
2023年5月20日 現在 *関係者の創価学園ご来校

No. 受章年月日 　国・地域 　　称　号 来校*

1 1975年5月27日 ソ連(ロシア) M.V.ロモノーソフ記念モスクワ国立大学(1) 名誉博士 ○

2 1981年4月10日 ペルー 国立サンマルコス大学(1)　　*1 名誉教授 ○

3 1981年5月21日 ブルガリア ソフィア大学 名誉教育学・社会学博士 ○

4 1984年6月5日 中国 北京(ペキン)大学 名誉教授 ○

5 1984年6月9日 中国 復旦(フクタン)大学 名誉教授 ○

6 1987年2月10日 ドミニカ共和国 サントドミンゴ自治大学 (1) 法律政治学部名誉教授 ○

7 1990年3月1日 アルゼンチン ブエノスアイレス大学 名誉博士 ○

8 1990年3月10日 メキシコ グアナファト大学 名誉教授 ○

9 1990年11月3日 中国 武漢(ブカン)大学 名誉教授 ○

10 1991年1月30日 マカオ(中国) マカオ大学 (1)(旧マカオ東亜大学) 名誉教授 ○

11 1991年4月21日 フィリピン フィリピン大学 名誉法学博士 ○

12 1991年5月15日 アルゼンチン パレルモ大学 名誉博士 ○

13 1992年1月30日 香港(中国) 香港中文大学 (1) 最高客員教授

14 1992年6月24日 トルコ アンカラ大学 名誉社会科学博士 ○

15 1992年10月14日 中国 中国社会科学院 名誉研究教授 ○

16 1992年12月22日 ケニア ナイロビ大学 名誉文学博士 ○

17 1993年2月11日 ブラジル リオデジャネイロ連邦大学 名誉博士

18 1993年2月17日 アルゼンチン 国立ローマス・デ・サモーラ大学 (1) 名誉博士 ○

19 1993年2月17日 アルゼンチン 国立ローマス・デ・サモーラ大学 (2) 法学部名誉教授 ○

20 1993年2月19日 アルゼンチン 国立コルドバ大学 名誉博士

21 1993年2月22日 パラグアイ 国立アスンシオン大学 名誉博士

22 1993年2月26日 ブラジル サンパウロ大学 名誉客員教授

23 1993年3月1日 ブラジル パラナ連邦大学 名誉博士 ○

24 1993年3月3日 ボリビア デル・バーリエ大学 名誉博士 ○

25 1993年11月4日 中国 深圳(シンセン)大学 名誉教授 ○

26 1994年1月6日 中国 新疆(シンキョウ)ウイグル自治区博物館 名誉教授

27 1994年5月19日 ロシア 国際大学 名誉博士 ○

28 1994年6月1日 イタリア ボローニャ大学 名誉博士

29 1994年6月15日 イギリス グラスゴー大学 名誉博士 ○

30 1994年8月12日 中国 新疆(シンキョウ)大学 (1) 名誉教授

31 1994年11月22日 中国 厦門(アモイ)大学 名誉教授 ○

32 1995年9月30日 南アフリカ ノース大学 名誉教育学博士

33 1995年11月3日 ネパール トリブバン大学 名誉文学博士

34 1995年11月14日 マカオ(中国) マカオ大学 (2) 名誉社会科学博士 ○

35 1996年3月14日 香港(中国) 香港大学 名誉文学博士 ○

36 1996年4月2日 中国 新疆(シンキョウ)大学 (2) 名誉学長

37 1996年6月8日 アメリカ デンバー大学 名誉教育学博士 ○

38 1996年6月25日 キューバ ハバナ大学 名誉人文学博士

39 1996年8月29日 ガーナ ガーナ大学 名誉法学博士 ○

40 1996年11月2日 ロシア 極東国立総合大学（旧極東大学） 国際教育名誉博士 ○

41 1996年11月17日 中国 中山(チュウザン)大学 名誉教授 ○

42 1997年2月20日 中国 吉林(キツリン)大学 名誉教授 ○

43 1997年3月18日 フィリピン デ・ラ・サール大学 名誉人文学博士(国際教育） ○

44 1997年5月5日 スリランカ ケラニヤ大学 名誉文学博士 ○

45 1997年5月12日 中国 上海(シャンハイ)大学 名誉教授

46 1997年10月6日 中国 内蒙古(ウチモウコ)大学 名誉教授 ○

47 1997年11月8日 モンゴル モンゴル国立大学 名誉人文学博士 ○

48 1998年2月11日 フィリピン マニラ市立大学 名誉人文学博士 ○

49 1998年3月18日 アルゼンチン モロン大学 名誉博士 ○

50 1998年4月2日 ロシア ロシア国立高エネルギー物理研究所 名誉博士 ○

*1 創価学園入学式の席上、授与

創立者・池田大作先生に贈られた名誉博士・名誉教授・名誉学長等の称号（受章順）
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2023年5月20日 現在 *関係者の創価学園ご来校

創立者・池田大作先生に贈られた名誉博士・名誉教授・名誉学長等の称号（受章順）

No. 受章年月日 　国・地域 　大学・学術団体名 　　称　号 来校*

51 1998年4月29日 ブラジル リオデジャネイロ州立大学 名誉博士 ○

52 1998年5月15日 韓国 慶熙(キョンヒ)大学 名誉哲学博士 ○

53 1998年7月4日 韓国 忠清(チュンチョン)大学 名誉教授 ○

54 1998年7月24日 ペルー リカルド・パルマ大学 名誉博士 ○

55 1998年7月24日 ペルー ペルー教育学博士協会 名誉博士 ○

56 1998年11月1日 中国 延辺(エンベン)大学 名誉教授 ○

57 1998年11月25日 中国 南開大学 名誉教授 ○

58 1998年11月30日 ブラジル 北パラナ大学 名誉博士

59 1998年12月13日 インド デリー大学 名誉文学博士 ○

60 1999年1月15日 アルゼンチン フローレス大学 名誉博士 ○

61 1999年4月5日 中国 四川(シセン)大学 名誉教授 ○

62 1999年4月17日 ペルー 国立フェデリコ・ビヤレアル大学 名誉博士

63 1999年5月17日 韓国 国立済州(チェジュ)大学 名誉文学博士 ○

64 1999年6月12日 ボリビア サンタクルス・デ・ラ・シエラ大学 名誉博士 ○

65 1999年7月24日 中国 東北大学 名誉教授 ○

66 1999年8月24日 キルギス キルギス東洋言語文化大学 名誉教授 ○

67 1999年9月4日 ペルー 国立ペルー中央大学 名誉博士 ○

68 1999年9月10日 中国 湖南師範大学 名誉教授 ○

69 1999年10月25日 アルゼンチン 国立ローマス・デ・サモーラ大学 (3) 社会科学部名誉教授 ○

70 1999年10月27日 アルゼンチン 国立コマウエ大学 名誉博士

71 1999年12月16日 中国 南京大学 名誉教授 ○

72 2000年1月6日 ロシア サンクトペテルブルク大学 名誉博士 ○

73 2000年1月15日 アメリカ デラウェア大学 名誉人文学博士 ○

74 2000年1月18日 アメリカ ニューヨーク市立大学クィーンズ・カレッジ 名誉人文学博士 ○

75 2000年1月28日 米・グアム グアム大学 名誉人文学博士 ○

76 2000年2月5日 フィリピン アンヘレス大学 名誉人文学博士

77 2000年2月8日 中国 中央民族大学 名誉教授

78 2000年2月19日 中国 広東外語外貿大学 名誉教授

79 2000年2月27日 アルゼンチン 国立ノルデステ大学 名誉博士

80 2000年3月10日 中国 東北師範大学 名誉博士 ○

81 2000年3月21日 ロシア・サハ共和国 ヤクーツク国立大学 名誉教授 ○

82 2000年4月17日 エルサルバドル ラテン・アメリカ工科大学 名誉博士 ○

83 2000年4月22日 中国 内蒙古芸術学院 最高名誉教授 ○

84 2000年4月24日 インド サンスクリット教育学院 名誉博士 ○

85 2000年5月5日 モンゴル モンゴル文学社会大学（旧モンゴル文学大学） 名誉学長 ○

86 2000年5月11日 中国 北京行政学院 名誉教授 ○

87 2000年6月27日 中国 雲南大学 名誉教授 ○

88 2000年8月25日 中国 華南師範大学 名誉教授

89 2000年8月26日 インド ブンデルカンド大学 (1) 名誉文学博士 ○

90 2000年9月1日 ベネズエラ スリア大学 名誉博士 ○

91 2000年9月13日 パナマ パナマ大学 名誉博士 ○

92 2000年10月15日 インド ブンデルカンド大学 (2) 社会科学部終身名誉教授 ○

93 2000年11月5日 タイ サイアム大学 名誉行政学博士 ○

94 2000年11月13日 トンガ トンガ国立教育大学・科学技術大学 教育学名誉教授

95 2000年11月24日 オーストラリア シドニー大学 名誉文学博士 ○

96 2000年11月29日 マレーシア プトラ大学 名誉文学博士 ○

97 2000年12月7日 中国・香港 香港中文大学(2) 名誉社会科学博士

98 2000年12月25日 モンゴル モンゴル国立文化芸術大学 名誉博士 ○

99 2001年1月20日 インド プルバンチャル大学 名誉文学博士 ○

100 2001年2月16日 中国 広東省社会科学院 名誉教授
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創立者・池田大作先生に贈られた名誉博士・名誉教授・名誉学長等の称号（受章順）
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101 2001年4月2日 中国 西北大学 名誉教授

102 2001年4月28日 中国 安徽(アンキ)大学 名誉教授 ○

103 2001年5月8日 米・プエルトリコ カルロス・アルビズ大学 名誉行動科学博士

104 2001年5月14日 モンゴル カラコルム大学 名誉博士 ○

105 2001年6月1日 中国 福建師範大学 名誉教授 ○

106 2001年6月14日 中国 華僑大学 名誉教授 ○

107 2001年7月14日 中国 曁南(ジーナン)大学 名誉教授 ○

108 2001年7月19日 米・北マリアナ諸島連邦 北マリアナ大学(1) 名誉教授 ○

109 2001年10月5日 中国 蘇州大学 名誉教授

110 2001年10月23日 中国 遼寧(リョウネイ)師範大学 名誉教授 ○

111 2001年10月27日 フィリピン 南フィリピン大学 名誉人文学博士 ○

112 2001年11月18日 中国 広州大学 名誉教授

113 2001年12月8日 韓国 慶州(キョンジュ)大学 名誉教授

114 2001年12月15日 韓国 国立昌原(チャンウォン)大学 名誉教育学博士 ○

115 2001年12月20日 カザフスタン 国際カザフ・トルコ大学 名誉教授 ○

116 2002年2月15日 ドミニカ共和国 サンティアゴ工科大学 名誉博士 ○

117 2002年2月20日 ウズベキスタン 国立美術大学 名誉教授 ○

118 2002年3月9日 中国 遼寧(リョウネイ)社会科学院 首席研究教授

119 2002年3月14日 フィリピン アラネタ大学 名誉人文学博士

120 2002年3月19日 カンボジア 王立プノンペン大学 名誉教授 ○

121 2002年4月1日 中国 遼寧(リョウネイ)大学 名誉教授

122 2002年4月7日 アメリカ モアハウス大学 名誉人文学博士 ○

123 2002年4月21日 中国 青島（チンタオ）大学 名誉教授 ○

124 2002年4月27日 インド チャトラパティ・シャフジ・マハラジ大学（旧カンプール大学） 名誉文学博士 ○

125 2002年5月18日 ケニア ケニヤッタ大学 名誉人文学博士 ○

126 2002年5月25日 中国 黒龍江省社会科学院 名誉教授 ○

127 2002年6月8日 ロシア M.V.ロモノーソフ記念モスクワ国立大学 (2) 名誉教授 ○

128 2002年6月23日 中国 南京師範大学 名誉教授 ○

129 2002年6月28日 韓国 徐羅伐(ソラボル)大学 名誉教授

130 2002年8月26日 インド ヒマーチャル・プラデーシュ大学 名誉文学博士

131 2002年9月28日 中国 中国人民大学 名誉教授 ○

132 2002年10月6日 中国 中国科学技術大学 名誉教授 ○

133 2002年11月2日 中国 浙江大学 名誉教授

134 2002年11月20日 モンゴル シヒホトグ法律大学 名誉博士 ○

135 2002年11月28日 ウクライナ キエフ国立貿易経済大学 名誉博士 ○

136 2002年12月2日 韓国 東亜(トンア)大学 名誉哲学博士

137 2002年12月12日 中国 上海外国語大学 名誉教授 ○

138 2002年12月21日 中国 上海社会科学院 名誉教授

139 2003年1月18日 インド バラティダッサン大学 名誉文学博士 ○

140 2003年2月23日 ペルー 国立ピウラ大学 名誉博士 ○

141 2003年3月24日 台湾 中国文化大学 名誉哲学博士 ○

142 2003年4月15日 中国 大連外国語大学（旧大連外国語学院） 名誉教授

143 2003年4月19日 パラグアイ コルンビア・デル・パラグアイ大学 名誉社会科学博士 ○

144 2003年9月27日 ペルー 国立ホルヘ・バサドレ・グロマン大学 名誉博士 ○

145 2003年10月8日 中国 西北師範大学 名誉教授 ○

146 2003年10月18日 韓国 光州(クワンジュ)女子大学 名誉教授 ○

147 2003年10月24日 中国 上海交通大学 名誉教授

148 2003年12月16日 アメリカ チャップマン大学 名誉人文学博士 ○

149 2003年12月24日 中国 肇慶（チョウケイ）学院 名誉教授

150 2004年1月10日 ロシア・サハ共和国 北極文化芸術国立大学 名誉教授
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2023年5月20日 現在 *関係者の創価学園ご来校

創立者・池田大作先生に贈られた名誉博士・名誉教授・名誉学長等の称号（受章順）

No. 受章年月日 　国・地域 　大学・学術団体名 　　称　号 来校*

151 2004年2月24日 インド ラビンドラ・バラティ大学 名誉文学博士 ○

152 2004年2月28日 アメリカ ミネラルエリア大学 人文学名誉教授 ○

153 2004年3月19日 中国 国家検察官学院 名誉教授 ○

154 2004年3月29日 台湾 屏東（ビョウトウ）科技大学 名誉農学博士

155 2004年4月1日 ロシア・ブリャート共和国 ブリャート国立大学 名誉教授 ○

156 2004年4月14日 ブラジル 州立ロンドリーナ大学 名誉博士 ○

157 2004年5月5日 ボリビア サン・フランシスコ・ハビエル・デ・チュキサカ大学 名誉博士 ○

158 2004年5月29日 中国 石油大学(華東） 名誉教授

159 2004年6月6日 フィリピン キャピトル大学 名誉人文学博士 ○

160 2004年6月26日 中国 上海杉達（サンタツ）学院 名誉教授

161 2004年7月22日 ヨルダン ヨルダン大学 名誉人文学博士 ○

162 2004年9月20日 メキシコ グアダラハラ大学 名誉博士

163 2004年9月26日 中国 福建社会科学院 名誉教授 ○

164 2004年10月3日 中国 長春大学 名誉教授

165 2004年10月16日 中国 曲阜(キョクフ)師範大学 名誉教授 ○

166 2004年11月4日 キルギス オシ国立大学 名誉教授 ○

167 2004年11月23日 韓国 百済（クダラ）芸術大学 名誉教授 ○

168 2004年12月17日 モンゴル オトゴンテンゲル大学 名誉博士 ○

169 2005年1月21日 米・北マリアナ諸島連邦 北マリアナ大学 (2) 名誉学長 ○

170 2005年1月22日 ペルー エンリケ・グスマン・イ・バイェ国立教育大学 名誉博士 ○

171 2005年2月20日 ベラルーシ ミンスク国立言語大学 名誉教授 ○

172 2005年3月19日 フィリピン 国立バタンガス大学 名誉教育学博士

173 2005年4月1日 中国 上海財経大学 名誉教授

174 2005年4月29日 パラグアイ 国立イタプア大学　　 *2 名誉博士 ○

175 2005年5月7日 中国 北京語言大学 名誉教授 ○

176 2005年5月27日 ブラジル 州立コルネリオ・プロコピオ哲学・科学・文学大学 名誉博士

177 2005年6月17日 中国 華中師範大学 名誉教授 ○

178 2005年7月14日 中国 広西師範大学 名誉教授 ○

179 2005年9月16日 モンゴル モンゴル科学アカデミー哲学・社会学・法学研究所 名誉哲学教授

180 2005年9月18日 ベトナム ハノイ国家大学 名誉博士

181 2005年10月8日 中国 華東（カトウ）理工大学 名誉教授

182 2005年10月12日 セルビア・モンテネグロ
（セルビア）

ブラチャ・カリッチ大学 名誉博士

183 2005年12月20日 ロシア 安全保障・防衛・治安問題アカデミー 教授

184 2005年12月21日 インド シンバイオシス国際教育大学 名誉文学博士

185 2006年1月23日 ロシア ウラル連邦大学（旧ウラル国立大学） 名誉博士 ○

186 2006年2月8日 ラオス ラオス国立大学 人文学名誉教授

187 2006年3月16日 フィリピン パンパンガ農業大学　　*3 名誉人文学博士 ○

188 2006年4月3日 中国 湖南(コナン)大学 名誉教授

189 2006年4月28日 ウクライナ ウクライナ国立キエフ工科大学 名誉博士

190 2006年5月5日 中国 華東師範大学 名誉教授

191 2006年5月22日 中国 南京芸術学院 名誉教授

192 2006年5月29日 インド タゴール国際大学      （ヴィシュヴァ・バーラティ大学） 名誉文学博士

193 2006年6月2日 中国 西南政法大学 名誉教授

194 2006年6月6日 アメリカ 南イリノイ大学カーボンデール校 名誉人文学博士 ○

195 2006年6月8日 アメリカ ロサンゼルス・サウスウエスト大学 芸術学名誉教授

196 2006年6月16日 中国 韶関（ショウカン）学院 名誉教授 ○

197 2006年6月17日 韓国 東新（トンシン）大学 名誉行政学博士

198 2006年7月3日 タイ 国立メージョー大学 名誉管理科学博士 ○

199 2006年9月22日 ブラジル バイア・カトリック経済大学 名誉博士

200 2006年10月7日 中国 北京師範大学　　*4 名誉教授 ○

*2 関西創価高等学校32期生が授与式に参加

*3 創価学園卒業式の席上、授与

*4 関西創価中学校・高等学校生徒代表が授与式に参加
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2023年5月20日 現在 *関係者の創価学園ご来校

創立者・池田大作先生に贈られた名誉博士・名誉教授・名誉学長等の称号（受章順）

No. 受章年月日 　国・地域 　大学・学術団体名 　　称　号 来校*

201 2006年11月24日 フィリピン 国立リサール・システム大学 名誉人文学博士 ○

202 2006年12月8日 中国 大連理工大学 名誉教授

203 2007年2月6日 韓国 東洲（トンジュ）大学 名誉教授

204 2007年2月26日 中国 貴州（キシュウ）大学 名誉教授 ○

205 2007年3月13日 ロシア バイカル国立経済法律大学 名誉教授 ○

206 2007年3月20日 ベネズエラ ラファエル・ベジョソ・チャシン大学 名誉博士

207 2007年3月20日 ベネズエラ サンタマリア大学 名誉法学博士 ○

208 2007年3月23日 イタリア 国立パレルモ大学 名誉コミュニケーション学博士

209 2007年4月2日 ブラジル ブラジル哲学アカデミー 名誉博士 ○

210 2007年4月17日 アメリカ ウィスコンシン大学ミルウォーキー校 名誉人文学博士 ○

211 2007年4月18日 中国 ハルビン工程大学 名誉教授

212 2007年4月29日 ブラジル 南マットグロッソ連邦大学 名誉博士

213 2007年5月5日 中国 天津（テンシン）社会科学院 名誉教授 ○

214 2007年5月28日 台湾 南台（ナンタイ）科技大学 名誉工学博士

215 2007年5月31日 ロシア ロシア国立人文大学 名誉博士

216 2007年6月23日 ペルー 国立サンタ大学 名誉博士 ○

217 2007年7月4日 ロシア・サハ共和国 ヤクーツク国立農業アカデミー 名誉教授 ○

218 2007年7月9日 ロシア 極東国立工科大学 名誉教授 ○

219 2007年9月13日 フィリピン 国立南東フィリピン大学 名誉教育学博士 ○

220 2007年10月6日 中国 陝西（センセイ）師範大学　　*5 名誉教授 ○

221 2007年10月8日 メキシコ 人文統合大学 名誉人文科学博士

222 2007年10月10日 ブラジル インガ大学 名誉教授

223 2007年10月21日 中国 中国青年政治学院 名誉教授 ○

224 2007年10月24日 モンゴル モンゴル国立教育大学 名誉博士 ○

225 2007年11月30日 中国 温州医学院 名誉教授 ○

226 2007年12月17日 中国 上海師範大学 終身名誉教授 ○

227 2008年1月19日 ドミニカ共和国 サントドミンゴ自治大学 (2) 名誉博士 ○

228 2008年1月21日 台湾 雲林科技大学 名誉管理学博士

229 2008年1月26日 フィリピン 国立ラグナ工科大学 名誉人文学博士 ○

230 2008年3月1日 中国 湖南科技大学 名誉教授 ○

231 2008年3月21日 キルギス アラバエフ記念キルギス国立大学  名誉博士  ○

232 2008年3月31日 中国 嘉応学院 名誉教授

233 2008年4月2日 ロシア L.N.トルストイ記念トゥーラ国立教育大学 名誉教授 ○

234 2008年4月16日 中国 河北大学 名誉教授

235 2008年5月4日 中国 延安大学 終身教授 ○

236 2008年5月30日 中国 遼東学院 終身名誉教授 ○

237 2008年6月2日 中国 長春工業大学 名誉教授 ○

238 2008年6月17日 ブラジル アニャンゲイラ大学 名誉博士

239 2008年6月20日 ブラジル イータロ・ブラジル大学 名誉博士

240 2008年7月10日 フィリピン 国立ベンゲット大学 名誉人文学博士 ○

241 2008年7月22日 台湾 崇右（スウユウ）技術学院 名誉教授

242 2008年7月24日 台湾 台南科技大学 名誉教授 ○

243 2008年9月18日 フィリピン 国立イフガオ農林大学 名誉教育学博士 ○

244 2008年10月11日 フィリピン 市立マニラ大学 名誉人文学博士 ○

245 2008年10月29日 モンゴル モンゴル国立科学技術大学 名誉人文学博士 ○

246 2008年12月3日 中国 大連大学 名誉教授

247 2009年1月19日 ウズベキスタン ウズベキスタン国立芸術大学 名誉教授 ○

248 2009年2月24日 マレーシア マレーシア公開大学 名誉人文学博士

249 2009年3月16日 ボリビア ボリビア・アキーノ大学　　*6 名誉博士 ○

250 2009年3月21日 デンマーク デンマーク・南大学 名誉博士 ○

*5 関西創価中学校・高等学校生徒代表が授与式に参加

*6 創価学園卒業式の席上、授与
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2023年5月20日 現在 *関係者の創価学園ご来校

創立者・池田大作先生に贈られた名誉博士・名誉教授・名誉学長等の称号（受章順）

No. 受章年月日 　国・地域 　大学・学術団体名 　　称　号 来校*

251 2009年4月2日 韓国 韓国海洋大学 碩座（せきざ）教授

252 2009年4月10日 キルギス カシム・ティニスタノフ記念イシク・クル国立大学 名誉教授 ○

253 2009年4月17日 中国 福建農林大学 名誉教授 ○

254 2009年4月24日 中国 河南師範大学 名誉教授 ○

255 2009年5月18日 イギリス クイーンズ大学ベルファスト 名誉博士 ○

256 2009年5月28日 中国 新疆（シンキョウ）財経大学 名誉教授 ○

257 2009年6月29日 フィリピン 国立南ルソン大学 名誉人文学博士 ○

258 2009年7月16日 ブラジル ホンドニア連邦大学 名誉博士 ○

259 2009年9月4日 韓国 弘益（ホンイク）大学 名誉文学博士 ○

260 2009年9月24日 マカオ(中国) アジア（マカオ）国際公開大学 名誉哲学博士 ○

261 2009年9月26日 ブラジル マラニョン公共政策学院 名誉教授

262 2009年9月28日 ブラジル シルバ・エ・ソウザ統合大学 名誉建築学・都市工学博士

263 2009年10月10日 インドネシア インドネシア大学 名誉哲学・平和博士 ○

264 2009年10月14日 中国 仲愷（チュウガイ）農業工程学院 名誉教授

265 2009年10月25日 中国 大連工業大学 名誉教授 ○

266 2009年10月28日 ロシア・サハ共和国 S・F・ゴーゴレフ記念ヤクーツク第1教育カレッジ 名誉教授

267 2009年11月1日 中国 西南交通大学 名誉教授 ○

268 2009年11月6日 中国 西安理工大学 名誉教授 ○

269 2009年11月23日 中国 寧夏（ネイカ）大学 終身名誉教授

270 2009年12月8日 台湾 育達（イクタツ）商業科技大学 名誉教授

271 2009年12月15日 メキシコ エンリケ・ディアス・デ・レオン大学 名誉博士

272 2009年12月23日 中国 西安培華（バイカ）学院 名誉教授

273 2010年1月15日 米・グアム グアム・コミュニティーカレッジ 名誉教授

274 2010年1月27日 中国 安徽（アンキ）理工大学 名誉教授 ○

275 2010年2月24日 ウズベキスタン ウズベキスタン科学アカデミー芸術学研究所 名誉博士

276 2010年2月27日 中国 西安外事学院 名誉教授 ○

277 2010年3月10日 中国 広東商学院 名誉教授

278 2010年3月16日 ベネズエラ アラグア・ビセンテナリア大学 (1)　　*7 名誉教育学博士 ○

279 2010年3月16日 ベネズエラ アラグア・ビセンテナリア大学 (2)　　*7 名誉教授 ○

280 2010年3月21日 中国 西安交通大学 名誉教授

281 2010年3月26日 フィリピン ラモン・マグサイサイ工科大学 創立100周年名誉教授

282 2010年4月2日 アルメニア エレバン国立芸術アカデミー 名誉博士 ○

283 2010年4月5日 中国 四川（シセン）省社会科学院 名誉教授

284 2010年4月15日 中国 新疆（シンキョウ）医科大学 名誉教授 ○

285 2010年4月15日 中国 広西芸術学院 終身名誉教授

286 2010年4月20日 中国 紹興（ショウコウ）文理学院 名誉教授 ○

287 2010年5月4日 カナダ ラバル大学　　*8 名誉教育学博士 ○

288 2010年5月13日 中国 清華大学 名誉教授

289 2010年5月28日 中国 北京城市（ジョウシ）学院 名誉教授

290 2010年6月8日 中国 寧波（ネイハ）大学 名誉教授 ○

291 2010年6月9日 中国 浙江（セッコウ）海洋学院 名誉教授

292 2010年6月28日 アメリカ ジョージ・メイソン大学 名誉人文学博士 ○

293 2010年7月2日 台湾 台湾芸術大学 名誉教授 ○

294 2010年7月29日 台湾 高雄大学 名誉教授 ○

295 2010年8月2日 マレーシア 国立マラヤ大学 名誉人文学博士

296 2010年8月17日 キルギス ムィルサベコフ記念オシ人文教育大学 名誉教授 ○

297 2010年8月17日 キルギス オシ農業大学 名誉教授 ○

298 2010年9月8日 チリ共和国 ペドロ・デ・バルディビア大学 名誉博士 ○

299 2010年10月9日 フィリピン 南ミンダナオ大学　　*9 名誉人文学博士 ○

300 2010年11月21日 アメリカ マサチューセッツ大学ボストン校 名誉人文学博士 ○

*7 創価学園卒業式の席上、授与

*8 関西創価中学校・高等学校生徒代表が授与式に参加

*9 関西創価中学校・高等学校生徒代表が授与式に参加
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2023年5月20日 現在 *関係者の創価学園ご来校

創立者・池田大作先生に贈られた名誉博士・名誉教授・名誉学長等の称号（受章順）

No. 受章年月日 　国・地域 　大学・学術団体名 　　称　号 来校*

301 2010年11月28日 ブラジル アマゾナス教育科学技術連邦大学 名誉博士

302 2010年12月1日 中国 大連海事大学 名誉教授

303 2010年12月2日 ブラジル サンパウロ・メトロポリタン大学 名誉教授

304 2010年12月10日 ブラジル マットグロッソ連邦大学 名誉博士

305 2010年12月22日 台湾 虎尾（コビ）科技大学 名誉工学博士

306 2010年12月23日 韓国 建陽（コニャン）大学 名誉経営学博士

307 2011年1月29日 マカオ(中国) マカオ理工学院 名誉教授

308 2011年3月2日 キルギス キルギス・ロシア教育アカデミー 名誉教授 ○

309 2011年5月18日 マカオ(中国) マカオ科技大学 名誉教授 ○

310 2011年5月26日 中国 海南師範大学 名誉教授 ○

311 2011年7月12日 韓国 国立忠州（チュンジュ）大学 名誉経営学博士 ○

312 2011年7月29日 フィリピン 国立パンガシナン大学 名誉人文学博士 ○

313 2011年9月16日 韓国 国立釜慶（プギョン）大学 名誉国際地域学博士

314 2011年9月25日 ザンビア 国立ザンビア大学 名誉法学博士 ○

315 2011年10月13日 フィリピン 国立中央ルソン大学 終身名誉教授

316 2011年10月20日 中国 井岡山（セイコウザン）大学 名誉教授

317 2011年10月25日 イギリス バッキンガム大学 名誉文学博士 ○

318 2011年11月9日 中国 集美（シュウビ）大学 名誉教授

319 2011年11月18日 ロシア ロシア国立貿易経済大学 名誉博士 ○

320 2011年12月14日 ウズベキスタン テルメズ国立大学 名誉教授

321 2012年1月12日 中国 中央財形大学 名誉教授

322 2012年3月14日 キルギス K・カラサエフ記念ビシュケク人文大学 名誉博士 ○

323 2012年3月21日 フィリピン 国立バターン半島大学 名誉人文学博士

324 2012年3月28日 ボリビア サンタクルス工科大学 名誉博士 ○

325 2012年4月11日 台湾 台北海洋技術学院 名誉教授 ○

326 2012年5月6日 ペルー ペルー工科大学 (1) 名誉博士

327 2012年5月6日 ペルー ペルー工科大学 (2) 法学・政治学・国際関係学部名誉教授

328 2012年5月8日 中国 貴州師範大学 名誉教授 ○

329 2012年6月5日 台湾 台湾師範大学 芸術学院名誉教授

330 2012年6月13日 中国 渤海大学 名誉教授

331 2012年9月12日 カナダ ゲルフ大学 名誉博士 ○

332 2012年9月22日 ブラジル ドン・ボスコ大学 名誉博士

333 2012年10月24日 カザフスタン アル＝ファーラービー記念カザフ民族大学 名誉教授 ○

334 2012年11月28日 ベネズエラ 国立タチラ実践大学 名誉博士

335 2013年2月20日 ボリビア パンド・アマソニカ大学 名誉博士

336 2013年2月27日 キルギス キルギス中国人文経済大学 名誉教授 ○

337 2013年3月15日 フィリピン 国立ヌエバ・ビスカヤ大学 名誉人文学博士 ○

338 2013年4月22日 南アフリカ 国立クワズール・ナタール大学 名誉社会科学博士

339 2013年8月14日 タイ 国立タマサート大学 名誉哲学博士

340 2013年9月22日 アルメニア エレバン国立大学 名誉博士 ○

341 2013年10月4日 フィリピン 国立アクラン大学 名誉人文学博士 ○

342 2010年10月8日 中国 大連芸術学院 名誉教授

343 2013年11月6日 ペルー ペルー・ラス・アメリカス大学 名誉博士 ○

344 2013年11月15日 モンゴル 人文大学 名誉人文学博士

345 2013年11月22日 ロシア アレクサンドル・S・プーシキン記念国立ロシア語大学 名誉博士 ○

346 2014年2月21日 アルゼンチン 国立ビジャマリア大学 名誉教授 ○

347 2014年3月19日 インド サティエンドラ・ナラヤン・シンハ経営管理学院 名誉教授 ○

348 2014年4月24日 フィリピン 国立イサベラ大学 名誉人文学博士 ○

349 2014年5月16日 中国 天津（テンシン）外国語大学 名誉教授

350 2014年5月22日 ペルー 国立工科大学 名誉博士 ○
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2023年5月20日 現在 *関係者の創価学園ご来校

創立者・池田大作先生に贈られた名誉博士・名誉教授・名誉学長等の称号（受章順）

No. 受章年月日 　国・地域 　大学・学術団体名 　　称　号 来校*

351 2014年7月16日 中国 ハルビン師範大学 名誉教授 ○

352 2014年9月16日 ロシア・サハ共和国 S・F・ゴーゴレフ記念ヤクーツク教育カレッジ 名誉教授

353 2014年9月30日 フィリピン イースト大学 名誉人文学博士 ○

354 2014年10月17日 中国 南京理工大学 名誉教授

355 2014年11月6日 ロシア ロシア民族友好大学 名誉博士 ○

356 2015年2月25日 キルギス キルギス・ロシア・スラブ大学 名誉博士 ○

357 2015年4月18日 インド マドゥライ社会科学院 名誉社会学教授

358 2015年5月4日 韓国 北韓（プッカン）大学院大学 名誉碩座教授

359 2015年5月28日 中国 佛山（ブツザン）科学技術学院 名誉教授

360 2015年6月15日 ボリビア “ホセ・バジビアン”ベニ自治大学 名誉博士

361 2015年6月17日 ブラジル カステロ・ブランコ大学 名誉博士

362 2015年9月20日 韓国 慶南（キョンナム）大学 名誉教育学博士 ○

363 2015年11月19日 台湾 建国科技大学 終身名誉教授

364 2015年11月28日 インド ジャグラン・レイクシティ大学 名誉人文学博士

365 2016年1月22日 インド ボパール・バルカトゥッラー大学 名誉文学博士 ○

366 2016年3月12日 キルギス オシ工科大学ムルズブライモフ記念ウズゲン工科教育大学 名誉博士 ○

367 2016年8月23日 アルゼンチン 国立トゥクマン大学 名誉博士

368 2016年12月28日 アメリカ デポール大学 名誉人文学博士

369 2017年3月28日 ブラジル アクレ連邦大学 名誉博士 ○

370 2017年6月22日 中国 湖南工業大学 名誉教授

371 2017年8月21日 ペルー 国立サンマルコス大学(2) 名誉博士 ○

372 2017年8月24日 ブラジル バレンサ大学 名誉博士

373 2017年10月10日 パラグアイ ニホンガッコウ大学 名誉教育学博士

374 2017年11月9日 中国 湖北大学 名誉教授

375 2018年1月25日 スペイン アルカラ大学 名誉教育学博士 ○

376 2018年2月24日 アルゼンチン クエンカ・デル・プラタ大学 名誉博士

377 2018年3月1日 台湾 致理科技大学 名誉教授

378 2018年3月3日 ブラジル ジャカレパグア統合大学 名誉教授

379 2018年4月18日 アルゼンチン 国立ティエラ・デル・フエゴ大学 名誉博士 ○

380 2018年6月13日 ブラジル パライバ連邦大学 名誉博士

381 2018年6月21日 フィリピン 国立カガヤン大学 名誉人文学博士 ○

382 2018年7月30日 台湾 中華大学 名誉教授

383 2018年10月23日 中国 北京電影（でんえい）学院 名誉教授

384 2018年10月29日 中国 淮陰（わいいん）師範学院 名誉教授

385 2018年10月31日 アルゼンチン 東部（エステ）大学 名誉博士

386 2019年6月11日 ベネズエラ ベネズエラ中央大学 名誉博士 ○

387 2019年8月2日 ブラジル セルジペ連邦大学 名誉博士

388 2019年8月21日 ブラジル アマゾナス連邦大学 名誉博士

389 2019年8月24日 ブラジル ペルナンブコ農工連邦大学 名誉博士

390 2019年9月15日 アルゼンチン 国立フフイ大学 名誉教授

391 2019年9月23日 インド マーナブ・ラチャナ大学 名誉哲学博士

392 2019年10月31日 ウズベキスタン ミルゾ・ウルグベク記念ウズベキスタン国立大学 名誉博士 ○

393 2019年11月7日 中国 長春師範大学 名誉教授

394 2019年11月21日 インド ジャイプル・ナショナル大学 名誉博士

395 2019年11月22日 インド ゼビア大学 名誉サステイナビリティ経営学博士

396 2020年2月27日 フィリピン 国立中央ミンダナオ大学 名誉教育経営学博士

397 2020年11月17日 ブラジル ピアウイ連邦大学 名誉博士

398 2021年11月4日 ブラジル ペルナンブコ連邦大学 名誉博士

399 2022年4月21日 インド ビルサ農業大学 名誉教授

400 2022年4月28日 韓国 国立忠北（チュンブク）大学 名誉教育学博士
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2023年5月20日 現在 *関係者の創価学園ご来校

創立者・池田大作先生に贈られた名誉博士・名誉教授・名誉学長等の称号（受章順）

No. 受章年月日 　国・地域 　大学・学術団体名 　　称　号 来校*

401 2022年5月14日 アメリカ ミネソタ大学 名誉人文学博士

402 2023年4月5日 インド マハラジャ・スーラジマル・ブリジ大学 名誉文学博士

403 2023年5月20日 韓国 韓国外国語大学 名誉哲学博士号

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450
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2023年5月20日 現在 *関係者の創価学園ご来校

創立者・池田大作先生に贈られた名誉博士・名誉教授・名誉学長等の称号（受章順）

No. 受章年月日 　国・地域 　　称　号 来校*

1 1999年1月15日 アルゼンチン フローレス大学 心理・社会学部名誉教授 ○

2 2001年6月1日 中国 福建師範大学 名誉教授 ○

3 2003年3月24日 台湾 中国文化大学 名誉法学博士 ○

4 2003年10月18日 韓国 光州(クワンジュ)女子大学 名誉教授 ○

5 2004年11月23日 韓国 百済（クダラ）芸術大学 名誉教授 ○

6 2005年6月6日 アメリカ ミネラルエリア大学 名誉教授 ○

7 2007年2月6日 韓国 東洲（トンジュ）大学 名誉教授

8 2007年3月20日 ベネズエラ ラファエル・ベジョソ・チャシン大学 名誉博士

9 2007年3月20日 ベネズエラ サンタマリア大学 名誉教授 ○

10 2007年10月6日 中国 陝西（センセイ）師範大学　　*5 名誉教授 ○

11 2008年3月31日 中国 嘉応学院 名誉教授

12 2008年5月4日 中国 延安大学 終身教授 ○

13 2008年6月2日 中国 長春工業大学外国語学院 名誉教授 ○

14 2009年10月14日 中国 仲愷（チュウガイ）農業工程学院 名誉教授

15 2009年11月1日 中国 西南交通大学政治学院 名誉教授 ○

16 2010年3月16日 ベネズエラ アラグア・ビセンテナリア大学　　*7 名誉教育学博士 ○

17 2010年3月16日 ベネズエラ アラグア・ビセンテナリア大学　　*7 名誉教授 ○

18 2010年6月8日 中国 寧波（ネイハ）大学女子学院 名誉院長 ○

19 2010年9月8日 チリ共和国 ペドロ・デ・バルディビア大学 名誉博士 ○

20 2010年11月9日 中国 西安培華（バイカ）学院女子学院 名誉院長

21 2010年11月29日 ブラジル アマゾナス教育科学技術連邦大学 名誉博士

22 2011年7月12日 韓国 国立忠州（チュンジュ）大学 名誉碩座（せきざ）教授 ○

23 2011年7月29日 フィリピン 国立パンガシナン大学 名誉教授 ○

24 2016年7月7日 インド セトゥ・バスカラ農業大学 名誉学長

25 2016年12月7日 アルゼンチン 国立ビジャマリア大学 名誉教授 ○

26 2018年10月31日 アルゼンチン クエンカ・デル・プラタ大学 名誉教授

27 2019年5月22日 アルゼンチン 東部（エステ）大学 名誉教授

28

29

30

*5 関西創価中学校・高等学校生徒代表が授与式に参加

*7 創価学園卒業式の席上、授与

香峯子夫人に贈られた名誉博士・名誉教授等の称号（受章順）
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