
2021年度の派遣・紹介実績
派遣　68か所　　派遣講師数　144名
紹介　27か所　　紹介講師数　 35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

公益財団法人福岡県国際交流センター

登録講師の皆さん サレメトスィズ ベ！
Sälemetsiz be！

ディダルです。カザフス
タンから来ました！

スラマッ シアン！Selamat siang！ヘルミンダワティです。インドネシアから来ました。

ドバル　ダン！
Dobar dan！

本田です。セルビアから
来ました。

ウンテーガ！
UNTEEGA

西宮です。ガーナの

ことを紹介します～

ニハオ！
你好！

日下です。中国の

ことを紹介します～

ブエナスタルデス！
Buenas tardes！

小田です。コロンビアの
ことを紹介します～

サワディーカ！
ナッシャ―です。タイから来ました。

ナマステ！
クマルです。インドから来ました。

〒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



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？
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

講師の活動に興味がある方へ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。

授業の組立例授業の組立例

●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、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を行います。ま
た、環境、経済教育、同世代の子どもたちの学校生活など特定のテーマについての講義も行い
ます。

講師を呼びたい方へ講師を呼びたい方へ
●申請団体　県内の小中高校、特別支援学校、公民館、企業など
●派遣・紹介講師　ご要望と講座内容をお聞きして登録している講師を派遣・紹介

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
　当日の文具や会場費等、謝金と
　交通費以外の費用を負担

■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
　謝金や交通費を含むすべての
　費用を負担

　講師の紹介、授業や講座の作り方など無料で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

※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。

体育館などを仕切って使う

教室を分けて使う

• 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

• 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

外国人
講師の
資格

日本人
講師の
資格

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。

令和3年度登録講師のための講師スキルアップ講座
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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
派遣

北九州市立井堀小学校

●授業のねらい
　自分たちの暮らす地域や世界の様々な国の文化や
習慣について理解を深め、世界には様々な文化・民
族の人が暮らしていることを知り、その多様性につ
いて理解を深める。

●実施方法
　体育館にて3グループに分けローテーション

●スケジュール　※1コマの時間割
　10：45～11：10　各国の文化や学校の様子紹介　
　11：10～11：30　各国の特色ある文化や体験

●実施者の感想
　コロナ禍の実施だったが、やはりライブで講師と
交流する方が子どもたちのためになると思った。3年
生の総合学習で異文化交流は大きな役割を果たし
ていると考える。次の学習の充実につなげたい。

●参加者の感想
・一つ一つの国によって
ちがうところがたくさある
と分かりました。次は、他
の国についてもっと調べ
たいと思いました。
・三人の先生たちの国と
日本では、時間がちがい
ました。他にも、学校生活
の帰る時間や宿題の量が
ちがうと分かりました。
・自分の知らない国が
いっぱいあるんだなあと
思いました。じっさいに
ゲームしたり、さわること
ができたので、とても分か
りやすかったです。

実施日
テーマ

講　師

2022年1月17日（月）
井堀から世界をのぞこう！
パーカー アントニー ジョン 氏（オーストラリア）
竹内 琳琳 氏（中国）
村松 ルシーラ 氏（ボリビア）

対象者 小学3年生

講師
紹介

中間市教育委員会生涯学習課

●授業のねらい
　外国人から直接それぞれの国の情報を聞き、知
識を深めるとともに、異文化に学びながら、国際
理解を深める。

●実施方法
　なかまハーモニーホール

●スケジュール
　13：30～14：45
　　ケニアの食事をはじめとする文化の紹介
　14：45～15：00
　　玩具や刺しゅう等の展示物の説明と質疑応答

●実施者の感想
　ケニアの文化や課題について、丁寧に教えて頂い
た。貴重な子ども達や遊牧民のダンスのDVDを見
せていただいたり、玩具や絵本、刺しゅう等も展示し
ていただき、参加者もいろいろ質問をしながら興味
深く見入っていました。

●参加者の感想
•ケニアのことを知らなかったので、お話を聞いて身近
に感じました。
•ケニアの事情、医療や暮らしなど、ますます知りたいと
思いました。

実施日
テーマ
講　師

2021年11月9日（火）
アフリカンカフェ Karibuni Kenia ～ようこそケニアへ～
中原 由美子 氏（ケニア）

対象者 一般成人

講師
派遣

福岡県立田主丸特別支援学校

●授業のねらい
　異文化に接し自他の文化を理解しようとするこ
とができる

●実施方法
オンラインにて実施

●スケジュール
　 9：40～10：00　中学部2会場へ配信
　　　　　　　　　　　（当日は未開催）
　10：05～10：25　小学部3会場へ配信　
　10：30～10：50　小学部4会場へ配信
　10：55～11：20　高等部1会場へ配信、お礼

●実施者の感想
　オンライン配信へと1週間前の変更であったが、
講師が対応してくださった。オンライン学習では
あったが、子どもたちの反応がとてもよかった。

●参加者の感想
・好きな食べ物のことを質問したら、私にも尋ねてくれました。
「私は、がめ煮が好きです」と伝えたら、画面越しにがめ煮の
写真を見せてくれて嬉しかったです。
・カザフスタンの心・ドンブラの音色とディダルさんの歌声が
綺麗でした。楽しかったです。
・最後にカザフ語で「ラフミエットゥ」（ありがとう）と言うと、
講師からも「ラフミエットゥ」と返ってきて嬉しかったです。

実施日
テーマ
講　師

2022年1月25日（火）
国際交流をしよう
アルナト ディダル 氏（カザフスタン）

対象者 小１～高３

講師
派遣

福岡市立和白中学校

●授業のねらい
　ＳＤＧｓについて、インドの実態を知り、自分たちがで
きることを考える。

●実施方法
　体育館＆各教室へオンライン配信

●スケジュール
　10：00～10：20　インドの実態紹介
　10：20～10：40　講師の日本での活動紹介
　10：40～11：00　生徒の講師へのインタビュー

●実施者の感想
　ＳＤＧｓに関する本校の学習内容に沿った講演で、総合
学習のまとめの時間として適切なものとなった。様々な経
験や活動を積極的にされている講師であったため、生徒
だけでなく、教員も考え方の幅を広げることができた。

●参加者の感想
・総合の授業で、ＳＤＧｓについて学び、世界を見る視点
が変わりました。
・今回のクマルさんの貧困をなくすための活動を聴い
て、人と人とのつながりを大事にしないといけないと思
いました。
・実行委員として、インタビュー形式で対談したり、教室
と体育館をつないで自分たちだけで運営できたこともよ
い経験になりました。

実施日
テーマ
講　師

2021年11月6日（土）
ＳＤＧｓ貧困について
クマル・ダルメンドラ 氏（インド）

対象者 全学年
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テーマ
講　師

2022年1月25日（火）
国際交流をしよう
アルナト ディダル 氏（カザフスタン）

対象者 小１～高３

講師
派遣

福岡市立和白中学校

●授業のねらい
　ＳＤＧｓについて、インドの実態を知り、自分たちがで
きることを考える。

●実施方法
　体育館＆各教室へオンライン配信

●スケジュール
　10：00～10：20　インドの実態紹介
　10：20～10：40　講師の日本での活動紹介
　10：40～11：00　生徒の講師へのインタビュー

●実施者の感想
　ＳＤＧｓに関する本校の学習内容に沿った講演で、総合
学習のまとめの時間として適切なものとなった。様々な経
験や活動を積極的にされている講師であったため、生徒
だけでなく、教員も考え方の幅を広げることができた。

●参加者の感想
・総合の授業で、ＳＤＧｓについて学び、世界を見る視点
が変わりました。
・今回のクマルさんの貧困をなくすための活動を聴い
て、人と人とのつながりを大事にしないといけないと思
いました。
・実行委員として、インタビュー形式で対談したり、教室
と体育館をつないで自分たちだけで運営できたこともよ
い経験になりました。

実施日
テーマ
講　師

2021年11月6日（土）
ＳＤＧｓ貧困について
クマル・ダルメンドラ 氏（インド）

対象者 全学年
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　「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。

国際交流に興味がある方へ国際交流に興味がある方へ 講師の声講師の声

アルナト ディダルさん

　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。

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

　国際理解教育の授業では、カザフスタンの魅力を
伝えるために、伝統衣装を学校に持って行ったり、ド
ンブラという弦楽器を弾いたりしています。授業中は
文化の話だけでなく、国の歴史や習慣なども紹介し、
日本との文化の違いをより分かりやすく伝えようと
心がけています。
　日本の子どもたちに、世界がどれだけ大きくて、外
国の子どもたちはどのように暮らしているか知っても
らうために、これからも活動を続けていきたいです。

中川 グリシェン 裕美さん

　日本からは縁遠いと思われる新疆ウイグル自治
区ってどんなイメージかな？
　どうしてこういう色の民族衣装なの？
　帽子の刺繍にはどんな意味があるの？
　会場に民族衣装を飾り、民族帽子をかぶってもら
います。
　食べ物の話や生活習慣についてクイズ形式で説明
すると、みんな興味津々。
　「感じてもらう」ということをいつも考えています。
　講師としてのやりがい、人としての役立ちがいを覚
えます。

　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、どなたでも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ください！お待ちしております！

こくさいひろばカフェで
世界一周

こくさいひろば

　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。

世界へGO! 子どもの
多文化体験

　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。

2021年度の実績（オンライン開催）
 5月23日（日）カザフスタン＆ウズベキスタン
 7月18日（日）フランス＆中国（ウイグル自治区）
 9月19日（日）ブラジル＆イタリア
11月21日（日）スリランカ＆シリア
 1月16日（日）ボリビア＆ブラジル
 3月20日（日）中国＆韓国

2021年度の実績（オンライン開催）
 8月29日（日）アメリカ＆ガーナ

講師スキルアップ講座
　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。

2021年度の実績（オンライン＆対面開催）
2022年2月20日（日）　インド、インドネシア、ガーナ、カザフスタン、
　　　　　　　　　　　コロンビア、タイ、中国、セルビア
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　「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。

国際交流に興味がある方へ国際交流に興味がある方へ 講師の声講師の声

アルナト ディダルさん

　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。

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
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　国際理解教育の授業では、カザフスタンの魅力を
伝えるために、伝統衣装を学校に持って行ったり、ド
ンブラという弦楽器を弾いたりしています。授業中は
文化の話だけでなく、国の歴史や習慣なども紹介し、
日本との文化の違いをより分かりやすく伝えようと
心がけています。
　日本の子どもたちに、世界がどれだけ大きくて、外
国の子どもたちはどのように暮らしているか知っても
らうために、これからも活動を続けていきたいです。

中川 グリシェン 裕美さん

　日本からは縁遠いと思われる新疆ウイグル自治
区ってどんなイメージかな？
　どうしてこういう色の民族衣装なの？
　帽子の刺繍にはどんな意味があるの？
　会場に民族衣装を飾り、民族帽子をかぶってもら
います。
　食べ物の話や生活習慣についてクイズ形式で説明
すると、みんな興味津々。
　「感じてもらう」ということをいつも考えています。
　講師としてのやりがい、人としての役立ちがいを覚
えます。

　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、どなたでも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ください！お待ちしております！

こくさいひろばカフェで
世界一周

こくさいひろば

　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。

世界へGO! 子どもの
多文化体験

　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。

2021年度の実績（オンライン開催）
 5月23日（日）カザフスタン＆ウズベキスタン
 7月18日（日）フランス＆中国（ウイグル自治区）
 9月19日（日）ブラジル＆イタリア
11月21日（日）スリランカ＆シリア
 1月16日（日）ボリビア＆ブラジル
 3月20日（日）中国＆韓国

2021年度の実績（オンライン開催）
 8月29日（日）アメリカ＆ガーナ

講師スキルアップ講座
　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。

2021年度の実績（オンライン＆対面開催）
2022年2月20日（日）　インド、インドネシア、ガーナ、カザフスタン、
　　　　　　　　　　　コロンビア、タイ、中国、セルビア
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2021年度の派遣・紹介実績
派遣　68か所　　派遣講師数　144名
紹介　27か所　　紹介講師数　 35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

公益財団法人福岡県国際交流センター

登録講師の皆さん サレメトスィズ ベ！
Sälemetsiz be！

ディダルです。カザフス
タンから来ました！

スラマッ シアン！Selamat siang！ヘルミンダワティです。インドネシアから来ました。

ドバル　ダン！
Dobar dan！

本田です。セルビアから
来ました。

ウンテーガ！
UNTEEGA

西宮です。ガーナの

ことを紹介します～

ニハオ！
你好！

日下です。中国の

ことを紹介します～

ブエナスタルデス！
Buenas tardes！

小田です。コロンビアの
ことを紹介します～

サワディーカ！
ナッシャ―です。タイから来ました。

ナマステ！
クマルです。インドから来ました。

〒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

2021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24日 福岡市立城浜小学校 全学年 エジプト、スリランカ、中国

２ ７月２日 北九州市立花尾小学校 小４
インドネシア、ジンバブエ、
ボリビア

３ ７月８日 福岡市立野芥小学校 小６
カザフスタン、コロンビア、
ニジェール

４ ７月13日 中間市教育委員会生涯学習課 成人 イタリア

５ ７月16日 北九州市立大蔵中学校 全学年 ウクライナ、韓国、ボリビア

６ ９月７日 苅田町立白川小学校 小５，６ カザフスタン、スリランカ

７ ９月７日 福岡市立春吉中学校 中２ タイ

８ ９月21日 大野城市立大城小学校 小５ ウズベキスタン、タイ、中国

９ 10月１日 筑後市立西牟田小学校 小５
コロンビア、スリランカ、
ペルー

10 10月１日 小郡市立小郡小学校 小５ インドネシア、ジンバブエ

11 10月１日 小郡市立小郡小学校 小５ ウクライナ

12 10月４日 久山町立山田小学校 小４ 韓国、ペルー

13 10月５日 中間市教育委員会生涯学習課 成人 シリア

14 10月11日 古賀市隣保館「ひだまり館」 成人 メキシコ

15 10月12日 福岡市立春吉中学校 中３ フランス

16 10月14日 糸島市立前原東中学校 中３
イタリア、カザフスタン、
スリランカ

17 10月21日 行橋市立今川小学校 小３ 韓国

18 10月21日 北九州市立企救丘小学校 小３ インドネシア、中国、ボリビア

19 10月22日 福岡市立今津特別支援学校 中学部 ウクライナ

20 10月25日 古賀市隣保館「ひだまり館」 成人 中国（ウイグル自治区）

21 10月27日 北九州市立吉田小学校 小３
韓国、フランス、
南アフリカ共和国

22 10月28日 北九州市立藤松小学校 小３ 韓国

23 11月５日 福岡市立大池小学校 小３ 韓国

24 11月６日 福岡市立和白中学校 全学年 インド

25 11月８日 古賀市隣保館「ひだまり館」 成人 ウクライナ

26 11月９日 中間市教育委員会生涯学習課 成人 ケニア

27 11月12日 北九州市立菊陵中学校 全学年 カザフスタン

28 11月15日 古賀市隣保館「ひだまり館」 成人 エジプト

29 11月17日 大牟田市立平原小学校 小３ 韓国、中国

30 11月18日 飯塚市立飯塚第一中学校 中１ カンボジア

31 11月19日 篠栗町立勢門小学校 小３ シリア、ペルー、ロシア

32 11月19日 篠栗町立勢門小学校 小３ 韓国

33 11月19日 福岡県立太宰府特別支援学校 高等部 インドネシア

34 11月22日 中間市立中間小学校 小３ 韓国

35 11月22日 福岡市立三宅小学校 小３ インドネシア、韓国、ベトナム

36 11月22日 福岡市立三宅小学校 小３ ウクライナ

37 11月22日 古賀市隣保館「ひだまり館」 成人 カザフスタン

38 11月26日 北九州市立柄杓田小学校 全学年
スリランカ、
中国（内モンゴル自治区）

39 11月26日 北九州市立竹末小学校 小５ スリランカ、ボリビア

40 11月27日 古賀市隣保館「ひだまり館」 小４～６ オーストラリア

41 12月１日 北九州市立小倉中央小学校 小３ 韓国

42 12月２日 福岡県立直方特別支援学校 中学部 エジプト

43 12月３日 福岡県立直方特別支援学校 高１ オーストラリア

44 12月４日 古賀市隣保館「ひだまり館」 小４～６ カザフスタン

45 12月６日 福岡市立美和台小学校 小３ 韓国

46 12月７日 中間市教育委員会生涯学習課 成人 ウクライナ

日付 実施団体 対象者 講師（国籍・滞在国）

47 12月９日 豊津平成学級 成人 インドネシア

48 12月９日 福岡県立嘉穂特別支援学校 中学部 ブラジル

49 12月９日 福津市立上西郷小学校 小２、５、６ イタリア、スリランカ

50 12月９日 田川市立田川中学校 全学年 セルビア、中国、ロシア

51 12月10日 北九州市立洞北中学校 中１
ウクライナ、コロンビア、
スリランカ

52 12月10日 北九州市立洞北中学校 中１
インドネシア、エジプト、
ブラジル

53 12月11日 古賀市隣保館「ひだまり館」 小４～６ タイ

54 12月13日 大牟田市立中友小学校 全学年 インドネシア、ウクライナ

55 12月14日 福岡市立那珂南小学校 小５
イタリア、インドネシア、
ニジェール

56 12月14日 田川市立後藤寺中学校 中１ カザフスタン、韓国、ロシア

57 12月14日 福岡市立春吉中学校 中１ ベトナム

58 12月16日 行橋市立行橋小学校 小３ 韓国

59 12月16日 行橋市立行橋小学校 小３ 韓国

60 １月14日 北九州市立あやめが丘小学校 小３ 韓国

61 １月17日 北九州市立井堀小学校 小３
オーストラリア、中国、
ボリビア

62 １月19日 飯塚市立飯塚第二中学校 中１ コロンビア、タイ

63 １月20日 行橋市立行橋小学校 小３ 韓国

64 １月24日 築上町立下城井小学校 小５・６ タイ、韓国、

65 １月25日 福岡県立田主丸特別支援学校 小１～高３ カザフスタン

66 １月26日 北九州市立木屋瀬小学校 小３ インドネシア、韓国、ボリビア

67 １月27日 福岡県立川崎特別支援学校 中学部 オーストラリア

68 １月27日 古賀市立舞の里小学校 小３ カザフスタン、タイ

69 １月28日 福岡県立直方特別支援学校 高等部 インドネシア

70 １月28日 水巻町立吉田小学校 小２ 中国（内モンゴル自治区）

71 ２月２日 福岡県立福岡特別支援学校 中学部 カザフスタン

72 ２月３日 福岡県立古賀特別支援学校 中１ ウクライナ、ロシア

73 ２月３日 大野城市立大野小学校 小５ ウズベキスタン、スリランカ

74 ２月４日 福岡県立古賀特別支援学校 中１ ウズベキスタン

75 ２月８日 北九州市立今町小学校 小３，４
オーストラリア、韓国、
ボリビア

76 ２月８日 福岡市立大楠小学校 小３ インドネシア、韓国

77 ２月10日 福岡県立福岡特別支援学校
小１・３・
４・６

インドネシア、ウクライナ

78 ２月10日 北九州市立青山小学校 小２ 中国（内モンゴル自治区）

79 ２月10日 飯塚市立庄内中学校 中１ カンボジア

80 ２月16日 福岡県立福岡特別支援学校 中学部 中国（ウイグル自治区）

81 ２月16日 新宮町立新宮北小学校 小３ ウクライナ、コロンビア、タイ

82 ２月16日 小郡市立小郡小学校 小２ 中国（内モンゴル自治区）

83 ２月16日 広川町立広川中学校 中１ カザフスタン、韓国、中国

84 ２月17日 福津市立神興小学校 小２ 中国（内モンゴル自治区）

85 ２月17日 行橋市立行橋北小学校 小３ 韓国

86 ２月17日 福岡県立福岡聴覚特別支援学校 小３～６ インドネシア、中国、ロシア

87 ２月18日 筑前町立三輪小学校 小２ 中国（内モンゴル自治区）

88 ２月21日 水巻町立朳小学校 小２ 中国（内モンゴル自治区）

89 ２月25日 水巻町立頃末小学校 小２ 中国（内モンゴル自治区）

90 ２月25日 福岡市立箱崎中学校 中3 カザフスタン

91 ２月28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

92 ２月28日 糸島市立前原南小学校 小３ ブラジル

93 ３月３日 行橋市立行橋北小学校 小３ 韓国

94 ３月７日 水巻町立伊佐座小学校 小２ 中国（内モンゴル自治区）

95 ３月14日 久留米市立青木小学校 小５，６ タイ

■＝講師紹介事業　■＝講師派遣事業


