
福岡国際理解教育講師派遣事業協議会事務局　公益財団法人福岡県国際交流センター
〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神１－１－１　アクロス福岡 ３Ｆ こくさいひろば
TEL: 092-725-9200   FAX: 092-725-9206
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■ 主催／（公財）福岡県国際交流センター

■ 共催／福岡県こども育成基金　（公財）福岡県教育文化奨学財団　 （公財）北九州国際交流協会　 （公財）福岡よかトピア国際交流財団

■ 後援／福岡県教育委員会、北九州市教育委員会、福岡市教育委員会

　福岡には世界のさまざまな文化・民族の人たちが暮らしています。多様な文化的背景を持った人々が共に協力し
合って暮らす「多文化共生社会の実現｣に向けて、国際理解教育の重要性はますます高まっています。
　福岡県国際交流センターでは、県内の学校や公民館などに外国人講師や海外での活動や生活体験のある日本人
講師を派遣・紹介したり、講師のスキルアップ講座や子どもから大人まで参加できる国際交流イベントを定期的に
開催したりして、世界のことを知り、考えるきっかけとなる国際理解教育推進事業を行っています。

国際理解教育推進事業
平成26年度　講師派遣・紹介実績報告・実施ガイド

お
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成
果

　講師が自分の視点で母国を紹介し、その国の遊び・衣装・
楽器などを通して世界を身近に感じさせる。

●外国に興味を持つ　
●外国の異なる文化や価値観を理解する　
●外国籍のクラスの友達や身近に住んでいる外
国人の国や地域を知る

～国際社会における日本の役割を知る

国際理解教育について
よくある質問に答えます。国際理解教育の可能性

紹
介
の
流
れ

紹
介
の
事
例

A：実施団体（学校や公民館など）の希望に合わせた授業づくりができます。
　　主な授業パターンを紹介します。

４月12日：福岡県連合福岡青年委員会
　●テーマ：「国際交流」～知ろう。感じよう。世界の国々。～

活動内容
組合員の国際交流を図ることを目
的に文化交流講演

民族衣装・楽器・舞踊を含めた、外
国人講師２名による自国の文化紹介

日本人講師による海外でのボラン
ティア活動体験談

●電話か窓口で事務局へ相談
●実施日の１カ月半前までに【希望申請書】を提出
●申請書をもとに事務局が講師を選定し、紹介

●実施者から講師へ直接連絡
　・授業の内容、時間配分などの打ち合わせ
　・当日使用するものや交通手段などの確認

●講師を迎えて授業を行う
　・使用する機材などの準備
　・授業中のサポート
●講師へ謝金・交通費を支給
●報告書を事務局へ提出

打
ち
合
わ
せ

実　

施

計　

画

Q：国際理解教育の授業はどのようなものですか？

１）世界を身近に感じる
9月25日：福岡市立飯倉中央小学校

成
果

　講師が楽器演奏や舞踊披露、少人数の場合は料
理教室など、さまざまな手法で外国を五感で感じ
させる。

●本や教科書では学べない異文化を体験
●本物の外国文化を体感

４）外国の文化を体験・体感する

成
果

　JICA（国際協力機構）やさまざまなNPO・NGOで活
動している講師が体験談を話し、課題や自分ができるこ
とを考えさせて、グローバルな視点を育む。

●世界の現状と日常生活との関係に気づく　
●世界の課題への日本の取り組みを知る　
●国を超えて助け合うことを知る

３）世界と自分とのつながり

成
果

　講師が母国と日本との違いや、地域社会で暮らす外国
人が抱える問題を紹介し、多文化共生の社会をつくるた
め何が必要かを考えさせる。

●異文化を理解し、尊重する　
●自分の国、地域に誇りを持つ
●外国人の視点から日本・地域を知る
●多文化共生社会で自分ができることを考える

２）多文化共生に取り組む

A：留学生などの在住外国人と海外での活動経験がある
日本人が講師として登録しています。講師の都合（就
職や帰国など）によっては、希望に添えない場合も
あります。
講師は日本語ができて、打ち合わせや授業は日本語
で行います。

Q：どのような講師がいますか？

A：国際理解教育には、２つの事業があります。講師派遣事業は費用がかかりませ
んが、講師紹介事業は講師への謝礼金・交通費を実施団体が負担することにな
ります。（授業内容は同様）

Q：国際理解教育の授業は費用がかかりますか？

A：以下は紹介事業の流れです　（随時行っています）
Q：講師紹介事業にはどのような手続きが必要ですか？

・講師紹介事業　有料　　対象：学校・公民館・企業など
・講師派遣事業　無料　　対象：県内の小中学校・特別支援学校

平成26年度に授業を行った講師　　のべ208名　　28の国・地域

講師による自国の紹介 小グループで講師への質問タイム

各国の文化や生活の紹介 日本との違いを考える

授業事例

1月29日：福岡県立聴覚特別支援学校

アフリカの現状を説明

アジアの国の子どもの歌や遊びを体験する。

日本の取り組みを紹介

授業事例

11月26日：久留米市立犬塚小学校授業事例

11月21日：
福岡市立特別支援学校「博多高等学園」授業事例
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事務局 学　校
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実
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後

２
週
間
以
内…

募　集

選定会

教育委員会を通じて応募

教育委員会を通じて
決定通知をもらう

学校と講師との事前打ち合わせ

最終実施計画書を
提出

講師選定

決定講師を
紹介

授業の実施

事前説明会

実施日の
１カ月半前までに

実施後
報告書を提出

実施後
２週間以内

派遣の流れ

平 成 26 年 度 の 講 師 派 遣 ・ 紹 介 実 績 派遣先：57ヵ所　　派遣講師数：110名
紹介先：65ヵ所　　紹介講師数：98名

久留米市立京町小学校
●日　時：①10月22日（水）10：45－12：20
　　　　　②12月８日（月）10：45－12：20
●対　象：４年生　46名　　●担　当：稲益　玲子
●講　師：松本エリダマリア（ブラジル）　金静和（韓国）　
　　　　　翁文静（中国）　川辺ビパダ（タイ）
●テーマ：「世界の学校を見てみよう！」

子どもたちの活動内容①

①

講師は母国を紹介した後、子どもたちは各国の学校生活について知りたいことを講師に質問した

子どもたちは自分たちの学校生活について
紹介し、講師が発表を見て感想を述べた

派遣と紹介の事例

外国語活動で学んだ
言葉が使えてよかった！

子どもたちの活動内容② ②

興味のある国の学校生活について調べる

国別にグループ分けをして、講師へのイン
タビューを準備

10月22日、講師が来校する

講師のインタビューを含めて学んだことを
まとめて発表

他グループの発表を聞いて、意見交換

12月８日、講師が再び来校し、子どもたち
の発表を聞く

実施者のねらい：「子どもたちが自分たちの学校生活についていろいろな国と比較する中で、外国との相違点や共
通点を見つけることができる。講師に直接質問したり話を聞いたりすることによって、外国を身近に感じて、世界
に多様な生活や文化があることを実感する」　－　稲益　玲子　先生

講師に私たちの学校も
紹介できて
うれしかった！

●久留米市立京町小学校の例
　①「講師派遣」で１名、講師人数を３名増やすために「講師紹介」も利用しました。
　②同じ講師４名に発表を見てもらうために、「講師紹介」を利用しました。

A：派遣事業の対象となる県内の小中学校・特別支援学校には教育委員会を通じて
案内が届きます。以下の流れで授業の申請・計画・実施を行います。

Q：講師派遣事業にはどのような手続きが必要ですか？

●テーマ：「世界の国々を調べよう」
●ねらい：さまざまな国の文化に触れ、自
国の文化との共通点や相違点に気付き、
それぞれのよさを見つけ、尊重しようと
する態度を育てる。
●活動内容：外国人講師３名による自国の
紹介。

11月28日：糸島市立桜野小学校　４年生

派遣の事例
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誰でも国際理解
　学校や公民館の授業に参加できない方のため、また講師と実施者のスキルアップの場
として、誰でも参加できる国際交流イベントも定期的に開催しています。

こくさいひろば（アクロス福岡3階）で
2カ月に1度開催。登録講師から世界各
国の話を聞いたり、文化の体験をした
りして交流する。
平成26年度は「こくさいひろばカフェ
で世界一周」というテーマで6回開催。
南アジア（5月25日）、北アジア（7月
27日）、南米（9月28日）、東南アジア
（11月30日）、南 米（1月26日）、中 央
アジア（3月29日）

参加
したい！

実施
したい！

講師に
なりたい

！

こくさいひろば

登録講師のためのスキルアップ講座を開催。ベテラ
ン講師が模擬授業を行い、経験を通して学んだこと
を参加者に伝えた。
一般の方や実施者も多く参加し、意見交換会も盛り
上がった。
実施日： 11月8日（土）　場所：こくさいひろば

多くの小学生に参加してもらうために、子どもの多文化体験イベ
ントを夏休みに開催した。
5カ国の外国人講師と直接触れ合い、外国の文化を体験し、生活
などについて学んだ。
実施日：7月12日（土）　場所：こくさいひろば

学校などの実施者が参加しやすいよう夏休み中
に開催。
ベテラン講師の模擬授業を通して事業の説明を
行った。
講師と事務局の話に加えて、来場した登録講師
と実施者も意見交換を行った。
実施日： 8月4日（月）　場所：こくさいひろば

講師
スキルアップ講座

事例発表会
～ はじめの一歩　
　　　　講師との出会いの場 ～

体験
したい！

世界へGO!世界へGO!界へ世界へへ

国際理解教育に興味がある方へ国際理解教育に興味がある方へ
こくさいひろばカフェや事例発表会など、一般の方が参加できるイベントを開催してい
ます。詳細は福岡県国際交流センターのホームページをご覧になるか、事務局がある「こ
くさいひろば」までお問い合わせください。

事務局では国際理解教育についてご相談を受け付けています。

講師の紹介、授業の作り方などの相談に電話、メール、窓口で応じています。お気軽に
お問い合わせください。

【実施者】福岡県内の小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、アンビシャス広場、
　　　　　市民センター、公民館等

あなたの国や文化、体験を伝えてみませんか？
登録講師になって、一緒にこの事業をつくっていきませんか？
ご登録をお待ちしております。

一般参加者
募集

実施者
募集

登録講師
募集

●福岡県在住の外国人であること
●労働可能なビザ、あるいは資格
外活動許可書を持っていること
●子どもたちと国際理解のための交
流を行うことに積極的であること
●日本語が十分に話せること
●必要書類を期日内に提出できる
こと

外
国
人
講
師
資
格

日
本
人
講
師
資
格

●青年海外協力隊やNGO活動など、海外における国際協力や
ボランティア活動の経験がある方

●留学や企業からの派遣による長期海外滞在経験がある方
●国際協力・国際交流に関する仕事に携わっている方
●一年以上の海外滞在期間があること
●子どもたちと国際理解のための交流を行うことに積極的であ
ること
●必要書類を期日内に提出できること
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誰でも国際理解
　学校や公民館の授業に参加できない方のため、また講師と実施者のスキルアップの場
として、誰でも参加できる国際交流イベントも定期的に開催しています。

こくさいひろば（アクロス福岡3階）で
2カ月に1度開催。登録講師から世界各
国の話を聞いたり、文化の体験をした
りして交流する。
平成26年度は「こくさいひろばカフェ
で世界一周」というテーマで6回開催。
南アジア（5月25日）、北アジア（7月
27日）、南米（9月28日）、東南アジア
（11月30日）、南 米（1月26日）、中 央
アジア（3月29日）

参加
したい！

実施
したい！

講師に
なりたい

！

こくさいひろば

登録講師のためのスキルアップ講座を開催。ベテラ
ン講師が模擬授業を行い、経験を通して学んだこと
を参加者に伝えた。
一般の方や実施者も多く参加し、意見交換会も盛り
上がった。
実施日： 11月8日（土）　場所：こくさいひろば

多くの小学生に参加してもらうために、子どもの多文化体験イベ
ントを夏休みに開催した。
5カ国の外国人講師と直接触れ合い、外国の文化を体験し、生活
などについて学んだ。
実施日：7月12日（土）　場所：こくさいひろば

学校などの実施者が参加しやすいよう夏休み中
に開催。
ベテラン講師の模擬授業を通して事業の説明を
行った。
講師と事務局の話に加えて、来場した登録講師
と実施者も意見交換を行った。
実施日： 8月4日（月）　場所：こくさいひろば

講師
スキルアップ講座

事例発表会
～ はじめの一歩　
　　　　講師との出会いの場 ～

体験
したい！

世界へGO!世界へGO!界へ世界へへ

国際理解教育に興味がある方へ国際理解教育に興味がある方へ
こくさいひろばカフェや事例発表会など、一般の方が参加できるイベントを開催してい
ます。詳細は福岡県国際交流センターのホームページをご覧になるか、事務局がある「こ
くさいひろば」までお問い合わせください。

事務局では国際理解教育についてご相談を受け付けています。

講師の紹介、授業の作り方などの相談に電話、メール、窓口で応じています。お気軽に
お問い合わせください。

【実施者】福岡県内の小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、アンビシャス広場、
　　　　　市民センター、公民館等

あなたの国や文化、体験を伝えてみませんか？
登録講師になって、一緒にこの事業をつくっていきませんか？
ご登録をお待ちしております。

一般参加者
募集

実施者
募集

登録講師
募集

●福岡県在住の外国人であること
●労働可能なビザ、あるいは資格
外活動許可書を持っていること
●子どもたちと国際理解のための交
流を行うことに積極的であること
●日本語が十分に話せること
●必要書類を期日内に提出できる
こと

外
国
人
講
師
資
格

日
本
人
講
師
資
格

●青年海外協力隊やNGO活動など、海外における国際協力や
ボランティア活動の経験がある方

●留学や企業からの派遣による長期海外滞在経験がある方
●国際協力・国際交流に関する仕事に携わっている方
●一年以上の海外滞在期間があること
●子どもたちと国際理解のための交流を行うことに積極的であ
ること
●必要書類を期日内に提出できること
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日付 実施団体 対象者 講師（国籍・滞在国）

1 ４月12日 福岡県連合福岡青年委員会 一般 韓国・タイ・ガーナ

2 ４月25日 久留米大学外国語教育研究所 大学 エジプト

3 ５月15日 久留米大学外国語教育研究所 大学 インド

4 ５月29日 （公財）福岡県地域福祉財団 担当取材者 韓国

5 ６月10日 久留米大学外国語教育研究所 大学 ブラジル

6 ６月11日 中間市中央公民館 一般 ネパール

7 ６月16日 北九州市立一枝市民センター 一般 インド

8 ６月27日 福岡市立城浜小学校 小１～６ 韓国・インドネシア・中国（内モンゴル）

9 ７月１日 北九州市立藤松小学校 小３ 韓国

10 ７月９日 北九州市立高蔵小学校 小６ インドネシア・ブラジル・チュニジア

11 ７月９日 久留米大学外国語教育研究所 大学 チェコ

12 ７月12日 板付公民館 小１～６ インド

13 ７月12日 （公財）福岡県国際交流センター 小１～６
スリランカ・フィリピン・ブラジル・
オーストラリア・アメリカ

14 ７月16日 宇美町立宇美東小学校 小４ 韓国・ウクライナ・ペルー

15 ７月16日 中間市中央公民館 一般 フィリピン

16 ７月20日 （公社）朝倉青年会議所 一般 カンボジア・韓国・ネパール・タイ

17 ８月２日 北九州市立高見市民センター 小１～６ インドネシア

18 ８月２日 北九州市立高見市民センター 小１～６ 中国

19 ８月６日 南小倉アンビシャス広場 小１～６ インドネシア・中国

20 ８月27日 中間市中央公民館 一般 ベトナム

21 ８月30日 行橋市役所 一般 ブラジル

22 ９月７日 北九州市立八幡図書館 一般 モンゴル

23 ９月10日 中間市中央公民館 一般 モンゴル

24 ９月11日 （公財）福岡県地域福祉財団 担当取材者 ペルー

25 ９月16日 福岡市立平尾中学校 中１ 韓国

26 ９月20日 福岡市立城香中学校 中１ 韓国・インドネシア

27 ９月20日 福岡市立和白中学校 中２ スリランカ・中国

28 ９月20日 一般財団法人ひしのみ国際交流センター 一般 ベトナム

29 ９月25日 福岡市立飯倉中央小学校 小４ タイ・モンゴル

30 ９月28日 行橋市役所 一般 韓国

31 10月４日 KURUMEこくさいDAY実行委員会事務局 一般 韓国

32 10月８日 福岡市立内浜小学校 小６ インドネシア・タイ

33 10月９日 福岡市立和白小学校 小３ 中国・韓国

34 10月９日 福岡市立和白小学校 小３ インドネシア・タイ

35 10月10日 久留米大学外国語教育研究所 大学 フィリピン

36 10月15日 篠栗町立勢門小学校 小３ ブラジル・インドネシア・ウクライナ

37 10月15日 篠栗町立勢門小学校 小３ 韓国

38 10月16日 篠栗町立篠栗小学校萩尾分校 小１～５ インドネシア

39 10月16日 福岡市立大池小学校 小３ 韓国

40 10月18日 行橋市役所 一般 フィリピン

41 10月19日 北九州市立八幡図書館 一般 ペルー

42 10月21日 豊前市立合岩小学校 小３ 中国・タイ・ペルー

43 10月22日 久留米市立京町小学校 小４ 中国

44 10月22日 久留米市立京町小学校 小４ タイ・ブラジル・韓国

45 10月22日 北九州市立柄杓田小学校 小５・6 中国・タイ

46 10月24日 北九州市立企救丘小学校 小３ 韓国

47 10月27日 久留米市立下田小学校 小３・４ ブラジル

48 10月30日 久留米大学外国語教育研究所 大学 ブラジル

49 10月31日 久留米市立三潴小学校 小５ タイ

50 10月31日 北九州市立菊陵中学校 中１～３ ニジェール

51 10月31日 福岡市立平尾小学校 小１～６ モンゴル

52 11月１日 宮竹中学校PTA国際交流委員会 一般 ブラジル

53 11月６日 宮若市立若宮西小学校 小１～６ インド

54 11月７日 新宮町立新宮小学校 小５ 韓国

55 11月10日 うきは市立妹川小学校 小５・６ インドネシア・中国

56 11月11日 中間市立中間東小学校 小３ タイ・韓国・ブラジル

57 11月12日 中間市中央公民館 一般 カザフスタン

58 11月15日 行橋市役所 一般 中国

59 11月17日 福岡県立福岡高等視覚特別支援学校 高１～３ インドネシア

60 11月21日 福岡市立特別支援学校「博多高等学園」 高１～３ 韓国・タイ・チェコ

61 11月21日 北九州市立中井小学校 小３ 韓国

日付 実施団体 対象者 講師（国籍・滞在国）

62 11月23日 北九州市立八幡図書館 一般 イギリス

63 11月26日 筑紫野市立天拝中学校 中１～３ タイ

64 11月26日 久留米市犬塚小学校 小３ インドネシア・韓国・中国

65 11月27日 北九州市立大積小学校 小３ 韓国

66 11月28日 糸島市立桜野小学校 小４～５ 韓国・チェコ・ペルー

67 11月28日 福岡県立直方養護学校 高１ ブラジル

68 12月４日 久留米市立京町小学校 小５ ブラジル

69 12月４日 久留米市立京町小学校 小５ タイ

70 12月５日 北九州市立八児市民センター 一般 タイ

71 12月８日 久留米市立京町小学校 小４ 中国・タイ・ブラジル・韓国

72 12月９日 福岡県立嘉穂特別支援学校 中１～３ ブラジル

73 12月16日 福岡県立朝倉高等学校 高２ ベトナム

74 12月16日 久留米市立三潴小学校 小３ 韓国

75 12月16日 久留米大学外国語教育研究所 大学 カザフスタン

76 １月13日 久留米市犬塚小学校 小４ ブラジル・ウズベキスタン

77 １月15日 久留米市立三潴小学校 小４ 韓国

78 １月16日 福岡県立田主丸特別支援学校 小１～高３ インドネシア

79 １月20日 水巻町立吉田小学校 小２ 中国（内モンゴル）

80 １月21日 福岡県立直方養護学校 高２ ウクライナ

81 １月22日 行橋市立行橋小学校 小３ 韓国

82 １月26日 福岡県立柳河特別支援学校 高１～３ タイ

83 １月27日 北九州市立小倉中央小学校 小４ タイ・カザフスタン・アメリカ

84 １月27日 北九州市立あやめが丘小学校 小３ 韓国

85 １月29日 福岡県立聴覚特別支援学校 小５～中３ ガーナ

86 １月29日 福岡県立聴覚特別支援学校 小５～中３ ウズベキスタン・インドネシア

87 １月30日 久留米市立日吉小学校 小２ 中国（内モンゴル）

88 １月30日 福岡市立那珂南小学校 小５～６ ナイジェリア・ブラジル・ペルー

89 １月31日 （公財）北九州国際交流協会 一般 インドネシア

90 ２月２日 小郡市立のぞみが丘小学校 小２ 中国（内モンゴル）

91 ２月３日 直方市立福地小学校 小２ モンゴル・中国（内モンゴル）

92 ２月４日 福岡市立香椎浜小学校 小３ タイ・韓国

93 ２月５日 飯塚市立伊岐須小学校 小２ 中国（内モンゴル）

94 ２月５日 新宮町立新宮小学校 小６ コロンビア

95 ２月６日 水巻町立猪熊小学校 小２ 中国（内モンゴル）

96 ２月６日 久留米市立犬塚小学校 小１ ペルー・タイ・中国

97 ２月９日 水巻町立朳小学校 小２ 中国（内モンゴル）・モンゴル

98 ２月10日 福岡市立東月隈小学校 小６ ガーナ・中国（内モンゴル）

99 ２月10日 久留米市立三潴小学校 小１ 韓国

100 ２月12日 北九州市立あやめが丘小学校 小２ 中国（内モンゴル）

101 ２月12日 福岡市立若久小学校 小５ オーストラリア・ブラジル・中国

102 ２月12日 福岡市立若久小学校 小５ タイ

103 ２月12日 筑紫野市立山口小学校 小６ ウクライナ・インドネシア・カザフスタン

104 ２月13日 久留米市立下田小学校 小１～２ 韓国

105 ２月13日 久留米市立三潴小学校 小６ インドネシア・カザフスタン

106 ２月13日 久留米市立三潴小学校 小１ 中国

107 ２月17日 久留米市立三潴小学校 小２ 中国（内モンゴル）

108 ２月18日 筑前町立三輪小学校 小２ 中国（内モンゴル）

109 ２月19日 うきは市立山春小学校 小２ 中国（内モンゴル）

110 ２月20日 飯塚市立庄内中学校 中１ カンボジア

111 ２月23日 久留米市立下田小学校 小６ アメリカ

112 ２月23日 北九州市立小石小学校 小６ 韓国・ブラジル

113 ２月24日 小郡市立大原小学校 小２ 中国（内モンゴル）

114 ２月24日 小郡市立大原小学校 小３ ウズベキスタン

115 ２月26日 久留米市立犬塚小学校 小６ ベナン・コロンビア

116 ２月27日 久留米市立犬塚小学校 小２ 中国（内モンゴル）

117 ２月27日 久留米市立犬塚小学校 小５ 中国・タイ

118 ２月27日 福岡県立特別支援学校「福岡高等学園」 高２ フィリピン

119 ２月28日 下町区アンビシャス広場 小１～６ ブラジル

120 ３月２日 福岡市立箱崎清松中学校 中１ インドネシア・ガーナ

121 ３月６日 行橋市立行橋小学校 小３ 韓国

122 ３月22日 水巻町国際交流協会 一般
タイ・ウクライナ・
ブラジル・オーストラリア

平成26年度　国際理解教育推進事業実施校／団体一覧表

■＝講師紹介事業　■＝講師派遣事業


