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お問い合わせ先

　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・紹介しています。
　また、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。

世界を知り・学び・つながる　実施ガイド・実施報告

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　　福岡県教育委員会　　　　　　　福岡市教育委員会
後援　北九州市教育委員会

国際理解教育推進事業



講師派遣・紹介事業とは？
　講師は、出身国・地域及び滞在国・地域の文化（衣類、食生活、住居、言葉など）
や歴史等の紹介や、旅や歌、民族舞踊等を通した異文化体験交流、その他、環境、経済、
教育（同世代の子供たちの学校生活など）等の特定のテーマについての講義を行います。

利用できる内容

内容
1

■講座時間は100分以内
■講師の人数は1名から最大3名まで
■実施費用の負担はない

内容
2

講師
派遣

講師
紹介

■講座時間に制限はない
■講師の人数に制限はない
■実施費用を負担する

対 象

県内の小中学校、
特別支援学校、公民館、

企業など

費 用

・派遣→当日の文具
　　　　や会場費等
・紹介→謝金・交通費
　　　　を含むすべて

　講師の紹介、授業や講座の作り方など

無料にて相談に応じています。お気軽に

電話、メール、窓口にてお問い合わせく

ださい。

講師を呼びたい方へ

授業の組立例

2019年度の派遣・紹介実績

まずはお気軽にご相談ください

派遣　94カ所　　派遣講師数　186名
紹介　45カ所　　紹介講師数　76名

　パターン別でおススメの授業の組み立て方をご紹介します。

・全体講義パターン　
　全員で講演を聴く。講話中心の場合に有効。

・グループパターン
　グループ分けをし、それぞれが講師の講演を聴く。
　講師の話がじっくり聞け、体験もしっかりできるが、話を聴ける国が限られる。

・ローテーションパターン　
　グループ分けをし、それぞれの講師の講演をローテーションで聴く。
　それぞれの講師の話を聴ける一方、移動時間が必要であり、一人一人の講師の話を聴く時間が短い。

講師の活動に興味がある方へ
　あなたの国や文化、体験を伝えてみませんか。講師になって、国際理解を広めていきませんか。

外国人講師資格
福岡県在住であること
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

日本人講師資格
福岡県在住であること
外国における国際協力などの経験があり、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

体育館などを仕切って使う 教室を分けて使う

※楽器や音楽を使う、音の
出る授業では、別教室で行
うと集中できます。

内 容
　講座の内容は、利用者の要望
に応じます。講師は内容に沿っ
てそれぞれの国・地域の文化、
歴史、体験、活動又は、講師か
ら見た日本の印象等について話
してもらいます。
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● 講師派遣・紹介事業事例紹介 ● ● 講師派遣・紹介事業事例紹介 ●

● 講師の声 ●

講師
派遣

講師
紹介

北九州市立花尾小学校 講師
派遣 福岡市立南片江小学校

福岡県立八幡高等学校

●授業のねらい
　自分の興味をもった国について知らべ、世界にはたく
さんの国があり、色々な人々が色々な暮らしをしている
ことを知る。

●スケジュール
10：30～10：50　国や文化の紹介　1回目
11：00～11：30　国や文化の紹介　2回目
11：35～12：05　国や文化の紹介　3回目
12：05～12：10　質問タイム

●実施方法
　クラスごとに分かれ、ローテーションし交流する

●参加者の感想
　南アフリカの話をきいて、ブタを飼っているのは食べる
ためときいてびっくりしました。
　かん国のことで、日本とにていることが多いのが、 びっ
くりしました。遊びでも日本とにている物があったのです
ごいなと思いました。
　教えてもらった、「ダック・ダック・グース」のゲームがは
やっています。私はイギリスに行ってみたいです。

実施日
テーマ
講　師

2019年7月9日（火）
小さな国際人になろう
李　銀真 氏（大韓民国）　　　　　　　　バンベニ　桃 氏（南アフリカ共和国）
ショーン　ハドソン 氏（英国）

対象者 小学3年生

●授業のねらい
　韓国の文化に触れ、言語や遊び等を体験することで、
韓国についの理解を深める。

●スケジュール
11：10－11：20　はじめの会
11：20－11：45　お話と体験活動①
11：45－12：10　お話と体験活動②
12：10－12：35　お話と体験活動③
12：35－12：45　おわりの会

●参加者の感想
　かん国のほかの食べ物をもっとおしえてください。
フォークを使うんですか？何でキムチが好きなんですか？
まだまだたくさんしりたいのでまたきてください。
　食べ物について、せつ明してもらっている時はお腹が
すきました。じっさいに食べてみたいです。

実施日
テーマ
講　師

10月10日（木）
アジアについて調べよう
李　銀術 氏（大韓民国）　　　　　　　　孔　京美 氏（大韓民国）
都　正來 氏（大韓民国）

対象者 小学3年生

●授業のねらい
　様々な地域出身の方の英語に触れ、英語を使う楽しさ
を実感し、異文化に触れることで国際交流を深める。

●スケジュール
　午前と午後の２部入替制＜全編英語＞
9：30～　講師紹介
9：45～　生徒自己紹介

10：00～　講義
11：00～　Q&A
11：20～　異文化体験活動
11：50～　感想やお礼の言葉

13：00～　午前と同じ流れで別の講師の先生の講義を
受ける

●参加者の感想
　英語を活用しながら、講師の先生の生の英語に触れ、
自分の英語力を高めることが出来ました。また、ダンスや
ゲームなど外国の文化についても知ることができ、この
機会でしか味わえない貴重な経験になりました。

実施日
テーマ
講　師

2019年8月1～2日/6 ～7日
イングリッシュ　キャンプ
ジョン　ホフ 氏（英国）　　　　　　　　　ガサングワ　アイヴァン 氏（ルワンダ共和国）　
ジュバ　サイモン 氏（ジンバブエ共和国）　　ノヴィアント　ディディット 氏（インドネシア共和国）

対象者 高校1・2年生

　授業では五感を使ってアフリカのことを知ってもらえるように、カラフルな布や、かごバス
ケット、チョコレートなど色々なものを持って行きます。生徒さんたちのハッとする表情や、心
の動きが見られると、また１つ、心のドアを開けられたような気がして、とても嬉しいです。自
分自身もエネルギーをもらえるし、体験談をする度に初心に戻り、より良い授業をするため
に、常に私も新しい情報を取り入れ、学び続けています。

　自分の国のことを、生徒たちに、わかりやすく説明するにはどうすれば良いか、いつも考え
させられます。彼らの積極的な態度はパワフルで、先生と呼ばれる私も、彼らからいろいろ教
えてもらいました。講師も参加者もお互いにとって素晴らしい経験になり、正に国際理解の活
動です。学校を出るたび、精神力が満タンにチャージされ、生き生きした気持ちで、もっと頑張
れるようになります。生徒たちの笑顔に癒され、微笑みの国から来た国際交流員としてはと
てもやりがいのある仕事です。

　いつも授業の前には目をキラキラして待っている子どもたちに会えるのを楽しみにして、授
業の準備をしています。純粋で吸収力のある子どもたちは伝えたことをすぐに吸収し、楽しく
体験にも参加してくれるので、あっという間にお別れの時間がきます。とてもやりがいのある
仕事で、今後も子どもたちがより広い世界に目を向けて成長していけるように頑張っていきた
いと思います。

ガーナ滞在
西宮さん

タイ出身
アンピヤーさん

韓国出身
李さん
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国際交流に興味がある方へ

　詳細は福岡県国際交流センターのホームページをご覧ください！お気軽にこくさいひろばまでお越しください。
お待ちしております！

　センターの最新のお知らせ、イベントや
過去の事例がご覧いただけます。

こくさいひろばカフェや事例発表会など、どなたでも参加できるイベントを開催しています。

アクロス3階 こくさいひろば

こくさいひろばカフェで世界一周 5・7・9・11・1・3月（奇数月）

国際理解教育に関するイベント
世界へGO!こども多文化体験（小学生対象）
事例発表会（実施事例紹介や講師による模擬授業を体験）　
講師スキルアップ講座（講師による模擬授業を体験）

　登録講師から自国・滞在
国の話を聞いたり、文化・遊
びを体験したりしています。
　お茶やお菓子を楽しみなが
ら交流する時間もあります。

2019年度
タイ＆ベトナム ５月26日（日） パレスチナ＆ジンバブエ 11月22日（日）
ニカラグア・ホンジュラス＆ロシア ７月28日（日） 北・中・南米 １月26日（日）
9月台風の影響により中止  3月感染予防のため中止

その他、留学体験談ひろばなど様々なイベントを開催しています。

当センターホームページでお知らせしています！福岡県国際交流センター

まずはお気軽にお電話ください

092-725-9200
10:00～19:00（年末年始を除く）

info@kokusaihiroba.or.jp

福岡県国際交流センター
https://www.kokusaihiroba.or.jp/

QRコード
メールアドレスコピー

QRコード
センターHP
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国際交流に興味がある方へ
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お待ちしております！
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過去の事例がご覧いただけます。

こくさいひろばカフェや事例発表会など、どなたでも参加できるイベントを開催しています。
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事例発表会（実施事例紹介や講師による模擬授業を体験）　
講師スキルアップ講座（講師による模擬授業を体験）

　登録講師から自国・滞在
国の話を聞いたり、文化・遊
びを体験したりしています。
　お茶やお菓子を楽しみなが
ら交流する時間もあります。

2019年度
タイ＆ベトナム ５月26日（日） パレスチナ＆ジンバブエ 11月22日（日）
ニカラグア・ホンジュラス＆ロシア ７月28日（日） 北・中・南米 １月26日（日）
9月台風の影響により中止  3月感染予防のため中止

その他、留学体験談ひろばなど様々なイベントを開催しています。

当センターホームページでお知らせしています！福岡県国際交流センター

まずはお気軽にお電話ください

092-725-9200
10:00～19:00（年末年始を除く）

info@kokusaihiroba.or.jp

福岡県国際交流センター
https://www.kokusaihiroba.or.jp/

QRコード
メールアドレスコピー

QRコード
センターHP

2019年度　国際理解教育推進事業実施校／団体一覧表
日付 実施団体 対象者 講師（国籍・滞在国）

１ ６月１日 連合福岡青年委員会　 成人
ベトナム・ルワンダ・
イタリア・オーストラリア

２ ６月12日 中間市教育委員会生涯学習課 成人 ベトナム

３ ６月13日
遠賀町教育委員会生涯学習課
スポーツ文化

成人 ボリビア

４ ６月17日 北九州工業高等専門学校 高専１ 韓国

５ ６月20日 福岡市立城浜小学校 小１～６
中国・ベトナム・
スリランカ

６ ６月25日 久山町立山田小学校 小４ 韓国・ペルー

７ ６月26日 大野城市立大城小学校 小５
ブラジル・ルーマニア・
中国

８ ６月27日 福岡市立赤坂小学校 小１～６ ジンバブエ

９ ６月28日 新宮町立新宮北小学校 小４ 中国・ベトナム・ロシア

10 ６月28日 大牟田市立宮原中学校 中３ パレスチナ

11 ７月３日 福岡県立古賀特別支援学校 中１
インドネシア・ウクライナ・
ブラジル

12 ７月４日 福岡市立花畑小学校 小５
パレスチナ・コロンビア・
マレーシア

13 ７月８日 福岡市立千早小学校
特別支援
クラス

インドネシア

14 ７月９日 北九州市立花尾小学校 小３
イギリス・韓国・
南アフリカ共和国

15 ７月10日 福岡市立高木小学校 小３
韓国・インドネシア・
カンボジア

16 ７月10日
福岡県立直方特別支援学校

（中学部・知的 / 肢体）
中１～３ 中国

17 ７月10日 中間市教育委員会生涯学習課 成人 南アフリカ共和国

18 ７月17日 大牟田市立宮原中学校 中１ ジンバブエ

19 ７月17日
福岡県立直方特別支援学校

（中学部・知的 / 肢体）
中１～３ インドネシア

20 ７月20日 芦屋町教育委員会 小４～６
韓国・インドネシア・
ボリビア

21 ７月22日 古賀市隣保館「ひだまり館」 小学生 中国・ベトナム

22 ７月24日 古賀市隣保館「ひだまり館」 小１～３ ブラジル

23 ７月25日 北九州工業高等専門学校 高専２ 韓国

24 ７月29日 古賀市隣保館「ひだまり館」 小４～６ ウクライナ

25 ７月31日 古賀市隣保館「ひだまり館」 小４～６ 中国

26 ８月１日 福岡県立八幡高等学校 高１～２ イギリス・ジンバブエ

日付 実施団体 対象者 講師（国籍・滞在国）

27 ８月２日 福岡県立八幡高等学校 高１～２ インドネシア・ルワンダ

28 ８月５日 古賀市隣保館「ひだまり館」 小１～３ コロンビア

29 ８月７日 古賀市隣保館「ひだまり館」 小１～６ 韓国・ジンバブエ

30 ８月26日 築上町椎田人権センター 小学生 中国・ウクライナ

31 ８月27日 築上町椎田人権センター 小学生 中国・ベトナム

32 ８月28日 築上町椎田人権センター 小学生 中国・韓国

33 ８月29日 築上町椎田人権センター 小学生 中国・インドネシア

34 ９月４日 古賀市隣保館「ひだまり館」 成人 カンボジア

35 ９月６日 福岡市立大楠小学校 小３ ルーマニア

36 ９月11日 福岡県立玄界高等学校 高２ マレーシア

37 ９月11日 宇美町立宇美東小学校 小３～４ 韓国・中国・コロンビア

38 ９月11日 中間市教育委員会生涯学習課 成人 韓国

39 ９月12日 福岡市立赤坂小学校
小４～６
国際交流
クラブ

カンボジア

40 ９月12日 福岡市立春吉中学校 中１ シリア

41 ９月13日 福岡県立福岡魁誠高等学校 高２ ベトナム

42 ９月14日 福岡市立城香中学校 中１ メキシコ・イタリア

43 ９月17日 福岡市立姪浜小学校 小３ 韓国

44 ９月18日 古賀市隣保館「ひだまり館」 成人 南アフリカ共和国

45 ９月19日 糸島市立前原東中学校 中３     
イタリア・ジンバブエ・
イギリス

46 ９月20日 北九州市立枝光小学校 小３ 韓国

47 ９月25日 北九州市立藤松小学校 小３ 韓国

48 ９月26日 古賀市立舞の里小学校 小３ 韓国・ロシア

49 ９月26日 糸田町国際交流振興会 成人 ドイツ

50 ９月27日 北九州市立木屋瀬小学校 小３
ボリビア・ジンバブエ・
タイ

51 10月２日 古賀市隣保館「ひだまり館」 成人 パレスチナ

52 10月８日 福岡市立和白小学校 小３ 中国・韓国・スリランカ

53 10月８日 北九州市立企救丘小学校 小３  
韓国・ボリビア・
インドネシア

54 10月８日 福岡市立大池小学校 小３    韓国

55 10月９日 福岡市立三宅小学校 小３
インドネシア・スリランカ・
シリア



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　URL https://www.kokusaihiroba.or.jp

お問い合わせ先

　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・紹介しています。
　また、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。

世界を知り・学び・つながる　実施ガイド・実施報告

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　　福岡県教育委員会　　　　　　　福岡市教育委員会
後援　北九州市教育委員会

国際理解教育推進事業
2019年度　国際理解教育推進事業実施校／団体一覧表

日付 実施団体 対象者 講師（国籍・滞在国）

56 10月10日 福岡市立南片江小学校 小３ 韓国

57 10月15日 壱岐南小学校 小６   
イタリア・ブラジル・
インドネシア

58 10月16日 中間市立中間小学校 小３ ウズベキスタン・ボリビア

59 10月16日 古賀市隣保館「ひだまり館」 成人 中国

60 10月23日 福岡県立川崎特別支援学校 小５～６ ブラジル

61 10月28日 福岡市立美和台小学校 小３  韓国

62 10月29日 福岡県立稲築志耕館高等学校 高３ ベトナム・ボリビア

63 10月30日 福岡県立川崎特別支援学校 中学部 韓国

64 10月31日 大牟田市立大牟田特別支援学校
小学部、
中学部、
高等部　

中国・ウクライナ

65 11月１日 北九州市立菊陵中学校
中１～３、

保護者
中国

66 11月６日 福岡市立西都小学校 小３  韓国

67 11月６日 古賀市隣保館「ひだまり館」 成人 韓国

68 11月６日 中間市教育委員会生涯学習課 成人 ペルー

69 11月７日 福岡市立赤坂小学校
小４～６
国際交流
クラブ

韓国

70 11月７日 福岡市立壱岐中学校 中１～３ コロンビア・ブラジル

71 11月９日 福岡市立和白中学校 中１～３ ウクライナ・マレーシア

72 11月９日 福岡市立今津特別支援学校 中１～３ インドネシア

73 11月10日 久留米市日中友好協会 成人 中国

74 11月12日 福岡市立玄洋中学校 中３     
ガーナ・フィリピン・
ジンバブエ

75 11月12日 北九州市立小倉中央小学校 小３ 韓国

76 11月16日 北九州市高須市民センター 小１～６ インドネシア・韓国

77 11月19日 福岡県立太宰府特別支援学校 高等部 イタリア

78 11月20日 篠栗町立勢門小学校 小３
ウクライナ・ベトナム・
韓国

79 11月20日 篠栗町立勢門小学校 小３ ロシア

80 11月24日 広川町国際交流協会
小３～６、

中学生
エジプト

81 11月25日 筑紫野市立二日市北小学校 小４
インドネシア・韓国・
スリランカ

82 11月28日 築上町立築城小学校 小５ 中国 ( ウイグル )

83 11月29日 北九州市立柄杓田小学校 小１～６ タイ・韓国

84 12月２日
福岡市立特別支援学校

「博多高等学園」
高１～２

中国（内モンゴル自治区）・
韓国・ロシア

85 12月３日 田川市立後藤寺中学校 中 １ タイ・ウクライナ・韓国

86 12月５日 福岡市立石丸小学校 小３    
韓国・イタリア・
ジンバブエ

87 12月５日 福岡県立嘉穂特別支援学校 中 １～３ 韓国

88 12月６日 福岡県立福岡魁誠高等学校 高１

シリア・モンゴル国・
インドネシア・ウクライナ・
韓国・スリランカ・ボリビア・
ロシア・エジプト・
ジンバブエ・カザフスタン・
フィリピン・中国・タイ

89 12月８日 飯塚市立幸袋中学校 中３ 南アフリカ共和国

90 12月８日 行橋市相談窓口課市民相談室 成人 エジプト

91 12月９日 築上町立築城小学校 小５ 中国

92 12月10日 福岡市立筑紫丘小学校 小３ 韓国

93 12月13日 行橋市立行橋小学校 小３ 韓国

94 12月13日 行橋市立行橋小学校 小３ 韓国

95 12月17日 北九州市立小石小学校 小６ ギニア

96 12月18日 久留米市立水分小学校 小４ ブラジル・ロシア

97 １月10日 北九州市立あやめが丘小学校 小３    韓国

日付 実施団体 対象者 講師（国籍・滞在国）

98 １月14日 行橋市立行橋小学校 小３ 韓国

99 １月15日 福岡市立野芥小学校 小６
コロンビア・ニジェール・
韓国

100 １月16日 福岡県立直方特別支援学校 高１～３ ブラジル

101 １月17日 福岡県立田主丸特別支援学校
小１～
高３

韓国

102 １月17日 福岡市立箱崎中学校 中２
スリランカ・イタリア・
エジプト

103 １月20日 行橋市立行橋北小学校 小３ 韓国

104 １月21日 福岡市立和白東小学校 小２ 中国（内モンゴル自治区）

105 １月22日 北九州市立一枝小学校 小３ 韓国

106 １月22日 福岡市立筑紫丘小学校 小３ フィリピン・インドネシア

107 １月24日 福岡県立福岡聴覚特別支援学校 小５～６ 中国・ブラジル

108 １月24日 八女市立黒木中学校 中３ ガーナ・ウガンダ

109 １月28日 北九州市立青山小学校 小２
中国（内モンゴル自治区）・
モンゴル国

110 １月29日 小郡市立大原小学校 小２ 中国（内モンゴル自治区）

111 １月29日 福岡市立大楠小学校 小３ 韓国

112 １月29日 大牟田市立宮原中学校 中３ シリア

113 １月30日 福岡県立福岡聴覚特別支援学校 中１～３ コロンビア・ウクライナ

114 １月31日 福岡県立直方特別支援学校 高２ 中国

115 １月31日 久留米市立水分小学校 小２ 中国（内モンゴル自治区）

116 ２月３日 福津市立神輿小学校 小２ 中国（内モンゴル自治区）

117 ２月４日 福津市立福間南小学校 小２ 中国（内モンゴル自治区）

118 ２月４日 糸田町国際交流振興会 成人 韓国

119 ２月５日 小郡市立大原小学校 小３ 韓国

120 ２月７日 飯塚市立庄内中学校 中１ カンボジア

121 ２月７日 飯塚市立二瀬中学校 中１ カンボジア

122 ２月10日 水巻町立猪熊小学校 小２ 中国（内モンゴル自治区）

123 ２月12日 水巻町立伊左座小学校 小２ 中国（内モンゴル自治区）

124 ２月14日 福岡市立那珂南小学校 小５ 韓国・ロシア

125 ２月14日 行橋市立行橋北小学校 小３ 韓国

126 ２月16日 行橋市相談窓口課市民相談室 成人 ジンバブエ

127 ２月17日 古賀市立千鳥小学校 小１ 韓国・ロシア

128 ２月17日 筑前町立三輪小学校 小２
中国（内モンゴル自治区）・
モンゴル国

129 ２月19日 岡垣町立戸切小学校 小２ 中国（内モンゴル自治区）

130 ２月19日 小郡市立のぞみが丘小学校 小２ モンゴル国

131 ２月20日 糸島市立前原南小学校 小３
エジプト・カザフスタン・
韓国

132 ２月20日 水巻町立頃末小学校 小２ 中国（内モンゴル自治区）

133 ２月21日 遠賀町立広渡小学校 小２ 中国（内モンゴル自治区）

134 ２月21日 久留米市立京町小学校 小２ モンゴル国

135 ２月25日 北九州市立松ヶ江北小学校 小２ 中国（内モンゴル自治区）

136 ２月26日 北九州市立白野江小学校 小２ 中国（内モンゴル自治区）

137 ２月26日 福岡県立福岡特別支援学校 中１～３ インドネシア

138 ２月28日 水巻町立杁小学校 小２ 中国（内モンゴル自治区）

139 ３月８日
フレンドシップフォースオブ
福岡

成人 カナダ

■＝講師紹介事業　■＝講師派遣事業


