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2020年度の派遣・紹介実績
派遣　43カ所　　派遣講師数　102名
紹介　20カ所　　紹介講師数　27名

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



講師派遣事業と紹介事業とは？講師派遣事業と紹介事業とは？ 授業の組立例授業の組立例

講師の活動に興味がある方へ講師の活動に興味がある方へ

講師を呼びたい方へ講師を呼びたい方へ

派遣事業　（公財）福岡県国際交流センターが講師の謝金・交通費を負担して、国際理解教
育の授業や講座を行う講師を県内小中学校に派遣するもの

紹介事業　学校や団体などが講師の謝金・交通費などを負担して国際理解教育の授業や講
座を行うもの

講師について講師について
　講師は、出身国・地域及び滞在国・地域の文化（衣服、食生活、住居、言葉など）や歴
史等の紹介の他、旅や歌、民族楽器や民族舞踊、伝統的な遊びを通した異文化体験交流、
その他、環境、経済教育、同世代の子どもたちの学校生活等の特定のテーマについての講
義を行います。

●申請できる団体：県内の小中高校、特別支援学校、公民館、企業など
●紹介できる講師：申請団体からのご要望と講座内容をお聞きして登録講師から紹介
●費用：紹介事業は、謝金や交通費を含むすべての費用を負担
　　　　派遣事業は、当日の文具や会場費等の費用を負担

講師
派遣

講師
紹介

■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

■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

　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。

まずはお気軽にご相談ください

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。

　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。

外国人講師の
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

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。

・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。

日本人講師の
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
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講師派遣・紹介事業事例紹介

講師
派遣

福岡県立太宰府特別支援学校

●授業のねらい
　進路学習の一つとして、外国の音楽や文化体験を通じ
て生活体験を増やす。

●実施方法
　　プレイルームにて、全体講義パターン

●スケジュール
9：55～10：30　国や文化の紹介

　10：50～11：30　楽器演奏、伝統衣装体験
　11：30～11：40　質問タイム、生徒からお礼の

　ことば

●実施者の感想
　普段関わることのないカザフスタンの文化について画
像や映像、実物の楽器や衣装を用いて分かりやすく、活動
的な学習ができた。
　今年は新型コロナウイルスの影響で色々な行事が中止
される中、以前と同様ではないが、久しぶりに全学年が一
緒に活動して笑顔を共有できて胸が熱くなった。

●参加者の感想
　カザフスタンの文化に触れ、楽器を弾いたり帽子を
被ったりして実際に体験することで、文化について詳しく
学習することができたので興味をもちました。
　カザフスタンの国民的な曲を聴いたときは、今までに
聞いたことのない曲調だったけどすぐにリズムが気に入
りました。日本で聞くような曲とは違い、新鮮な感覚で聞
くことができました。

実施日
テーマ
講　師

2020年１1月30日（月）
外国の音楽や文化体験
アルナト ディダル 氏（カザフスタン）

対象者 高等部全学年

講師
紹介

広川町国際交流協会

●授業のねらい
　ベトナムの国柄について理解を深め、お互いに過ごし
やすい環境が作れるようにするための第一歩

●実施方法
　オンラインにて実施

●スケジュール
　18：00～19：00　国や文化の紹介
　19：00～19：15　質問タイム

●実施者の感想
　姫野病院は、ベトナム人スタッフの受け入れが動き出
してからのことを想定し、今後も継続的に国際理解教育
を行っていきたいとのことで、引き続き当協会も連携し
て進めていきたい。

●参加者の感想
　今まで外国人というだけで敬遠しがちだったが、講義
を聞いて身近に感じられ親近感を持てた。
　実際に日本で暮らされている方のお話を聞けて良い勉
強になりました。

実施日
テーマ
講　師

2020年９月24日（木）
ベトナムについて
ブイ サンゴ チィ ツュ 氏（ベトナム）

対象者 姫野病院スタッフ

講師派遣・紹介事業事例紹介

講師
派遣

●授業のねらい
　異文化に触れることにより、多様性を受け入れることの大切さを学ぶ
とともに、講座を英語で行うことで英語のコミュニケーション能力を身に
付ける。

●実施方法
　全学年を12グループに分け、１コマ６グループずつ２コマ実施

●スケジュール　※1コマの時間割
　13：40～13：45　生徒による歓迎挨拶
　13：45～14：00　講師による国・文化紹介
　14：00～14：15　生徒代表による自己紹介や

　地域・学校・日本文化紹介
　14：15～14：20　質問タイム
　14：20～14：25　まとめ

●実施者の感想
　短い時間だったが、内容のある交流ができた。異文化について
知ることにとどまらず、今後、多様性に対して寛容な態度を育て
る取り組みをしていきたい。

●参加者の感想
　フランスの知らないことがいろいろ分かったのでよかったです。そして、
日本とフランスなどの外国の当たり前は、全然ちがうということが分かり
ました。
　カザフスタンでは、ドンブラというギターのような楽器を使って音楽を
奏でると心がつうじ合え、言葉に出していなくても何を思って歌っている
のか分かるそうです。私は分かりませんでしたが、カザフスタンのことを
思って歌っているのは分かりました。カザフスタンの文化はすばらしいな
と思いました。
　「エジプトは一日最低５回は神様に祈ります」と聞いたとき、おどろいた
けど、それだけ自分の命や周りの人の命も大切にしているんだなと、あの
一言で分かりました。
　今まで習ってきた英語も出てきて相手の英語の意味が分かると面白く
なって、英語という教科は不思議でした。

実施日
テーマ

講　師

2020年１2月11日（金）
異文化理解と生徒の自国文化紹介
梅田 アン ロヒニ 氏（スリランカ）
アル・アジーリ アヘメド 氏（イラク）
アルナト ディダル 氏（カザフスタン）
アドレア グレゴリー 氏（フランス）
真部 セリア 順子 氏（ブラジル）
ガバル アブデル モ二エム 氏（エジプト）

対象者 中学１年生

講師
紹介 北九州市立洞北中学校
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　授業は子供たちに楽しんでもらえるように、中国の伝統的な遊
び、楽器体験、伝統衣装の試着等を取り入れながら進めています。
　子供たちは素直で真っ直ぐな心で熱心に話を聞いてくれ、授業
の終わりは毎回私の心が温かくなります。
　子供たちが世界に興味をもってくれる最初の一歩として印象に
残る授業が出来るよう、これからもっと頑張りたいと思います。

　インドネシアとインド、同じ国だと思っていませんか。
　もっともっと、インドネシアのことを知ってもらいたいと思ってい
ます。文化のお話だけでなく、楽器や遊びを通して、わかりやすく、
楽しく授業を行うことを心がけており、楽器の演奏体験やじゃん
けん（Suiten）は、いつも盛り上がっています。
　私にとってこの活動は、私自身を成長させるものでもあります。
これからも、子どもたちと過ごす時間をより楽しく意味のあるもの
にするため、勉強し続けたいと思います。

　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。

　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！お待ちしております！

　国際理解教育の登録講師から、自国・滞在国の話を聞いたり、文化・遊びを体験したりする、こくさい
ひろばカフェや事例発表会などの交流イベントを開催しています。

2020年度の実績（オンライン開催）
9月27日（日）ウクライナ＆セルビア
11月29日（日）イラン＆ケニア
1月24日（日）アメリカ＆ボリビア
3月28日（日）オーストラリア＆インドネシア

  「こくさいひろば」では、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。

イベント情報は当センターのHPでお知らせします。

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

国際交流に興味がある方へ 講師の声

こくさいひろばカフェで世界一周

2020年度の実績（オンライン開催）
12月20日（日）インドネシア＆韓国

世界へGO! 子どもの多文化体験

2020年度の実績（オンライン開催）
2月28日（日）インドネシア＆中国

講師スキルアップ講座

こくさいひろば

日下さん

ヘルミンダワティさん

日下さんの二胡とヘルミンダワティさんのアンクルンの
合奏を聞いてみてください こちらの　

QRコードより

▲

　2か月に一度開催する、どなたでも参加で
きるイベントです。お茶やお菓子を楽しみな
がら交流する時間もあります。

　小学生向けの体験イベントです。ゲームや
遊びなどを通して外国の文化を体験で学び
ます。

　登録講師のスキルアップを図る講座です。
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と共有します。
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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

2020年度の派遣・紹介実績
派遣　43カ所　　派遣講師数　102名
紹介　20カ所　　紹介講師数　27名

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
2020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 ７月15日 大野城市立大城小学校 小５
ウズベキスタン・タイ・
中国・ブラジル

２ ７月19日 広川町国際交流協会 小１～６ アメリカ

３ ９月15日 福岡市立春吉中学校 中２ 韓国

４ ９月16日 福岡県立川崎特別支援学校 中１～３ インドネシア

５ ９月24日 広川町国際交流協会 成人 ベトナム

６ ９月27日 フレンドシップフォース福岡 成人 アメリカ

７ ９月29日 筑紫野市立二日市北小学校 小４ ウクライナ・韓国・タイ

８ 10月11日 広川町国際交流協会 小１～６ ボリビア

９ 10月13日 福岡市立春吉中学校 中２ イタリア・ブラジル

10 10月14日 小郡市立小郡小学校 小５
ウクライナ・フィリピン・
ブラジル

11 10月22日 糸島市立前原東中学校 中３ 韓国・シリア・フランス

12 10月27日 北九州市立企救丘小学校 小３
韓国・ボリビア・
南アフリカ共和国

13 10月28日 中間市教育委員会生涯学習課 成人 ロシア

14 10月29日 篠栗町立勢門小学校 小3 韓国・シリア・ロシア

15 10月30日 福岡県立直方特別支援学校 高１ ブラジル

16 10月31日 福岡市立和白中学校 全学年 インドネシア

17 11月４日 久山町立山田小学校 小４ ウクライナ・スリランカ

18 11月５日 福岡市立美和台小学校 小３ 韓国

19 11月６日 行橋市立今川小学校 小３ 韓国

20 11月18日 福岡県立古賀特別支援学校 中１
ウクライナ・ブラジル・
ロシア

21 11月19日 新宮町立新宮北小学校 小４
イギリス・スリランカ・
中国・ペルー

22 11月19日 北九州市立菊陵中学校 中１～２ インドネシア

23 11月20日 古賀市立舞の里小学校 小３ 中国・フランス

24 11月20日 中間市立中間小学校 小３ 韓国

25 11月25日 福岡県立直方特別支援学校 中１～３
タイ・
中国（内モンゴル自治区）

26 11月26日 北九州市立花尾小学校 小４
オーストラリア・
カンボジア・ボリビア

27 11月27日 北九州市立柄杓田小学校 小１～６ カンボジア・ボリビア

28 11月30日 福岡県立大宰府特別支援学校 高等部 カザフスタン

29 12月２日 中間市教育委員会生涯学習課 成人 ジンバブエ

30 12月３日 大牟田市立平原小学校 小３，４ 中国・韓国・タイ

31 12月６日 広川町国際交流協会 小中学生 ベトナム

日付 実施団体 対象者 講師（国籍・滞在国）

32 12月10日 遠賀町中央公民館 成人 韓国

33 12月10日 福岡県立嘉穂特別支援学校 中１～３ イタリア

34 12月11日 北九州市立小倉中央小学校 小３ 韓国

35 12月11日 北九州市立洞北中学校 中１
イラク・カザフスタン・
スリランカ・フランス

36 12月11日 北九州市立洞北中学校 中１ エジプト・ブラジル

37 12月12日 行橋市立行橋小学校 小３ 韓国

38 12月22日 福岡市立那珂南小学校 小５ 中国・スリランカ

39 １月13日 北九州市立あやめが丘小学校 小３ 韓国

40 １月15日 行橋市立行橋小学校 小３ 韓国

41 １月19日 水巻町立吉田小学校 小２ 中国（内モンゴル自治区）

42 １月21日 行橋市立行橋北小学校 小３ 韓国

43 １月28日 小郡市立大原小学校 小２ 中国（内モンゴル自治区）

44 １月29日 福津市神興小学校 小２ 中国（内モンゴル自治区）

45 １月29日 福岡県立直方特別支援学校 高１～３ インドネシア

46 ２月２日 小郡市立大原小学校 小３ 韓国

47 ２月９日 水巻町立猪熊小学校 小２ 中国（内モンゴル自治区）

48 ２月９日 福岡市立大楠小学校 小３ インドネシア・韓国

49 ２月12日 福岡市立野芥小学校 小６
コロンビア・シリア・
パレスチナ

50 ２月12日 水巻町立伊佐座小学校 小２ 中国（内モンゴル自治区）

51 ２月12日 飯塚市立庄内中学校 中１ カンボジア

52 ２月17日 福岡県立直方特別支援学校 高２ ウクライナ・ブラジル

53 ２月17日 福岡県立福岡特別支援学校 中１～３ 中国・フランス

54 ２月17日 水巻町立朳小学校 小２ 中国（内モンゴル自治区）

55 ２月18日 久留米市立京町小学校 小2 中国（内モンゴル自治区）

56 ２月19日 小郡市立小郡小学校 小２ 中国（内モンゴル自治区）

57 ２月22日 広川町立広川中学校 中１ 中国・カザフスタン・韓国

58 ２月24日 水巻町立頃末小学校 小２ 中国（内モンゴル自治区）

59 ２月26日 田川市立後藤寺中学校 中１
インドネシア・ウクライナ・
カザフスタン・韓国・
ボリビア・ロシア

60 ３月４日 行橋市立行橋北小学校 小３ 韓国

61 ３月５日 行橋市立行橋北小学校 小３ 韓国

62 ３月８日 古賀市隣保館「ひだまり館」 成人 インドネシア

63 ３月22日 古賀市隣保館「ひだまり館」 成人 ガーナ

■＝講師紹介事業　■＝講師派遣事業


