
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
Email: info@kokusaihiroba.or.jp　　HP: https://www.kokusaihiroba.or.jp

　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在住外国人講師や外国での活動経験のある日本
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２７年度　講師派遣・紹介実績報告・実施ガイド

お問い合わせ先

（公財）福岡県国際交流センター

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

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

主催

共催

後援



学校で国際理解学校で国際理解学校で国際理解 福岡県内の学校ではさまざまな学習の取り組みに合わ
せて国際理解教育の講師を活用し、子どもたちに異文
化に触れる機会を与えています。

1度に7カ国の人と交流し、普段意識していなかった国のことを知ることができた

辛いソースのジャガイモ料理と海鮮パエリアにみんなで挑戦！

福岡県立福岡魁誠高校
日　　時：12月11日（金）　14：35～16：25
対　　象：1年生　280人（7クラス）
講　　師：本田　スネジャーナ　　　　　セルビア

エレル　パヴェル　　　　　　チェコ
松本　エリダ　マリア　　　　ブラジル
平田　インパリ　フローラ　　イタリア
アズミ　カリム（エミル）　　エジプト
クマル　ダルメンドラ　　　　インド
石松　ライサ　　　　　　　　カザフスタン

活動内容：①学年全員と講師の交流（講師自己紹介、質疑応答）
②各クラスに別れて、生徒と講師が互いに母国の
文化を紹介

ね ら い：自分の進路・将来を考えるうえで、世界に目を向
け、その中で日本・自己の生き方あり方を考え
させる

東峰村立東峰中学校
日　　時：11月10日（火）　10：40～12：30
対　　象：2年生　15人（1クラス） 
講　　師：陣内　モニカ　　ペルー
活動内容：①外国の伝統食文化を調べる

②外国の食材で外国料理をつくる
ね ら い：自分たちの食生活を世界の視点から見直

させる

社会科

家庭科

ささせる

講師に日本の文化も
紹介した！

日本の料理とは
全く違い

豪快な料理だった
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学校で国際理解学校で国際理解 行橋市立行橋南小学校
日　　時：11月25日（水）　10：50～12：25　
対　　象：4年生　44人（2クラス） 
講　　師：金　明相　　　　　　　　　　韓国　　

八木田　江紅　　　　　　　　中国
池田　スロス　　　　　　　　カンボジア
ダグバスレン　ガンバット　　モンゴル
インドリヤーニ　ラフマン　　インドネシア

活動内容：①講師自己紹介、母国の生活文化紹介
②生徒は講師に日本文化を紹介

ね ら い：外国の文化などにふれ、外国の方にとっても住みやす
い町づくりを進めようとする姿勢を育てる

北九州市立一枝小学校
日　　時：1月18日（月）　10：45～12：10
対　　象：3年生　40人（2クラス） 
講　　師：李　銀真　　　　韓国

八木田　江紅　　中国
活動内容：①韓国民話「三年とうげ」を教材とし、韓国

やアジアの国について調べる
②講師から韓国と中国の文化について学び、
遊びを通して交流

ね ら い：外国への親しみを持たせる

総合学習

国語科

小人数で講師と距離が近く、生徒がたくさん質問して積極的に活動に参加した

6年生はすごろくをしながら講師と英語で話した

1年生は好きな動物や色など英語で講師に質問した

っても住みやす
育てる

講師がいろんな物を
持ってきて、説明が
分かりやすかった

外国語大野城市立大野南小学校
日　　時：11月27日（金）　13：15～14：55　
対　　象：1年生、6年生　68人（3クラス）
講　　師：松本　エリダ　マリア　　ブラジル

冨田　グレース　　　　　フィリピン

活動内容：①講師の自己紹介
②１年生：ゲームを通してあ
いさつを練習して交流
６年生：グループで話し合
い、ゲームを通して交流

ね ら い：積極的に自分のことを伝えた
り、相手のことを知るために
尋ねたりして、習った英語表
現に慣れ親しませる

遊びながら英語が
使えて楽しがった！

クイズで講師の国について学んだり、一緒に遊んだりして、楽しい文化交流ができた
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どこでも国際理解どこでも国際理解どこでも国際理解 県内の公民館・市民センターや大学でも国際
理解の取り組みに講師紹介事業を活用してい
ます。

講師が気さくな雰囲気をつくって、母国をわかりやすい英語で説明した

中間市中央公民館
日　　時：9月9日（水）　13：30～15：00　
対　　象：一般　35人　 
講　　師：金　静和　　韓国
活動内容：①韓国の紹介、日本との相違点

②韓国語のあいさつやハングル文字を勉強
ね ら い：外国人から直接、外国の情報を聞き、知識と国際

理解を深める

久留米大学外国語教育研究所
日　時：12月8日（火）　16：40～18：10　
対　象：大学生 　40人 
講　師：平田　インパリ　フローラ　　イタリア
活動内容：①イタリアの世界遺産の紹介

②質疑応答
ね ら い：異文化講座を通して、さまざまな国の講師と

英語で交流させる

公民館

大学

パワーポイントのプレゼンテーションの他に、ＤＶＤの映像と音楽で韓国の文化を感じることができた

ドラマでしか見たことのない
すてきな民族衣装も見せて

いただきました！
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どこでも国際理解どこでも国際理解 南小倉アンビシャス広場
日　　時：8月27日（木）　10：30～12：00　
対　　象：小学生、一般　110人
講　　師：八木田　江紅　　　　　　　　中国
　　　　　インドリヤーニ　ラフマン　　インドネシア
活動内容：①講師による外国の紹介
　　　　　②そうめん流しを通して交流
ね ら い：地域に住んでいる外国人との交流

子どもたちと一緒に日本の文化も体験できて、交流が一層深まった

アンビシャス広　場

行橋市
日　　時：6月28日（日）　14：00～16：00　
対　　象：一般　22人 
講　　師：木藤　アンピガ―　　タイ
活動内容：①タイの紹介

②タイの舞踊や楽器演奏
ね ら い：地域住民の異文化に対する知識を深めて、外国人

住民とより良い関係を築く

KurumeこくさいDay
日　　時：10月3日（土）
　　　　　10：00～16：00　
対　　象：一般　200人 
主　　催：KurumeこくさいDay実行委員会
講　　師：オヤハン（ウ　ガカン）　　モンゴル

くるめ農業まつり～中国展
日　　時：11月15日（日）
　　　　　15：00～15：30　
対　　象：一般　50人 
主　　催：久留米市日中友好協会
講　　師：劉　志鴻　　中国

市町村

イベント

イベントで大勢の人の前で講師が母国を紹介し、各国の伝統楽器を演奏した

生活や文化の紹介以外に、参加者が実際の民族衣装や楽器に触れて、異文化への知識を深めた

楽器演奏や舞踊もあって、
知らなかったタイが
理解できた！

講師がこちらの趣旨
を理解し、当日は期
待以上の内容を披露
していただいた

主催者コメント
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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理解イベ
ントも定期的に開催しています。

き 国際理解イ
こくさいひろばこくさいひろば

参加
したい！
参加
したい！

講師に
なりたい！
講師に
なりたい！

体験
したい！
体験
したい！

実施
したい！
実施
したい！

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27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。
アメリカ＆韓国（5月31日）、スペイン＆タイ（7月
26日）、スリランカ＆ニジェール（9月27日）、イタ
リア＆フランス（11月29日）、アメリカ大陸（1月31
日）、エジプト＆オーストラリア（3月13日）

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： 9月12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25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。
国際理解教育の多様な事例を登録講師や実施者が紹介し、意見交換
を行った。
実施日： 8月4日（火）　場所：こくさいひろば

講師スキルアップ講座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～

たしたいいしたたしたしたいいい
世界へGO!世界へGO!界へ世界へへGGGGGGGO!
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国際理解教育に興味がある方へ

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？

・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27年度の講師派遣・紹介実績　　紹介先：46ヵ所　　紹介講師数： 77人
　　　　　　　　　　　　　　　　　派遣先：72ヵ所　　派遣講師数：121人

A：留学生などの在住外国人と外国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。外国人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。また、講師の都合（就職や帰国など）によって、希望に添えない場合もあ
ります。

Q：どのような登録講師がいますか？

平成27年度に授業を行った講師　　のべ　198人　　28の国・地域

こくさいひろば

講師スキルアップ講座

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、市町村、公民館など

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

★青年海外協力隊やNGO活動など、外国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外国滞在経験がある方
★国際協力・国際交流に関する仕事に携わっている方
★一年以上の外国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

外国人講師資格 日本人講師資格
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平成27年度　国際理解教育推進事業実施校／団体一覧表
講師（国籍・滞在国）対象者実施団体日付

オーストラリア大学久留米大学外国語教育研究所５月２７日１

メキシコ・ブラジル・中国一般日本労働組合総合連合会福岡県連合会（連合福岡）６月６日２

中国小１〜６福岡教育大学附属福岡小学校６月９日３

アメリカ一般中間市教育委員会生涯学習課６月１０日４

アメリカ・中国小１〜６福岡教育大学附属福岡小学校６月２０日５

インドネシア小１・２福岡市立城浜小学校６月２６日６

タイ一般行橋市役所６月２８日７

ドイツ小３〜６みやこ町立城井小学校６月２９日８

韓国小3北九州市立藤松小学校７月２日９

韓国・中国・タイ小３大野城市立大城小学校７月６日１０

ペルー大学久留米大学外国語教育研究所７月８日１１

ウクライナ中１福岡県立古賀特別支援学校７月９日１２

ギニア・インドネシア小６北九州市立高蔵小学校７月９日１３

タイ・モンゴル国・エジプト小３・４宇美町立宇美東小学校７月１４日１４

ウクライナ一般中間市教育委員会生涯学習課７月１５日１５

中国一般志井市民センター７月２１日１６

オーストラリア・ペルー・
フィリピン・韓国・エジプト小１〜６世界へＧＯ！７月２５日１７

ブラジル・中国（内モンゴル自治区）実施者国際理解教育　事例発表会８月４日１８

タイ中１〜高３福岡県立小郡特別支援学校８月４日１９

韓国小５福岡市立今津特別支援学校８月１８日２０

ドイツ・ブラジル小１〜６古賀市隣保館ひだまり館８月１８日２１

タイ・インドネシア・ペルー小５大牟田市立吉野小学校８月２１日２２

インドネシア・インド留学生福岡県行政書士会８月２２日２３

ブラジル中1〜3福岡市立今津特別支援学校８月２４日２４

スリランカ・ドイツ小１〜６古賀市隣保館「ひだまり館」８月２４日２５

カンボジア一般中間市教育委員会生涯学習課８月２６日２６

中国・インドネシア小1〜3南小倉アンビシャス広場８月２７日２７

韓国一般中間市教育委員会生涯学習課９月９日２８

モンゴル国・韓国・スリランカ小４筑紫野市立二日市北小学校９月１１日２９

アメリカ・インドネシア登録講師
一般講師スキルアップ講座９月１２日３０

韓国中1福岡市立平尾中学校９月１８日３１

カザフスタン・スリランカ小４福岡市立飯倉中央小学校９月２５日３２

韓国高１〜３福岡県立福岡高等視覚特別支援学校９月２５日３３

ガーナ・タイ小１〜６古賀市隣保館「ひだまり館」９月２６日３４

インドネシア中１〜３福岡県立福岡特別支援学校９月２８日３５

スリランカ・韓国中１〜３福岡市立城香中学校１０月３日３６

モンゴル国一般KurumeこくさいDay　実行委員会１０月３日３７

スリランカ大学久留米大学外国語教育研究所１０月５日３８

インドネシア・韓国小１〜６北九州市立松ヶ江北小学校１０月８日３９

タイ・ガーナ小１〜６古賀市隣保館「ひだまり館」１０月１０日４０

韓国小3福岡市立大池小学校１０月１３日４１

タイ小１〜６福岡市立和白小学校１０月１６日４２

中国・韓国・インドネシア小１〜６福岡市立和白小学校１０月１６日４３

ベトナム小５〜一般ひしのみ国際交流センター１０月１７日４４

インドネシア・ウクライナ中2・3福岡市立和白中学校１０月２０日４５

エジプト小3中間市立中間東小学校１０月２１日４６

韓国小3中間市立中間東小学校１０月２１日４７

中国中１〜３北九州市立菊陵中学校１０月３１日４８

ドイツ・タイ・ガーナ小１〜６古賀市隣保館「ひだまり館」１０月３１日４９

ベラルーシ大学久留米大学外国語教育研究所１１月２日５０

韓国小３北九州市立中井小学校１１月５日５１

中国・韓国小３福岡市立筥松小学校１１月６日５２

モンゴル国・中国（内モンゴ
ル自治区）・中国中１〜３北九州市立洞北中学校１１月６日５３

タイ中１〜３
一般福岡市立宮竹中学校１１月７日５４

ペルー中2東峰村立東峰中学校１１月１０日５５

タイ一般中間市教育委員会生涯学習課１１月１１日５６

韓国小3北九州市立あやめが丘小学校１１月１２日５７

韓国小3北九州市立あやめが丘小学校１１月１２日５８

ブラジル小3篠栗町立勢門小学校１１月１３日５９

ペルー・イタリア・フィリピン小３篠栗町立勢門小学校１１月１３日６０

講師（国籍・滞在国）対象者実施団体日付

中国一般久留米市日中友好協会１１月１５日６１

ブラジル・エジプト小３北九州市葛原小学校１１月１６日６２

インドネシア・モンゴル国・ブラジル高１〜３福岡市立特別支援学校「博多高等学園」１１月２０日６３

ウクライナ小４新宮町立新宮小学校１１月２４日６４

インドネシア・モンゴル国・
カンボジア・中国・韓国小４行橋市立行橋南小学校１１月２５日６５

韓国・インドネシア小３〜６北九州市立柄杓田小学校１１月２６日６６

ブラジル・フィリピン小１・３・６大野城市立大野南小学校１１月２７日６７

ブラジル小５新宮町立新宮小学校１２月１日６８

ブラジル・エジプト小５・６福岡市立那珂南小学校１２月２日６９

カンボジア・インドネシア中１飯塚市立二瀬中学校１２月２日７０

中国中１〜３福岡県立嘉穂特別支援学校１２月３日７１

インドネシア小１〜中３福岡県立久留米聴覚特別支援学校１２月３日７２

韓国高１〜３福岡県立直方特別支援学校１２月４日７３

イタリア大学久留米大学外国語教育研究所１２月８日７４

アメリカ小３宮若市立笠松小学校１２月９日７５

セルビア・チェコ・イタリア・エジプ
ト・カザフスタン・インド・ブラジル高１福岡県立福岡魁誠高等学校１２月１１日７６

ガーナ小４〜６福岡県立北九州視覚特別支援学校１２月１５日７７

韓国小５川崎町立川崎小学校１２月１７日７８

ブラジル高１〜３福岡県立太宰府特別支援学校１２月１８日７９

韓国・中国小３北九州市立一枝小学校１月１８日８０

モンゴル国小５・６福岡市立曲渕小学校１月１９日８１

インドネシア小３福岡市立香椎浜小学校１月１９日８２

カザフスタン小１〜高３福岡県立田主丸特別支援学校１月１９日８３

タイ小６福岡市立東月隈小学校１月２０日８４

韓国小３行橋市立行橋小学校１月２１日８５

中国中１〜高３福岡県立柳河特別支援学校１月２１日８６

エジプト・スリランカ中１福岡県立宗像中学校１月２３日８７

アメリカ・中国小３北九州市立浅川小学校１月２７日８８

チェコ小５・６
中１〜３福岡県立福岡聴覚特別支援学校１月２８日８９

イタリア・中国小５・６
中１〜３福岡県立福岡聴覚特別支援学校１月２８日９０

フィリピン中１那珂川町立那珂川南中学校１月２９日９１

タイ高１〜３福岡県立直方特別支援学校２月３日９２

フランス小６筑紫野市立山口小学校２月４日９３

ウクライナ高１〜３福岡県立筑後特別支援学校２月８日９４

インドネシア・中国小６北九州市立小石小学校２月９日９５

アメリカ・韓国小３中間市立中間小学校２月９日９６

モンゴル国小２久留米市立日吉小学校２月１２日９７

エジプト・ウガンダ小５福岡教育大学附属福岡小学校２月１３日９８

モンゴル国・中国小２福津市立福間南小学校２月１５日９９

オーストラリア・ブラジル小５福岡市立若久小学校２月１５日１００

韓国・イタリア小５福岡市立若久小学校２月１５日１０１

カンボジア中１飯塚市立庄内中学校２月１５日１０２

モンゴル国小２直方市立福地小学校２月１６日１０３

インドネシア小３福岡市立大楠小学校２月１７日１０４

韓国小３福岡市立大楠小学校２月１７日１０５

モンゴル国小２小郡市立のぞみが丘小学校２月１７日１０６

モンゴル国・中国（内モンゴ
ル自治区）小２水巻町立猪熊小学校２月１７日１０７

韓国・モンゴル国小２・３小郡市立大原小学校２月１８日１０８

イタリア一般行橋市役所２月２１日１０９

中国・韓国小６川崎町立川崎小学校２月２２日１１０

中国・モンゴル国・中国（内
モンゴル自治区）小２明治学園小学校２月２４日１１１

インド一般（公財）北九州国際交流協会２月２７日１１２

モンゴル国小２水巻町立朳小学校２月２３日１１３

モンゴル国小２水巻町立頃末小学校２月２６日１１４

モンゴル国小２久留米市立京町小学校２月２９日１１５

中国（内モンゴル自治区）小２久留米市立三潴小学校３月１日１１６

韓国小３行橋市立行橋小学校３月４日１１７

イタリア一般
小１〜６下町区アンビシャス広場３月１２日１１８

　＝講師紹介事業　　＝講師派遣事業


