家 ⿅児島
南九州の⺠俗に関する永年の調査、研究を通じて地域⽂化の向上に
尽くした

学術⽂化 ⽥中 健蔵 九州⼤学医学部教授 福岡 線溶現象の臨床病理学的意義に関する研究

学術⽂化 ⽶津 三郎
北九州市⽂化財保護審議会会⻑
地⽅史研究者 福岡 中原嘉左右⽇記の解読および校註を完結させた

社会⽂化 荒川 ⼆六郎 下関⼼臓友の会会⻑ 開業医 ⼭⼝ 先天性⼼臓病の早期発⾒と治療に努めた

社会⽂化 ⼩⻑ 久⼦
⼤分⼤学教授
⼤分県県⺠オペラ協会会⻑ ⼤分 ⼤分県⺠オペラを中⼼とする地⽅の⾳楽⽂化向上に貢献した

社会⽂化 原⽥ ⼤六 ⽇本考古学協会会員 福岡 ⻑年にわたる考古学の研究、発掘と啓発

社会⽂化 松⼝ ⽉城 漢詩指導者 福岡 漢詩の作詩活動を通じて吟詠界の育成向上に尽くした

学術⽂化 ⽴岩遺跡調査委員会 （代表 九州⼤学教授 岡崎敬） 福岡 ⽴岩遺跡の発掘と調査研究で、⽇本考古学の発展に寄与した

学術⽂化 野⾒⼭ 温 福岡⼤学法学部教授 福岡 露清関係ことにネルチンスク条約、キャフタ条約などの研究

学術⽂化 船津  勝 九州⼤学名誉教授 福岡 ⽣理活性タンパク質の構造と機能に関する研究

社会⽂化 永⽵  威
肥前陶磁研究会常任理事
佐賀県陶芸協会常任理事 佐賀

30年余にわたり陶芸を中⼼として⻄⽇本地域の芸術⽂化の向上発展
と普及に献⾝的に努⼒した

社会⽂化 ⼭本 作兵衛  炭鉱絵師 福岡 ヤマの歴史を永年にわたる膨⼤な記録絵で再現し、語り継いだ

社会⽂化 劉  寒吉 作家 福岡 ⻄⽇本における⽂学活動と地域⽂化の推進に尽くした

昭和53年1978年第37回

1979年第38回 昭和54年

昭和52年1977年第36回

⻄九州⼀円の歴史資料の調査研究に貢献した

昭和55年1980年第39回

昭和56年1981年第40回

学術⽂化 佐賀
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学術⽂化 伊藤  尚 福岡⼤学教授 ⼯学博⼠ 福岡
インジウム、ガリウム、レニウム、スカンジウムの採取に関する研
究

学術⽂化 ⾕⼝ 鉄雄
九州産業⼤学教授
北九州市⽴美術館⻑ 福岡 九州の美術についての研究と普及について

社会⽂化 坂本 善三 独⽴美術協会会員 熊本 独⽴の画⾵を樹⽴した

社会⽂化 ⼭⼝ 祐造 諫早市教育委員会社会教育課参事 ⻑崎 九州の⽯橋の研究と保全に尽くした

学術⽂化 武⾕ 健⼆ 九州⼤学医学部教授 福岡 ファージとバクテリオシンの研究

学術⽂化 内藤 莞爾 九州⼤学⽂学部教授 福岡 末⼦相続の研究、および永年にわたる⽇本社会の研究

学術⽂化 熊本⼤学スペンサー研究会 （代表 熊本⼤学教授 和⽥勇⼀） 熊本 スペンサー⽂学の研究と翻訳

社会⽂化 第13代酒井⽥柿右衛⾨ 陶芸家 佐賀 磁器の制作と陶芸界振興に貢献した

社会⽂化 富永 朝堂 彫刻家 ⽇展会員 福岡 彫刻の制作と地⽅⽂化向上に尽くした

学術⽂化 塚元 久雄 福岡⼤学薬学部部⻑ 福岡 薬物の⽣体内代謝に関する研究

社会⽂化 丸⼭  豊 詩⼈ 医師 福岡 ⽂学活動を通じて地⽅⽂化⼟壌を培ってきた

社会⽂化 三⼾ サツヱ 動物研究者 宮崎 ”幸島のサル”の保護と研究

社会⽂化 ⼭⼝ ⿇太郎 ⽇本⺠俗学会特別会員 ⻑崎 壱岐を中⼼とする⺠俗学研究、⽂化財保護に貢献した

学術⽂化 ⽵重 順夫 久留⽶⼤学医学部部⻑ 福岡 静脈の形態と機能に関する研究

社会⽂化 宇治⼭ 哲平 洋画家 ⼤分 顕著な洋画制作活動と地域⽂化振興に寄与した

社会⽂化 原⽥ 種夫 詩⼈ 作家 福岡
永年にわたるすぐれた⽂学活動と後進指導、および地⽅⽂化育成に
尽くした

社会⽂化 久⼭町住⺠健康管理グループ （会⻑ 九州⼤学医学部教授 尾前照雄） 福岡 久⼭町住⺠を対象とした成⼈病の集団健康管理の実践

学術⽂化 鏡⼭  猛 九州⼤学名誉教授 福岡 九州考古学の開拓・定着とその学問的功績

社会⽂化 古⼭ 正朔 ⼤道学館主幹 福岡
⻑期にわたるほとんど独⼒による医学雑誌および医学書の出版なら
びに出版を通じて社会⽂化へ貢献した

社会⽂化 野瀬 善勝 ⼭⼝⼤学医学部教授 ⼭⼝
地域社会における⼤気汚染の⼈体に及ぼす影響を調査解明し公害の
進⾏阻⽌に尽くした

社会⽂化 ⽥川郷⼟研究会 （会⻑ 星野重⼀） 福岡
郷⼟研究の⽔準を⾼め、炭鉱資料などの収集を通じ地域⽂化の発展
に尽くした

昭和49年1974年第33回

昭和47年1972年第31回

昭和48年1973年第32回

昭和50年1975年第34回

昭和51年1976年第35回
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学術⽂化 ⻑沼 賢海 九州⼤学名誉教授 福岡 ⻄⽇本における国史学の向上、発展に尽くした

学術⽂化 ⽇野 開三郎 九州⼤学教授 福岡 中国史研究

社会⽂化 今  史朗 福岡⾳楽家協会名誉会⻑ 福岡 ⾳楽⽂化の向上と⾳楽を通じて社会に寄与した

社会⽂化 秋⽉ ⾠⼀郎 聖フランシスコ病院医⻑ ⻑崎
原爆被爆医師として原爆の惨状を訴えながら平和を希求し、被爆者
診療を続けている

社会⽂化 熊本記念植物採集会 （会⻑ ⼭城学） 熊本 熊本県の植物研究および⾃然保護に尽くした

学術⽂化 鈴⽊ 時夫 ⼤分⼤学教授 ⼤分 植物社会学の研究と植物群集の⾃然保護および開発に寄与した

学術⽂化 中村 正⼆郎 ⼭⼝⼤学教授 ⼭⼝
アクリルアミドゲルを⽀持⺟体とするディスク泳動法による諸体液
の分析ならびに酵素活性の検出に関する研究

学術⽂化 藤野  博 九州⼤学教授 福岡 兎唇、⼝蓋に関する研究

社会⽂化 伊藤 研之 福岡⽂化連盟理事⻑ 洋画家 福岡 地域社会の⽂化向上に貢献した

社会⽂化 第12代中⾥太郎右衛⾨ 陶芸家 ⽇本伝統⼯芸会会員 佐賀 唐津焼技法の研究ならびに陶芸の発達に寄与した

社会⽂化 福岡市医師会江南部 むらぎも会 （会⻑ 安河内律） 福岡 地域の健康開発に貢献した

学術⽂化 吉村 豊⽂ 九州⼤学名誉教授 福岡 ⽇本マンガン鉱床に関する研究

学術⽂化 中野 幡能 ⼤分県⽴芸術短期⼤学教授 ⼤分
⼋幡信仰史の研究、⼤分県史料編さん刊⾏等、⽇本宗教史、郷⼟史
の解明に寄与した

学術⽂化 九州⼤学先天性⾵疹研究グループ 福岡 ⾵疹障害児の研究と治療

社会⽂化 納⼾ 徳重 九州陸上競技協会理事会 福岡⼤学教授 福岡 九州の陸上競技のレベルアップに永年貢献した

社会⽂化 豊⽥ 勝秋 ⼯芸家 佐賀⼤学名誉教授 佐賀 ⻄⽇本における⽂化の振興に貢献した

社会⽂化 諫早医師会 （会⻑ 鮫島宗誠） ⻑崎 医師団として地域社会保健の推進に尽くした

社会⽂化 重松 敏美 豊前市⽴合岩中学校教諭 福岡
求菩提⼭に伝わる⼭岳仏教の研究、⽂化財の発掘及び「豊刕求菩提
⼭修験⽂化攷」の完成

学術⽂化 林⽥ 和博 九州⼤学教授 福岡 選挙法の理論研究と選管委員⻑等の実践活動

佐藤 ⼋郎 ⿅児島⼤学医学部教授

柚⽊ ⼀雄 ⿅児島⼤学医学部教授

学術⽂化 熊本⼤学医学部⽔俣病研究班 熊本 ⽔俣病に関する研究

社会⽂化 ⾹⽉ 泰男 洋画家 ⼭⼝ 美術創作活動と地⽅美術の興隆に貢献した

社会⽂化 江⾓ ヤス 純⼼⼥⼦学園園⻑ ⻑崎 私学の振興と学校教育を通じ社会福祉へ貢献した

社会⽂化 待⿃ 喜久⼤ 国⽴九州芸術⼯科⼤学協⼒会常任理事 福岡 国⽴九州芸術⼯科⼤学誘致を果たした

学術⽂化 今井  環
九州⼤学医学部教授
医学博⼠ 福岡 癌の病理学的研究

学術⽂化 ⼩林  崇
南九州⼤学園芸学部教授
農学博⼠ ⿅児島 ⽕⼭灰畑⼟壌の改良研究

学術⽂化 ⽬加⽥ 誠
九州⼤学名誉教授
⽂学博⼠ 福岡 中国⽂学研究

学術⽂化 渡辺 澄夫
⼤分⼤学教授
⽂学博⼠ ⼤分 荘園の研究と地⽅⽂化に貢献した

社会⽂化 九州地熱研究開発グループ （藤島壮太郎⽒ら7⼈） ⼤分 地熱の探査と発電への成功

社会⽂化 外⼭  三郎 ⻑崎⼤学名誉教授 ⻑崎 ⽂化財、特に天然記念物と⾃然の保護顕彰に尽くした

社会⽂化 冨⼠川 漻
福岡県⽔産課嘱託
農学博⼠ 福岡 のり養殖技術の開発に貢献した

昭和42年1967年第26回

昭和46年1971年第30回

昭和45年第29回 1970年

癌の基礎的および臨床的研究

昭和43年1968年第27回

昭和44年1969年第28回

学術⽂化 ⿅児島
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学術⽂化 葛⻄ 泰⼆郎
九州⼤学教授
⼯学博⼠ 福岡 ポンプに関する研究

学術⽂化 「防⻑⾵⼟注進案」編集スタッフ （三坂圭治⽒ら6⼈） ⼭⼝ 防⻑⾵⼟注進案編集に尽くした

社会⽂化 岡⽥ 正憲
農林省九州農業試験場
第1研究室⻑ 福岡 イネの品種改良と農業振興に寄与した

社会⽂化 ⼯藤 元平 久住観光協会会⻑ ⼤分 くじゅう開発とその植物研究

社会⽂化 島尾 敏雄 ⿅児島県⽴図書館奄美分館⻑ 作家 ⿅児島 図書館活動および創作活動を通じて地域⽂化に貢献した

学術⽂化 岡部 浩洋 久留⽶⼤学教授 医学博⼠ 福岡 ⽇本住⾎吸⾍に関する研究

学術⽂化 佐藤 敬⼆ 九州⼤学教授 農学博⼠ 福岡 不⽑地短期防災緑化の技術開発

学術⽂化 初島 住彦 ⿅児島⼤学教授 農学博⼠ ⿅児島 ⽇本および東部、東南アジアの植物分布、分類研究

社会⽂化 ⽟泉 ⼤梁 歴史学者・教育者 福岡 地⽅における教育、⽂化の向上に尽くした

社会⽂化 椿  惣⼀ 財団法⼈⻑府博物館名誉館⻑ ⼭⼝ ⻑府博物館の発展、維持に貢献した

社会⽂化 森永 種夫 元⻑崎県⽴図書館館⻑ ⻑崎 「⻑崎犯科帳」などを編纂した

学術⽂化 天児 ⺠和 九州⼤学教授 医学博⼠ 福岡 整形外科領域の研究と治療

学術⽂化 服部植物研究所 （理事⻑ 服部新佐） 宮崎 蘇苔類の分類と⽣態学的研究

社会⽂化 河野 静雲 俳⼈ 福岡 ⻄⽇本全域にわたる俳句指導

社会⽂化 松⽥ ナミ 星塚敬愛園内科医⻑ ⿅児島 三⼗年間のハンセン病の治療と患者救済

学術⽂化 楠本 正継
九州⼤学名誉教授
⽂学博⼠ 福岡 宋明時代儒学思想の研究

学術⽂化 ⽥北  学 元⼤分⾼商教授 ⼤分 ⼤友史料の収集に尽くした

社会⽂化 宮⽥ 秀介
九州電⼒株式会社常務取締役
⼯学博⼠ 福岡 電⼒系統における⾃動給電⽅式の完成

社会⽂化 荒⽊ 精之 雑誌「⽇本談義」主宰 作家 熊本 地⽅⽂化の発掘と推進に貢献した

学術⽂化 菊池 勇夫
九州⼤学名誉教授
法学博⼠ 福岡 社会法の研究と体系化に貢献した

学術⽂化 ⽟井 達⼆
熊本⼤学教授
医学博⼠ 熊本 ハンセン病における整形外科領域の研究と治療

社会⽂化 ⼤渡  敦 ⻑崎県⽴⻑崎⼯業⾼校教諭 ⻑崎 電⼦技術の応⽤に関する研究

社会⽂化 末永 直⾏
⻄⽇本⾳楽協会会⻑
福岡市⾳楽愛好会会⻑ 福岡 地⽅⽂化とくに⾳楽⽔準向上への貢献、普及、啓蒙に尽くした

社会⽂化 佐藤 博⼦ 福岡⾳楽学校校⻑ 福岡 ピアノ教育に尽くした

社会⽂化 丹⽻ 貫誠 ⼤分県佐賀関町 正念寺住職 ⼤分 孤児教育など児童福祉に尽くした

昭和39年1964年第23回

昭和40年1965年第24回

昭和41年1966年第25回

昭和37年1962年第21回

昭和38年1963年第22回



回 ⻄暦 和暦 部⾨ ⽒名・団体名 肩書 県 功績

学術⽂化 内⽥ 恵太郎
九州⼤学名誉教授
農学博⼠ 福岡 ⿂類の⽣活史の研究

学術⽂化 外⼭ 信男 宮崎⼤学助教授 宮崎 セルロース分解の研究とセルラーゼの分離法の完成

学術⽂化 樋⼝ 謙太郎
九州⼤学医学部教授
医学博⼠ 福岡 ⽪膚科領域の研究と治療

社会⽂化 薦⽥ 快夫 ⼤分県農業試験場場⻑ ⼤分 暖地農業、とくに稲の早期栽培の研究

社会⽂化 モード・バーク・ドージャー
学校法⼈⻄南学院創⽴者
C・Kドージャー⽒未亡⼈ 福岡 ⻄⽇本における学校教育の振興および教育者、宗教家としての活動

社会⽂化 福岡市警固⼩学校内科校医団 （三宅重徳⽒ら6⼈） 福岡 校医団としての学童の健康管理に貢献した

学術⽂化 ⾙⽥ 勝美 九州⼤学教授 医学博⼠ 福岡 結核に関する広範な病理研究と治療に尽くした

学術⽂化 熊沢 三郎 農林省九州漁業試験場場⻑ 福岡 本邦蔬菜品種の分類、育種、新品種導⼊に関する研究

学術⽂化 古野 清⼈ 北九州⼤学学⻑ 福岡 隠れキリシタンの研究

社会⽂化 岩切 章太郎 宮崎交通株式会社社⻑ 宮崎 観光事業への貢献

社会⽂化 ⼤坪 柊軒 書道家 佐賀 六⼗年にわたる書道⽂化の指導、振興

社会⽂化 俵⽥ 寛夫 宇部興産株式会社常務取締役 ⼭⼝ 宇部好楽協会会⻑として地⽅⽂化⽔準向上への貢献

学術⽂化 森  周六 九州⼤学農学部教授 福岡 ⼟に関する農機具の研究

学術⽂化 ⿃⼭ 隆三 九州⼤学理学部教授 福岡 秋吉の地質学的研究

学術⽂化 ⽚岡 弥吉 純⼼⼥⼦短期⼤学教授 ⻑崎 ⽇本キリシタン史とくに近代初期におけるキリシタン問題の研究

社会⽂化 九⼤フィルハーモニー・オーケストラ （代表者 荒川⽂六） 福岡 五⼗年にわたる⾳楽活動および地⽅⾳楽⽂化の普及に尽くした

社会⽂化 野上 ⾠之助 野上鉱業株式会社代表取締役 福岡 ⽯炭の⽔⼒輸送を創案

社会⽂化 宮沢 ⽂吾 ⼤分県温泉熱利⽤農業研究所⻑ ⼤分 観賞植物に関する研究

学術⽂化 久保⽥ 正雄
旭化成⼯業株式会社
延岡⼯場次⻑ 宮崎

⼯場設備による重⽔製造の創始と同位元素の研究、並びに⾼濃度重
⽔の多量⽣産⽅式の確⽴について

学術⽂化 ⽊村  登 久留⽶⼤学医学部教授 福岡 ベクトル⼼電図の研究

学術⽂化 ⼤森 南三郎
⻑崎⼤学教授
理学博⼠ ⻑崎 蚊族の分類・⽣態・疾病の伝搬並びに撲滅に関する研究

社会⽂化 財団法⼈九州経済調査協会 福岡 九州の産業・経済・社会・⾏政の⼀連の調査活動

社会⽂化 北条 春光
九州⼤学教授
医学博⼠ 福岡 法医学を通じて社会の安寧秩序への貢献

社会⽂化 久保⽥ 彦穂（椋鳩⼗） ⿅児島県⽴図書館館⻑ ⿅児島 図書館を通じての社会教育への貢献

学術⽂化 原⽥ 源三郎 ⽇本磁⼒選鉱株式会社社⻑ 福岡 磁⼒選鉱に関する研究

学術⽂化 平岩 聲邦 九州⼤学教授 福岡 ネズミの研究

学術⽂化 佐藤 四信 ⼤分県⽴盲学校教頭 ⼤分 豊後⾵⼟記の研究

社会⽂化 ⼭⼝ 太郎
⼩野⽥セメント株式会社
中央研究所次⻑ ⼭⼝ 焼成燐肥の製造

社会⽂化 ⽔町 和三郎 肥前陶芸会指導顧問 佐賀 肥前陶磁の⼯芸学的研究と指導

社会⽂化 井上 ミサオ 熊本県 農業 熊本 ミサオ⼤⾖の発⾒と育成

昭和36年1961年第20回

昭和32年1957年第16回

昭和35年1960年第19回

昭和33年1958年第17回

昭和34年1959年第18回



回 ⻄暦 和暦 部⾨ ⽒名・団体名 肩書 県 功績

学術⽂化 ⽵内 理三 九州⼤学⽂学部教授 福岡 九州地⽅古⽂書の総合的調査と「寧楽遺⽂」「平安遺⽂」の編述

学術⽂化 操  担道 九州⼤学医学部名誉教授 福岡 ビールス病に関する研究

学術⽂化 藤⽥ 秀雄
三菱造船株式会社
⻑崎造船所内燃機関設計部⻑ ⻑崎 三菱⻑崎ディーゼル機関UEC型の設計

社会⽂化 ⽯橋 正⼆郎 ブリヂストンタイヤ株式会社社⻑ 福岡
⽯橋⽂化センターの設⽴寄贈及び学校、各種施設への寄附等による
⽂化、教育への貢献

社会⽂化 紙屋  貢
⿅児島県農業試験場
⿅屋分場技師 ⿅児島 ⻨の新品種の育成研究

学術⽂化 ⽊原 ⾏男 九州⼤学教授 福岡
産婦⼈科領域における⾎液不適合の問題点究明と全⾎液交換による
治療法の完成

緒⽅ 惟明 宮崎県企業局綾川建設 部⻑

熊川 信之
九州電⼒株式会社
⼟⽊部顧問

学術⽂化 吉町 義雄 九州⼤学助教授 福岡 九州⽅⾔の調査研究

社会⽂化 松尾 禎作 佐賀県郷⼟史家 佐賀 九州⽀⽯墓の研究

社会⽂化 福島 信知 熊本県農業試験場 熊本 ⽔稲の新品種「農林⼗⼋号」「農林⼗⼆号」の育成

社会⽂化 近藤 益雄
⻑崎県北松浦郡
国⽯⼩学校教諭 ⻑崎 知的障害児の教育

社会⽂化 浜村 秀雄 ⼭⼝県 ⼭⼝ 第五⼗九回ボストンマラソンに優勝

社会⽂化 吉松 義彦 ⿅児島県 柔道七段 ⿅児島 三たび全⽇本柔道選⼿権を獲得せる

学術⽂化 ⼲潟 ⻯祥 九州⼤学⽂学部教授 福岡 本⽣経類の思想史的研究

学術⽂化 森⽥ 定市
三井鉱⼭株式会社
三池鉱業所建設部⻑ 福岡 ⼈⼯島の構築とその沈下に関する研究

学術⽂化 ⼟井 弥太郎 ⼭⼝⼤学教授 ⼭⼝ 作物の根の活⼒測定とその応⽤に関する研究

社会⽂化 福⽥ 令寿 熊本県教育委員会委員⻑ 熊本 教育ならびに社会事業に尽くした

社会⽂化 海⽼原 喜之助 独⽴美術協会会員 熊本 美術の制作及び新⼈の育成

北村 精⼀ ⻑崎⼤学教授

⽚峰 ⼤助 ⻑崎⼤学助教授

学術⽂化 遠城寺 宗徳 九州⼤学教授 福岡 ⼩児体質の研究

学術⽂化 野⼝  彰 ⼤分⼤学教授 ⼤分 蘚類の分類学的・分布学的研究

社会⽂化 ⾦栗 四三 熊本県陸上競技協会会⻑ 熊本 ⽇本スポーツの振興と優勝に導いたボストンマラソンの監督

社会⽂化 中村 地平 宮崎県⽴図書館館⻑ 宮崎 図書館運営を通して地⽅⽂化の啓発と向上に貢献した

社会⽂化 森脇 憲三 福岡学芸⼤学教授 福岡 交声曲九州三部作「阿蘇」「別離」「⻑崎」の作曲

学術⽂化 松本 唯⼀
熊本⼤学理学部⻑
理学博⼠ 熊本 九州の⽕⼭の研究

学術⽂化 宮崎 ⼀郎
九州⼤学医学部教授
医学博⼠ 福岡 寄⽣⾍に関する研究

学術⽂化 ⼭本 武夫 ⼭⼝⼤学助教授 ⼭⼝ 気象の⻑期予報と佐波川洪⽔予報に関する研究

社会⽂化 中島 哀浪 歌⼈ 佐賀 三⼗年にわたる歌誌「⽕の国」の経営

社会⽂化 宗像 英⼆
旭化成⼯業株式会社取締役
⼯学博⼠ 宮崎

ベンベルグ⼈造絹⽷製造法の改良並びに新肥料燐硝安の製造法の確
⽴に関する研究

社会⽂化 福永 津義⼦
⻄南学院短期⼤学
児童教育科⻑ 福岡 保育事業への貢献

フィラリア症（⽷状⾍症）の研究

第12回 1953年 昭和28年

第13回 1954年 昭和29年

第11回 1952年 昭和27年

学術⽂化 ⻑崎

学術⽂化 宮崎 上椎葉アーチダムの設計ならびに施⼯

第14回 1955年 昭和30年

第15回 1956年 昭和31年



回 ⻄暦 和暦 部⾨ ⽒名・団体名 肩書 県 功績

学術⽂化 笹⽊  実 九州⼤学教授 福岡 喉頭癌の治療に関する研究

中⾺ 三千雄 ⿅児島⼤学講師

⿊⽊ 敏郎 ⿅児島⼤学⽔産学部

学術⽂化 村⼭ 醸造 ⼭⼝⼤学教授 ⼭⼝ ⽊⾷⾍の研究と駆除

社会⽂化 古賀 ⼗⼆郎 ⻑崎県郷⼟史研究家 ⻑崎 ⻑崎における近世⽂化史の研究

社会⽂化 ⽯⻄  進 三井産業医学研究所所⻑ 福岡 産業医学の研究

三上 秀吉 作家

三上 慶⼦ 作家

学術⽂化 平井 敬蔵
九州⼤学教授
農学博⼠ 福岡 硼素の⼟壌肥料学的新考察

学術⽂化 ⼾⽥ 忠雄
九州⼤学教授
医学博⼠ 福岡 結核菌とBCGの研究

学術⽂化 清⽔ 菊平
⻄⽇本重⼯業株式会社技術顧問
⼯学⼠ ⻑崎 ⼤型船舶⽤内燃機関「MSジーゼル機関」の開発

社会⽂化 中⼭ 平次郎
九州⼤学名誉教授
医学博⼠ 福岡 古代の博多の歴史地理学的研究

社会⽂化 宮崎 松記
国⽴ハンセン病療養所
恵楓園⻑ 熊本 ハンセン病の療養と研究

社会⽂化 児島  ⽂ ⿅児島県⽴短期⼤学助教授 ⿅児島 ⼥⼦陸上競技向上への貢献

科学 松下 久道
九州⼤学理学部教授
理学博⼠ 福岡 九州北部における古第三紀層の層序学的研究

産業技術 ⽯橋  正
九州⼤学⼯学部教授
⼯学博⼠ 福岡 ⾦属材料の破損に関する研究

社会⽂化 森  克⼰
九州⼤学⽂学部教授
⽂学博⼠ 福岡 ⽇宋貿易の研究

科学 北川 松之助
九州帝国⼤学農学部教授
農学博⼠ 福岡 カナバニンの発⾒とその科学的並びに酵素化学的研究

科学 奥⽥ 克⺒
三菱⻑崎造船所
造機設計部次⻑兼実験場⻑
⼯学博⼠

⻑崎 各種構造物の弾性応⼒に関する研究

科学 ⽔野 善右衛⾨ 九州帝国⼤学理学部助教授 福岡 ベルト⾼電圧発⽣機に関する研究

科学 福⽥ 由郎
三菱重⼯業
⻑崎兵器製作所技師 ⻑崎 ⿂形⽔雷に関する研究

科学 ⼩川 英次郎 九州帝国⼤学⼯学部教授 福岡 稀有⾦属に関する研究

産業 松⽥ 喜⼀ ⼤⽇本農友会会⻑ 熊本 皇国農村⼈の育成と農業経営

第7回 1947年 昭和22年

第8回 1949年 昭和24年

第6回 1945年 昭和20年

電気漁法の研究

社会⽂化 熊本 ⼭村児童の教育

第10回 1951年 昭和26年

第9回 1950年 昭和25年

学術⽂化 ⿅児島



回 ⻄暦 和暦 部⾨ ⽒名・団体名 肩書 県 功績

科学 春⽇ 政治 九州帝国⼤学名誉教授 福岡
仮名発達史の研究
⻄⼤寺本⾦光明最勝王経古点の国語学的研究

科学 松本 達郎 九州帝国⼤学理学部助教授 福岡
⽇本を中⼼とした環太平洋の地史研究
⽇本⽩亜系層の基礎的研究

産業⽂化 湯川 茂雄 東肥航空株式会社会⻑ 熊本 皇道技術経営理念の確⽴

科学 三瀬 幸三郎
九州帝国⼤学教授
⼯学博⼠ 福岡 耐弾性橋梁に関する研究

福⽥ 得志
九州帝国⼤学教授
医学博⼠

⾕   巌 九州帝国⼤学助⼿

科学 加藤 常太郎
九州帝国⼤学教授
⼯学博⼠ 福岡 ⾼圧下におけるゴムの熱分解に関する研究

科学 ⽮⽥部 達郎 九州帝国⼤学助教授 福岡 意志⼼理学史

⼀般 ⼩場 恒吉 朝鮮総督府嘱託 東京 ⾼句麗古墳壁画の研究並びに模写

科学 ⼤沢  章
九州帝国⼤学教授
法学博⼠ 福岡 広域圏秩序論

科学 佐藤 通次 九州帝国⼤学助教授 福岡 皇道哲学

科学 四宮 知郎
熊本⾼等⼯業学校教授
理学博⼠ 熊本 分⼦化合物の研究

⽂学 横光 利⼀ 作家 ⼤分 旅愁

美術 坂本 繁⼆郎 洋画家 福岡 ⽢藍（洋画）

航空 前⽥ 建⼀ 前⽥グライダー製作所 福岡 滑空機に対する貢献

科学 ⽥中 義麿
九州帝国⼤学教授
農学博⼠ 福岡 蚕の遺伝学的研究

科学 神中 正⼀ 福岡 傷痍軍⼈義肢の研究

⽂学 北原 ⽩秋 詩⼈ 福岡 国⺠詩「海道東征」（紀元⼆千六百年記念芸能祭作品）

美術 福⽥ 平⼋郎 京都市⽴絵画専⾨学校教授 ⼤分 ⽵（⽇本画）

体育 松本 東昱 重量挙選⼿ ソウル 五⼗六瓧級世界記録

科学 ⼭崎 何恵
九州帝国⼤学教授
農学博⼠ 福岡 フラビン（ビタミンB2）発酵の研究

科学 宮⻄ 通可
広島⾼等⼯業学校教授
理学博⼠ 熊本 不知⽕の研究

⽂学 ⽕野 葦平 作家 福岡 兵隊三部作

美術 堅⼭ 南⾵ ⽇本画家 熊本 千⾥壮⼼（⽇本画）

航空 佐藤  博 九州帝国⼤学⼯学部助教授 福岡 本邦滑空機の発達に貢献

第3回 1942年 昭和17年

科学 河豚の中毒学的研究

第4回 1943年 昭和18年

第1回 1940年 昭和15年

第2回 1941年 昭和16年

福岡

第5回 1944年 昭和19年


