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鮮鶴平和賞の創設者である文鮮明・韓鶴子総裁は「神のもと
の人類一家族」という平和ビジョンを中心に、平和な人類の
暮らしと内面を再構成する価値を提示されました。特に、宗
教を中心に政治・経済・教育・言論・芸術・家庭・女性・青
年に至るまで、あらゆる分野で平和な生活様式を提示して人
類共同体の平和な未来を準備してこられました。 
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鮮鶴平和賞財団は、「神様のもとに全人類が一つの家
族になる世界」を創建する為に生涯を捧げられた文鮮
明・韓鶴子総裁の平和ビジョンを実践するため、2014
年に設立されました。

設立者は、全人類を自身の家族のように愛する利他心
のみが平和世界をつくる鍵だと考えられました。私た
ちの財団は、設立者の意志を受け継ぎ、他人を自身の
家族のように愛する利他心とその実践を促進し、個人
と社会の安寧を向上させる事を目標としています。

世界中のどこでも人権が尊重され、葛藤が和合され、
生態が保全されるならば、人類はより良い世界で永続
できるでしょう。私たちの財団は、人類が直面してい
る人権と葛藤、環境問題等に着眼して、その解決方向
を提示する媒体の役割を志しています。

鮮鶴平和賞財団は、鮮鶴平和賞の運営、世界市民意識
の教育、平和イニシアチププロジェクト等を通して、
未来世代の人類共同体の平和を築こうとしています。

鮮鶴平和賞財団は、今後も全人類が人間らしく生活
し、21世紀文明の恵沢を等しく享受する世界を一刻も
早く実現できるよう一層努力して参ります。

理事長の挨拶

理事長
トーマス・G・ウォルシュ



鮮鶴平和賞

未来世代の人類共同体の平和を志向する鮮
鶴平和賞は、地球上に存在する多くの苦痛
と葛藤および破壊的現象を治癒し、平和に
対する複合的未来ビジョンを構築するため
に制定されました。

21世紀の持続可能な平和は、全世界的な相
互関連性を念頭に置きつつ、具体的な時空
間的条件下において発生する非平和的条件
を治癒することにより実現することができ
ます。これにより鮮鶴平和賞は、「人類一
家族」の平和ビジョンを基盤に、競争と葛
藤のない連帯と共存、そして疎通に基づく
未来平和を志向します。

鮮鶴平和賞は、人間に対する尊敬と愛を覚
醒させ、平和を脅かすあらゆる葛藤を愛で
和合させ、人間および生態が美しく共存で
きる世界を作るために著しく貢献した個人
および団体に授賞します。

平和ビジョン
神のもとの人類一家族

平和ビジョンと スローガン
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全人類が人間らしく生きる
ための基本的権利を享受で
きるよう、貧困、疾病、教
育問題を解決する活動に注
目します。

人と人、宗教観、国家間の葛藤を平
和的に克復する活動に注目します。

自然生態と人間の持続可能な
共存のために、気候変動、生
物の多様性、エネルギー枯渇
問題を解決する活動に注目し
ます。

平和のスローガン

人権尊重 生態保全

葛藤和合

貧民救護
疾病根絶
教育福祉

紛争解決
宗教和合
南北統一

気候変動
生物の多様性
エネルギー



鮮鶴平和賞

授賞概要

推薦および審査過程

授賞時期 隔年
授賞分野 平和 (単一分野)
授賞金 100万USドル (約1.4億円)
授賞品 メダルおよび盾

純金 187.5g

候補者の資格条件
鮮鶴平和賞の平和の指標を具現化する活動に著しく貢献
した個人または団体
複数の国家、人種、宗教、理念にわたり平和理想に肯定
的影響を与えた個人または団体
個人の場合、推薦当時存在していた人物

推薦
全世界約1,000名の推薦委員の推薦
オンラインを通した全世界人の推薦

審査
委員会では数次にわたる小審査会議および全体審査会議
を通して推薦された各候補者の活動内容および公的事項
を検討し、評価指標を基準に客観的審査を行います。

受賞者の決定および発表
委員会では最終審査会議で厳選された候補者の中から最
終受賞者を決定した後、国際的記者会見にて公式に発表
します。
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鮮鶴平和賞



2013 2014 2015 2016 2017

鮮鶴平和賞

沿革

8月11日

2月3日

2月20日 6月8日

8月28日

11月23-25日

11月29日
第1回鮮鶴平和賞

受賞者発表

受賞テーマ 
人類の未来平和は
『海』にある

受賞テーマ 
グローバル難民危機

第2回鮮鶴平和賞
授賞式
受賞者:

ジーノ・ストラーダ
サキーナ・ヤクービ

鮮鶴平和賞
委員会出帆式

第1回鮮鶴平和賞
受賞者発表

第1回鮮鶴平和賞
授賞式
受賞者:
アノテ・トン
モダドゥグ・グプタ

インド・ネパール
鮮鶴平和賞イニシアティブ

第2回鮮鶴平和賞
受賞者発表

韓鶴子総裁

2018 2019 2020 2022
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2月7日

2月5日

2月12日

2月9日

11月22日

10月5日 第5回鮮鶴平和賞　
受賞者発表
受賞テーマ 

グローバル感染病:
ワクチン平等受賞テーマ

創設者の平和ビジョンで
ある共生、共栄、共義

受賞テーマ 
アフリカの人権と開発

第4回鮮鶴平和賞
授賞式

特別賞受賞者:
潘基文
受賞者:

マッキー・サル
ムニブ・ユナン

第5回鮮鶴平和賞　
授賞式
受賞者:

サラ･ギルバート博士
世界ワクチン免疫連合

第5回鮮鶴平和賞　
設立者特別功労賞授賞式

特別賞受賞者:
フンセン　

カンボジア王国総理

第3回鮮鶴平和賞
授賞式
受賞者:
アキンウミ・アデシナ
ワリス・ディリー

第3回鮮鶴平和賞
受賞者表

第4回鮮鶴平和賞
受賞者発表



鮮鶴平和賞

受賞者 紹介

第1回 受賞者

アノテ
トン

モダドゥグ
ビジェイ
グプタ

出生
1952. 6. 11. (キリバス ライン諸島)
学歴
英国 ロンドン政経大学 経済学修士
主要経歴
キリバス共和国 前大統領
受賞理由
世界が直面している気候変化の深刻性を国際社会に公
論化。全地球的解決策の模索を主導した。

出生
1939. 8. 17. (インド) 
学歴
インド ケルコッタ大学 生物学博士
主要経歴
インド養殖科学者
受賞理由
未来の食糧危機の代案として青の革命を主導。貧困層
の為に魚の養殖技術を開発・普及させた。
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第2回 受賞者

第3回 受賞者

アキウミ
アヨデシ
アデシナ

ジーノ
ストラーダ 

ワリス
ディリー 

サキーナ
ヤクービ

出生
1948. 4. 21. (イタリア ミラノ)
学歴
イタリア·ミラノ大学医学部卒業
主要経歴
スーダン サラーム心臓外科センター前外科医師
受賞理由
難民の「治療を受ける権利」の為に、中東・アフリカ
で緊急医療救護の展開。反戦運動で平和・文化の拡散
に貢献した。

出生
1960. 2. 6. (ナイジェリア イバダン)
学歴
米国 パデュー大学 農業経済学博士
主要経歴
農業経済学者、アフリカ開発銀行 総裁
農業革新でアフリカ貧困改善、グッドガバナンスで大
陸の経済発展を促進した。

出生
1950. 3. 17. (アフガニスタン ヘラート)
学歴
米国 ロマリンダ大学 公衆保健学修士
アフガン学習研究所（AIL）設立及び代表
受賞理由
「教育」で難民再定着の根本解法を提示。イスラム
女性の人権と地位の向上に貢献した。

出生
1965. 10. 21. (ソマリア)
受賞理由
女性割礼の撤廃人権運動家、スーパーモデル
主要経歴
女性割礼問題を全世界に公論化。割礼撤廃法の制定
及び女性人権の向上に大きく貢献した。



鮮鶴平和賞

受賞者　紹介

第4回 受賞者

設立者特別功労賞

マッキー・サル 

ムニブ・A・ユナン

潘基文  

出生
1950. 9. 18. (エルサレム)
学歴
フィンランド｠ヘルシンキ大学 神学修士
主要経歴
「平和の為の宗教」国際名誉会長
受賞理由
40年以上中東地域で、ユダヤ教・キリスト教・イスラム
教の和合を促進。違う信仰を持っている宗教指導者達と
ネットワークを構築して宗教和合を先導した。

出生
1944. 6. 13. (大韓民国)
学歴
米国 ハーバード大学 ケネディ行政大学院修士
主要経歴
第8代 UN事務総長より良い未来の為の
パン・ギムン財団理事長
受賞理由
持続可能な世界の為のリーダーに、パリ気候協定の妥
結、持続可能な発展（SDGs）の提示男女平等等増進をお
こなった。

出生
1961. 12. 11. (セネガル)
学歴
セネガル シェイク・アンタ・ディオップ大学 地質工
学及び地球物理学博士
主要経歴
セネガル 第4代大統領
受賞理由
長期独裁と貧困が蔓延したアフリカ大陸での大統領任
期を短縮。透明な政策で経済復興を築き上げ、周辺国
家に成熟した民主主義を拡散させた。
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設立者特別功労賞

サラ・ギルバート

フン・セン 

世界ワクチン免疫連合

出生
1962. 4. (英国)
学歴
ハル大学 生化学博士
イースト・アングリア大学 名誉理学博士
主要経歴
オックスフォード大学 ジェンナー研究所 教授
ヴァシテック生命工学会社 共同設立者
受賞理由
オックスフォード-アストラゼネカワクチン 共同開発者と
して、ワクチンを人類の公共財としてアプローチ未知の
疾病-Xから人類を保護するのに決定的な役割をした。

出生
1951. 4. 4 (カンボジア)
学歴
ハノイ 国立政治アカデミー 政治学博士
主要経歴
カンボジア王国総理
受賞理由
東南アジアの持続可能な発展を先導。新しい韓半島の平
和プロセスを支援した。

出生
2000. 1. (スイス)
主要経歴
コロナ19 パンデミック対応の為のコバックスファシリテ
ィプロジェクト開発
受賞理由
コロナ19 最前線で公平なワクチン分配をリード。ワクチ
ン不足国へワクチン供給、子どもの死亡率減少に貢献、
UN 持続可能開発目標14項目を達成した。



鮮鶴平和賞

委員会の紹介

委員長 
ジョゼ
マヌエル
バローゾ

出生
1956年 3月 23日 (ポルトガル リスボン)
学歴
スイス ジュネーブ大学 経済学、社会学 修士
主要経歴
現 ゴールドマンサックスインターナショナル 非常任 理事長
受賞理由
2012年 ヨーロッパ連合を代表してノーベル平和賞を受賞

鮮鶴平和賞の目標は簡単明瞭です。未来世代のためのより良い
世界を作ることです。そして、人種、宗教、国境、文化の壁を
越え、本当の意味での国際協力を図ることです。

“
”

-第5回 鮮鶴平和賞 受賞者 発表 記者会見にて
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ニュート 
ギングリッチ

トーマス
 P・マック 
デビット

文妍娥

ダン・バートン

トーマス
ウォルシュ

尹煐鎬

前 米国 下院議長
前 米国 下院 共和党 副代表
前 米国 ジョージア州 下院議員

現 ワシントンタイムズ　
現 HJ マグノリア USホールディングス会長 
現 世界平和経済人連合(IMAP)及び世界平
和経済人連合(IAED) グローバルコーディネ
ーター

現 天宙平和連合(UPF) 韓国議長 
現 ユニバーサル文化財団 理事

現 世界平和国会議員連合(IAPP) 共同委員長
前 下院 監督委員会 委員長
前 共和党 研究委員会 委員長

現 天宙平和連合(UPF) 世界議長
現 世界平和道路財団 理事長
現 信仰基盤組織連合 共同議長

現 世界平和統一家庭連合 世界本部長
現 孝情国際文化財団 理事長
現 天宙平和連合(UPF) 世界本部長

委員



鮮鶴平和賞

教育は、世界平和を促進する上で、とても重要です。私たちは、より多くの学生が地球村で起きている事に対
して関心を持ち、本当の意味でのアハーという瞬間の感覚(a genuine aha-moment)を経験させてあげられるこ
とを目指しています。‘Learn&Act’は、未来世代が持続可能な開発目標について学び、クリエイティブな問題解
決法を模索できるよう設計された世界市民意識教育プログラムです。‘Learn&Act’は、中学生以上の学生を対象
に、多様な世界平和問題に対して教育するため設計された60分間の教育プログラムであり、その内容は国連と
他の国際機構の最新統計情報に基づいています。教育資料は7ヶ国語（韓国語、中国語、日本語、英語、フラン
ス語、スペイン語、アラブ語）で提供されます。

アドレス: http://sunhakpeaceprize.org/en/learn/learn_act.php

きれいな水と衛生
インフラ構築と産業革新
良質の就職先と経済成長
平和、そして強力な制度
持続可能な都市
みんなのための良質の教育
あらゆる形態の不平等を解消
生物の多様性の保存
両性平等な世界作り

持続可能な消費と生産
持続可能なエネルギー
全人類が治療を受ける権利
持続可能な海洋
ゼロハンガー！
ストップ！女性割礼
難民との共存
気候変動との戦い
世界市民意識の育成

テーマ

世界市民意識教育:
Learn&Act

鮮鶴平和賞、その他のプロジェクトの紹介
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「平和モーショングラフィック公募展」は今の時代に
重要なグローバル平和問題等を、興味深いモーション
グラフィックで盛り込み、全世界の人々と一緒に考
え、その解決策を探し出そうと2020年に始まりまし
た。 全世界の人々がオンラインを通して繋がり、コミ
ュニケーションをすることで成長するこの時代、私達
はモーショングラフィックコンテンツが世界をもっと
有利にする際に必要な役割をすると考えています。

2020 「鮮鶴平和賞　平和の価値」

2021  「感染病予防と退治の為のグローバル連帯と協力」

2022 「持続可能な生活」

2020 Grand Prize: 
Developing Africa, 
its undeniable future growth

鮮鶴平和賞財団の事務局では、グローバルピースリーダー達を養成する為の青年インターン制度を運営し
ています。普段、グローバル平和問題に強く関心があり、国際的感覚を育て、多様なNGO運営の実務経験
を重ねたい全世界の青年達の志願を待っています。

2021 Grand Prize: 
Vaccine Equity

主題

受賞作

主要業務 世界市民教育コンテンツの作成
グローバル平和問題のリサーチ支援等 
オンラインコンテンツ制作（デザイン・編集・翻訳等）

グローバルインターンシップ

平和モーション
グラフィック　
公募展



候補者受付

提出書類 
候補者推薦書(ダウンロード : www.sunhakpeaceprize.org)

業績に対する証明書類

連絡先
鮮鶴平和賞事務局 04174 ソウル特別市麻浦区
麻浦大路34 都元ビル8階
E-mail : sunhakpeaceprize@gmail.com  

Website : www.sunhakpeaceprize.org

Tel +82-2-3278-5158    Fax +82-2-3278-5198

未来世代のための平和賞
“ 親が無条件の愛で子供を育てるように

現世代はこれからの次世代の平和のために道徳的な責任を分か
ち合わなければなりません。”

-創設者-
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