
②　国際理解・教育事業（外国人住民との交流事業を含む）

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

留学生サポーター派遣事業 留学生５０名を留学生サポーターとして登録し、学校における総合学習や
地域での国際交流事業に派遣する。

留学生地域交流事業
札幌市内及び近郊の大学で学ぶ留学生を道内地域に案内し、ホームス
テイや地元の祭りに参加する「北海道留学生ふれあい交流」を実施して
相互理解と交流を深める。

(公財)青森県国際交流
協会

国際交流イベント連携推進事業
地域の国際交流団体等が行う外国人との交流イベントや地球の現状・課
題への認識を深める先導的な講演会等のうち、広く効果が見込まれるも
のについて連携して行う。（年６回程度）

いわてグローカル・カレッジの開
催

グローバルな視点を持ち、様々な角度から岩手の国際化や多文化共生
の歴史や現状、課題について理解を深め、今後の国際交流・交際協力・
多文化共生の展望を考える連続セミナーを開催する。

http://www.iwate-ia.or.jp/

「いわて青年国際塾」
次世代の人材育成を目的とし、高校生、大学生など若者を対象としたセミ
ナー、留学に必要な能力や技術の習得、留学に関する情報提供や講演
会を開催する。

http://www.iwate-ia.or.jp/

国際理解ワークショップの開催等 県内の学校等の依頼による国際理解ワークショップの開催などを行う。 http://www.iwate-ia.or.jp/

外国文化紹介講師派遣
県民の外国文化に対する理解の促進を図るため、県内で開催される外
国文化理解に関する行事等に、本県が招致している国際交流員、いわて
留学生大使等を講師として派遣する。

http://www.iwate-ia.or.jp/

国際理解教育支援事業 次代を担う児童生徒及び社会人等を対象とした国際理解教育を推進す
るため、外国人講師を派遣する。

国際理解講座 市町村国際交流協会との共催により、国際交流員等による異文化理解
講座を実施する。

あきたのファミリー事業【再掲】
留学生に地域の一般家庭を紹介し、日本や秋田の習慣や文化について
理解を深めてもらう

http://www.aiahome.or.jp/supp
ort/detail.html?serial_id=1512

AIA訪問受入

職場訪問・インターンシップ等を受け入れる。
http://www.aiahome.or.jp/infor
mation/detail.html?serial_id=64
0

AIAサポータバンク・ボランティア
の運営【再掲】 教育機関等が実施する国際理解講座等にAIAサポーターを派遣する。

http://www.aiahome.or.jp/trans
lation/detail.html?serial_id=151
3

あきた国際フェスティバル【再掲】 在住外国人による母国紹介や県内国際交流関係団体の活動紹介、各国
のダンスなどのパフォーマンス等を実施する。

異文化理解講座
県民の異文化に対する理解と在住外国人が秋田で生活していくために
必要な習慣や文化について理解を深めるため、異文化交流カフェや異文
化理解講座を開催する。

多文化理解講座
「世界をのぞけば…」

JICA出身者や在住外国人の講演や、ワークショップなどを通して多文化
理解を推進する

http://www.airyamagata.org

国際コーナー　多文化教室
国際交流員（中国・韓国・アメリカ・イギリス）が自国の文化などを紹介す
る講座。各国際交流員が得意とするテーマを深く掘り下げて紹介し、表面
的ではない国際理解を目指すもの。

http://www.airyamagata.org

体験！実践！国際理解実践
フォーラム2016～山形から世界を見
てみよう！～

JICAや民間団体と連携し、教員や国際理解・多文化共生に興味のある
方を対象にした分科会を開催し、県民の国際理解を推進する。

http://www.airyamagata.org

国際理解出前講座講師派遣プロ
グラム

県国際交流員と日本語が堪能な在住外国人を学校や民間団体等に派遣
し出前講座を実施する。

http://www.airyamagata.org

とびいりワールド茶館（カフェ） 毎月1回、一つの国の文化や言語を紹介し、在住外国人と日本が交流す
る

国際理解出張講座 多文化共生や世界規模の課題などを題材とした国際理解出張講座を県
内の学校、公民館等に出向いて実施する。

http://www.worldvillage.org/rik
ai/lecture/lecture.html

ふくしまグローバルセミナー
県、県教育委員会、JICA二本松と協働して、高校生以上を対象に多文化
共生などに関わる様々なテーマの講座を取り入れた１泊２日のセミナー
を実施する。

　

ふくしまグローバル人材育成指導
者セミナー

JICA二本松と共催で、若い世代の指導、研修企画等に携わる者を対象
としたグローバル人材育成指導者のための１泊２日のセミナーを実施す
る。

http://www.worldvillage.org/fia
/info/201604/info_1604_14.htm
l

グローバルコミュニティカフェ
県民が、多様な言語による会話を通じて外国の言語や社会、文化等への
理解を深めることができるよう、当協会国際交流員や外国出身県民と気
軽な交流ができる機会を提供する。

http://www.worldvillage.org/fia
/gccafe/gccafe.html

外国人による日本語スピーチコン
テスト

在県外国人に日本語による意見発表の機会を提供し、県民の国際理解
を図る。

http://www.ia-ibaraki.or.jp

日本発/世界発　青年のメッセー
ジ

高校生による国際理解に関する日本語弁論大会や、留学生によるトーク
等による日本や世界に対するメッセージ発表を行い、参加者等の国際理
解を深める。

http://www.ia-ibaraki.or.jp

ワールドキャラバン国際理解教育
講師等派遣事業

県教育委員会等９団体で国際理解教育推進協議会を組織し、連携して
小中高校の事業や生涯学習の場に外国人講師及びファシリテータ（日本
人）を派遣し、国際理解を促進する。

http://www.ia-ibaraki.or.jp

(公社)北海道国際交
流・協力総合センター

(公財)宮城県国際化協
会

(公財)秋田県国際交流
協会

(公財)岩手県国際交流
協会

(公財)山形県国際交流
協会

(公財)福島県国際交流
協会

(公財)茨城県国際交流
協会
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②　国際理解・教育事業（外国人住民との交流事業を含む）

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

国際交流イベントへの参加 各地域で開催される国際交流フェスティバル等、イベントへの出展等参
加する。

http://www.ia-ibaraki.or.jp

茨城ふるさとファミリー事業 留学生や在県外国人がホームステイを通して日本の生活習慣を体験す
るとともに「茨城の家族」として継続的に交流する。

http://www.ia-ibaraki.or.jp

国際理解教育促進事業 小・中学校や高等学校、または地域等からの要請に応じて、国際理解教
育や国際理解講座の講師として、当協会職員や在県外国人を派遣する。
また、とちぎ国際交流センターの施設見学やワークショップ等を通じて小
中学生や高校生及び一般県民の国際理解を促進する。

国際理解教育実践セミナー
国際理解教育に関する実践セミナーを開催し、国際理解教育の担い手と
なる人材育成を図るとともに、本県における国際理解教育を促進する。

とちぎグローバルセミナー 県内で国際理解や国際協力の活動を行う民間団体が一堂に会し、それ
ぞれが特徴を活かしたセミナーを集中開催し、県民の活動促進を図る。

国際理解推進事業 国際交流、国際協力に対する理解及び国際理解教育の促進を図るため
の研修会やセミナーを開催することにより、国際的な市民活動の活性化
を図る。

ぐんま観光体験ツアー 在住外国人を対象とした県内観光バスツアーを実施することにより、地域
住民と県内在住外国人との交流や群馬県の観光促進を図る。

「世界へのトビラ」事業
子供たちに諸外国の文化や生活習慣等に関する理解をより深めてもらう
ため、学校における「総合的な学習の時間」や公民館等に在住外国人や
青年海外協力隊の元隊員等を派遣し、国際理解教育等を支援する。

http://www.os.rim.or.jp/~sia/ko
kusairikai/index.html

高校生のためのグローバルセミ
ナー

高校生を対象にグローバル人材育成のための、セミナーを開催する。
http://www.ggsaitama.jp/for-
japanese/understanding/global_
seminar_2014/

国際フェスタCHIBAの開催
県民の国際交流・協力に対する機運を醸成するとともに、国際交流団体
相互のネットワークづくりにも役立てるため、参加・活動事例等について
知り得る機会を提供する。

http://www.mcic.or.jp/

国際理解セミナー事業
在住外国人と接するボランティアや国際交流に関心を持つ市民に、国際
情勢や文化を含めた世界のさまざまな事情や、外国人との共生、国際交
流・協力の必要性等の理解を促す講座等を開催する。

http://www.mcic.or.jp/

ちば出前講座 国際協力機構（JICA）と連携して、在住外国人、ＪＩＣＡボランティアＯＢ/Ｏ
Ｇ等をちば出前講座講師として、千葉県内の学校、公民館等へ派遣し、
出身国の話、開発途上国での体験談を伝えることにより多くの県民へ国
際協力への意識啓発を行う。

http://www.mcic.or.jp/

東京都国際交流委員
会

国際化市民フォーラムin TOKYO
の開催

在住外国人を取り巻く課題や問題点、国際協力のあり方などについて、
都民や外国人、NGO等の団体が意見を表明したり、議論を行うことによ
り、国際理解を促進し問題解決への認識を深めることを目的に開催。

http://www.tokyo-
icc.jp/forum/index.html

(公財)かながわ国際交
流財団

セミナー開催 国連大学グローバルセミナー、湘南国際村青少年国際セミナー等を開
催。

国際理解教育プレゼンテーション
コンテスト

中学生・高校生を対象に国際理解をテーマとしたプレゼンテーションコン
テストを実施し、世界の平和と相互理解の推進のために行動する人材の
育成を図る。なお、最優秀チームを海外へ派遣し、世界への視野を広げ
友好を深める機会を提供する。

国際理解講座 一般県民を対象に、県が重点的に交流を進めている北東アジア地域を
知る講座を全県的に開催する。

国際交流プラザ講座 新潟県国際交流プラザで、国際交流員やJICAボランティア経験者が講師
となり、出身国の文化や海外ボランティア活動等について児童生徒に紹
介する。

国際交流インストラクター事業
大学生を対象に、国際社会に理解の深い人材を育成し、国際交流インス
トラクターとして、県内小～高校へ派遣し、国際理解のためのワークショッ
プを実施する。

国際理解教育推進支援事業
国際理解教育の充実及び進展を図るため、教職員等を対象としたセミ
ナーを開催するほか、学校の国際理解教育活動に講師を派遣する。

国旗貸出事業

地域や学校の活動に、国旗等を貸し出す。
http://www.niigata-
ia.or.jp/jp/ct/001_nia_info/009_
earth_box/001_earth_box.html

国際理解出前講座 現地に出向いて講座を開催し、国際理解を促進 http://www.tic-toyama.or.jp/

イングリッシュ・チャット 県内在住外国人ゲストと英語で自由に語り合う http://www.tic-toyama.or.jp/

とやま国際塾 高校生を対象に国際感覚の醸成を図ることを目的に一泊二日のセミナー
を行う

http://www.tic-toyama.or.jp/

国際交流ひろば 国際交流員を講師として、県民の異文化理解を促進するとともに、国際
感覚の醸成を図る

http://www.tic-toyama.or.jp/

国際交流フェスティバル 国際交流や国際協力などに取り組む県内の団体の日頃の活動等を紹介
し、県民が異文化に触れあう機会を提供

http://www.tic-toyama.or.jp/

外国人の絵本よみきかせ親子の
会

外国語の絵本の読み聞かせを行う http://www.tic-toyama.or.jp/

(公財)群馬県観光物産
国際協会

(公財)栃木県国際交流
協会

(公財)ちば国際コンベ
ンションビューロー

(公財)新潟県国際交流
協会

(公財)とやま国際セン
ター

(公財)埼玉県国際交流
協会
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②　国際理解・教育事業（外国人住民との交流事業を含む）

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

多文化が共生する県民フェスタ 県内の国際交流団体等と連携し、県民と外国人住民が多数参加する国
際交流イベントを開催。

国際理解教室
県内の小学校、中学校、高等学校および特別支援学校へ国際交流員や
留学生を派遣し、児童・生徒との交流を図り、国際理解の推進を図る。

http://www.ifie.or.jp/japan/resi
dents/class/rikai_home.html

国際交流員・留学生派遣事業
国際交流員や留学生が、自国文化を紹介する講座や料理教室等を開催
したり、市町や国際交流団体が主催するイベントに派遣し、異文化紹介
に努め、国際理解の推進を図る。

http://www.ifie.or.jp/japan/resi
dents/cir/haken_home.html

国際理解のための外国語講座
国際交流員が、外国語（英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・ロシア語）
の指導しながら、その国の文化や歴史等を紹介し、国際理解の促進を図
る。

http://www.ifie.or.jp/japan/resi
dents/language/kyousitu_home.
html

おちゃっとサロン開催事業 未来を担う子どもたちや県民の方々が希望する内容を踏まえ、世界の多
様性を知る機会を提供する。

https://www.f-i-a.or.jp/

海外赴任者生活安心セミナー開
催事業

企業の人事、総務担当者および海外駐在予定者等を対象に、 県内企業
の社員やその家族が海外での慣れない生活環境になじめるように、海外
生活様式、文化、習慣、宗教等の基礎的な生活環境に関するセミナーを
開催する。

https://www.f-i-a.or.jp/

国際理解促進講座開催事業（ハ
ローワールド）

国際交流を希望する県内の小中学校や団体等に対して、外国人講師等
を派遣（または団体の受入）することにより、多様な文化や価値観を学ぶ
とともに、積極的にコミュニケーションを取ることができるグローバルな人
材を育成する。

https://www.f-i-a.or.jp/

国際交流・協力のつどい開催事
業

国際交流団体、ボランティア、在住外国人などが協力して国際交流・協力
に関する多彩な催しを手作りで開催。（嶺北、嶺南で各1回） https://www.f-i-a.or.jp/

外国文化講座 世界の様々な国の芸術、音楽、料理などの紹介等を通じて、異文化理解
を深めるための講座を開催する。（春講座、秋講座）

http://www.yia.or.jp/

国際理解講演会
国際交流、国際協力に対する理解促進を図るための講演会を開催する。 http://www.yia.or.jp/

国際交流サロン

県民と在住外国人との交流を図ることを目的として、様々な交流プログラ
ムを実施する。

http://www.yia.or.jp/

ワールド・チャリティ・クリスマス
チャリティを目的として、世界の様々な音楽や民族舞踊の発表、外国料
理の紹介などを行うクリスマスイベントを開催する。県民と在住外国人が
交流を図る機会とし、その収益を国際協力団体等に寄付する。

http://www.yia.or.jp/

国際フェスタ（オークンカンボジ
ア） カンボジアの歴史や文化に触れながら、地雷問題や地域の人々の生活

などを紹介し、カンボジアの光と影を伝える。
http://www.yia.or.jp/

(公財)長野県国際化協
会

信州国際塾
（国際理解教育研修会）

国際協力機構との共催により、国際理解教育に関心の高い団体・個人を
対象に「国際理解教育」について普及啓発を図る。

(公財)岐阜県国際交流
センター

ハローギフ・ハローワールド開催
事業

本県に活動拠点を置く国際交流団体らのブースや民族舞踊などのステー
ジを通じて各国文化を紹介し、国際理解・交流を深める国際交流イベント
を開催する。

http://www.gic.or.jp

(公財)静岡県国際交流
協会

国際理解教育セミナーアース（明
日）カレッジの開催

国際理解・交流推進に取り組む県内外団体が連携・協働を強化し、また
県民への情報発信力を高めるため県民と共にに現在の国際的な課題を
考える「アースカレッジ」の地域実践に取り組む。

http://www.sir.or.jp

図書コーナー等の運営 国際交流に関する様々な図書・資料を収集し、図書コーナー、新聞・雑誌
コーナー及びビデオコーナーで提供する。

http://www2.aia.pref.aichi.jp/ki
kaku/j/lib/libr.html

機関誌の作成
協会の活動内容や国際交流関係情報を掲載した機関誌「あいち国際プ
ラザ｣を作成し、賛助会員、市町村国際交流協会等に配布し、国際理解
の推進を図る。

http://www2.aia.pref.aichi.jp/ki
kaku/j/aichikokusaipraza/kikan
shiindex.html

外国公館等との共催事業 外国公館等と共催で、パネル展、講演会、セミナーなど外国文化を紹介
する事業を実施し、県民に対し、国際理解の場を提供する。

i-net（国際交流情報システム）に
よる情報提供 インターネット及び利用者端末により国際交流に関する各種情報を日本

語、英語、ポルトガル語、スペイン語、中国語、韓国・朝鮮語で提供する。
http://www2.aia.pref.aichi.jp/

「あいちの国際交流メールマガジ
ン」の配信 協会や県内国際交流団体等からのお知らせなどを、登録者に配信する。

http://www2.aia.pref.aichi.jp/ki
kaku/j/mm/index.html

多文化共生理解講座
一般県民向けに多文化共生づくりを進める上で必要な知識を習得する講
座を、外国人県民向けには日本のシステム等を学びながら、地域の課題
を知り、地域住民としての意識を持つようになるための講座を開催する。

ワールド・コラボ・フェスタの開催 県民と外国人との相互理解、交流をより一層深めるため、民間国際交流
協力団体等と連携して、民族の歌と踊りのステージ、団体活動紹介ブー
ス、多文化共生、国際理解教育等に関するワークショップ、セミナーなど
を展開する。（公財）なごや国際センター、JICA中部等と共催。

http://www.world-collabo.jp/

未来を築くユース会議 若者が、地域の国際理解の担い手として活動が主体的に展開できるよ
う、地域や地球について学び考えるユース会議を開催する。

(公財)福井県国際交流
協会

(公財)愛知県国際交流
協会

(公財)山梨県国際交流
協会

(公財)石川県国際交流
協会
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②　国際理解・教育事業（外国人住民との交流事業を含む）

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

フェアトレードの普及啓発
5月のフェアトレード月間に合わせ、気軽に参加できる国際協力活動の一
つとしてフェアトレードを紹介し、開発途上国の貧困や人権・環境問題な
どについて考える講座を開催する。
また、若者を対象に講座やワークショップ、体験を通じてフェアトレードに
ついて学ぶ夏期集中講座を開催する。

多文化共生啓発事業 県域で実施される多文化共生啓発事業等に協力、参加することを通じ
て、多文化共生社会づくりに貢献する

国際理解・国際交流事業 県民がサミット参加国の理解を深めるため、学校や団体等が行う授業や
講座にサミット参加国出身者や参加国に詳しい方々を講師として派遣

http://www.mief.or.jp/jp/summi
tprogram.html

財団パートナー制度運営事業（国
際理解講師）

通訳・翻訳パートナーの中から、自国紹介等ができる人を国際理解講師
として紹介する

http://www.mief.or.jp/jp/partne
r_tsuhonyaku.html

国際教育啓発事業
学校等を対象に独自に開発した国際教育教材の普及を図るため、ワーク
ショップの開催や講師派遣による実演、国際教育教材の貸出、販売等を
行う。

国際教育研究事業 「国際教育研究会　Glocal net Shiga」の月例会開催および国際教育教材
の研究開発、新教材の発行、スタディツアーの実施

ファシリテーターの養成 教員等を対象に、国際教育ファシリテーター養成講座（年1回）、国際教育
教材体験フェア（年1回）の開催

国際教育相談、出張講座コーディ
ネート事業 講座・授業内容の相談、教材や授業案の紹介、講師の派遣・紹介等　滋

賀県総合教育センター10年経験者研修の開催    国際教育教材の貸出

裾野を広げる国際交流～子ども
多文化体験プログラム～
ＪＣＭＵ留学生との親子ハイキン
グ

滋賀県で活躍する外国人の方や関係団体などとのネットワークを活か
し、気軽にできる国際交流・異文化体験の場を提供し、国際交流の裾野
を広げるようにする。ミシガン州立大学連合日本センター（ＪＣＭＵ）の留
学生と県内の親子がハイキング等を通じて交流する。

(公財)京都府国際セン
ター

国際理解講座の開催 国際交流員による公開講座を開催するほか、公的団体・機関に国際交流
員を派遣し講座を実施。

(公財)大阪府国際交流
財団

国際理解教育支援 学校などでの国際理解教育に人材を派遣し、国際理解、多文化理解に
関する授業、行事の実施を支援。

http://www.ofix.or.jp/training/e
ducation/index.html

兵庫ＥＵ協会への支援 ＥＵ（欧州連合）及びその加盟国と兵庫県との相互理解を深めるとともに
友好を促進している兵庫ＥＵ協会の活動を支援する。

http://www.calib.jp/pi/hyogoeu
/

日本国際連合協会兵庫県本部へ
の支援

国際連合の活動や国際問題について知り、世界平和や人権についてとも
に考えるため、日本国際連合協会兵庫県本部の活動を支援する。

http://www.calib.jp/pa/hyogo-
unaj/

「多文化共生」を考える研修会の
開催【再掲】

外国人県民と接する機会の多い行政職員、教員、日本語教師、ボラン
ティア等を対象に、外国人県民の抱える問題について、現場の生の声を
交えながら理解を深める研修会を県、教育委員会、NPOと共催する。

http://www.hyogo-ip.or.jp/

(公財)和歌山県国際交
流協会

国際理解教育推進事業 和歌山市外国語活動研究会を開催し、小学校等において外国語活動を
積極的に推進している講師を招へいし、ワークショップなど研修を行っ
た。

子どものための異文化理解体験
講座の実施

小学生を対象に、多言語による歌やダンス、遊びや料理などさまざまな
国の文化に触れる機会を提供する体験的プログラムを小学校への出前
講座として実施する。

国際交流フェスティバルの実施 異文化理解の促進を目指して、県内三地区で開催されている国際交流
フェスティバルを民間団体等との協働により開催する。

ワールドアラカルトの実施
鳥取空港「空の日」のイベントにあわせて、民族芸能などのパフォーマン
ス、民族衣装の試着など国際色あふれる異文化交流の場を提供する。

「話してみよう韓国語」鳥取大会
の開催

県からの委託を受けて、鳥取県とつながりの深い韓国の文化を理解する
ために効果的な韓国語学習の支援と普及を目的として成果を発表する
大会を運営する。

http://www.torisakyu.or.jp/?id=
890

多文化共生出前講座の実施 公的機関や民間団体などが主体となって実施される会議等に講師を派
遣し、多文化共生社会の実現に向けて広く意識啓発を図る出前講座を実
施する。

多文化共生啓発事業(多文化共
生出前研修）

多文化共生の意義等について、各種団体の要請を受けて講師派遣をす
る。

多文化共生啓発事業（アンテナサ
ロンの開催）

外国人住民と日本人住民が気軽に参加し、交流や情報交換できる場を
提供する。（県内2ヵ所程度）

地球市民講座 注目すべき国・地域や、地球規模の課題などを取り上げ、大学教授等に
よる講演会を開催。世界の現状を学び、理解を深める。（年3回）

OPIEF虹の架け橋コンサート 県内外で活躍する演奏家を招き、音楽を通じて国際理解や国際交流を図
る。（1回）

地球市民講座 注目すべき国・地域や、地球規模の課題などを取り上げ、大学教授等に
よる講演会を開催。世界の現状を学び、理解を深める。（年3回）

国際理解学習プラン講師派遣事
業

学校からの派遣依頼を受け、専門的知識を有する県内NGOを学校の授
業に講師として派遣する。（上限15校程度）

国際理解ワークショップ 教育関係者等を対象に、国際理解教育を推進する人材育成のための
ワークショップを実施する。（1回）

(一財)岡山県国際交流
協会

(公財)兵庫県国際交流
協会

(公財)三重県国際交流
財団

http://www.s-i-
a.or.jp/kokusai/index.htm

(公財)鳥取県国際交流
財団

(公財)しまね国際セン
ター

(公財)滋賀県国際協会
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②　国際理解・教育事業（外国人住民との交流事業を含む）

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

留学生と県民との交流会 県内在住の留学生が出身地域の文化などについて紹介。県民の世界の
国や地域への理解を深めるとともに、県民と留学生との交流を深める。
（年2回）

英語で話そう
参加者が外国人講師の指導のもと、英語で話し合い、コミュニケーション
能力を向上させるとともに、相互交流を通じて国際理解を深めることを目
的に開催する。（年1回）

英語による絵本の読み聞かせ会
子どもに英語に接する機会を提供し、英語や多文化への理解を深めるた
め、３歳以上の子どもと親を対象とする英語の絵本の読み聞かせ会を実
施する。（年6回、うち研修会１回）

留学生等による国際理解学習支
援プログラム

県内の大学より登録した留学生を小学校に派遣し、小学校が作成した指
導案に沿って児童と交流する。（上限10回）

話してみよう韓国語（岡山大会）
韓国語学習者が韓国語の様々な表現を楽しみ、学ぶ楽しさを感じる場と
して県民の韓国の文化に対する関心を高め、韓国への理解をさらに深め
る。（1回）

岡山のＣＯＯＬ 発見！ 外国人から見た岡山のＣＯＯＬ（魅力）をテーマに、在住外国人と日本人
が議論を通じて、新たな岡山の魅力を発掘する。（年2回）

県民の国際化支援事業
多くの地域住民（在住外国人を含む）が国際相互理解を深める機会とし
て、ひろしま国際プラザに在館する研修員の協力を得ながら、様々な地
域交流イベントを実施する。

http://hiroshima-ic.or.jp/hip/

国際人材養成講座「異文化コミュ
ニケーション研修」開催事業

県内のビジネスパーソンを対象に，異文化間でのコミュニケーションを円
滑に行う実践的手法を学習する講座を開催する。

外国文化講座等開催事業 県国際交流員を講師に、語学等の連続文化講座を実施することにより、
国際理解の促進と国際活動の推進を図る。

http://www.yiea.or.jp

タブカフェ(多文化共生国際カフェ）
事業

国際交流・国際理解・国際協力の基盤の拡大を図るため、県国際交流
員、在住外国人・青年海外協力隊ＯＢ等を講師に外国の文化、習慣、食
事等について幅広く学ぶ。

http://www.yiea.or.jp

国際理解教材整備貸出事業 世界の楽器の箱、民族衣装、国際理解教材の貸出しを行うことにより、県
民の国際理解の促進に資する。

http://www.yiea.or.jp

ONE WORLDこども支援事業 世界の未来を担う子どもたちに、多文化交流や国際理解および国際協力
への意識の醸成を図り、グローバル人材の育成を図る。

国際理解支援講師派遣事業
学校の総合学習の時間や地域の交流イベントに在県外国人、ＮＧＯ関係
者などを派遣し、ワークショップや講義形式で国際交流や国際協力につ
いて学んでもらう。

かがわ国際フェスタ 外国人住民と県民の交流・ふれあいの場の提供や県民の国際交流・国
際協力・多文化共生に対する理解の増進と国際感覚の涵養、さらには担
い手である県内の団体や関係機関相互の連携強化を目的に、年1回開
催する。

http://www.i-pal.or.jp/festa/

国際理解講座 国際交流員が講師となり、それぞれの出身国について紹介することで、
県民が外国の文化や習慣、社会情勢等への理解を深めることを目的に
実施する。講義以外にも野外活動、調理実習など、様々な講座を開講。

http://www.i-
pal.or.jp/kokusairikai/

地球市民のための講座＆交流シ
リーズ

県民の国際理解及び外国人住民との交流を促進することを目的として、
様々な国や地域を取り上げ、講座や交流イベント等を実施する。

http://www.i-
pal.or.jp/kokusairikaitokubetsu/

シニアのためのアイパル国際カ
レッジ

シニア世代の人たちが国際的な知識と教養を身につけ、自らの生きがい
づくりとするとともに、地域における国際交流・国際協力・多文化共生の
実施主体となることを期待し、外国の歴史、社会、文化等に関する講座を
開設する。

多文化共生フォーラム
（再掲）

在留資格や国籍等が異なる様々な外国人住民から幅広く意見を聞き、交
流することで、香川県に住む外国人との相互理解と友好親善を深め、外
国人住民とともに暮らす、多文化共生の社会づくりについて考えるきっか
けを提供することを目的として開催する。

http://www.i-pal.or.jp/tabunka

ホームステイ 香川県を訪れている外国人に対して、ホームステイを通じ、日本人との交
流、日本家庭での日常生活を体験する機会を提供するとともに、県民に
外国人の受入れを通して、異文化理解を深めるための機会を提供するこ
と、また、県内の国際交流団体や国際交流に意欲的な県民とのつながり
を強化することを目的として実施する。

http://www.i-
pal.or.jp/stayvisit/

ホームビジット
香川県留学生等国際交流連絡協議会による「外国人学生かがわホーム
ビジット」事業として、県内の留学生を対象に実施する。

http://www.i-
pal.or.jp/stayvisit/

アイパル・JICA高校生カレッジ 県内の高校生を対象とする国際理解プログラム。在県外国人との交流を
中心に、異文化や多文化共生に対する理解を深めることを目的とする
「交流編」と、テーマに基づく3回連続の講座を通じ、学びを深め、自ら考
え、行動する力を身につけることを目的とする「実践編」とに分け、実施す
る。

http://www.i-pal.or.jp/college/

国際理解教育セミナー 教育関係者等を対象に、国際理解教育に対する理解を深め、実践力を
向上すること、関係者間のネットワークを強化すること等を目的として実
施する。

http://www.i-pal.or.jp/leader/

アイパル訪問
教育機関等からの要請を受け、若い世代を中心に、県民の異文化や多
文化共生に対する関心・理解を促進するとともに、当館及び当協会の活
動について関心を持つきっかけとなるよう、受入れを実施する。

http://www.i-pal.or.jp/houmon/

インターン・職場体験受入 教育機関からの要請を受け、有意義な学びの機会を提供するとともに、
当館及び当協会の活動について学校関係者が関心を持つきっかけとな
るよう、受入れを実施する。

(公財)山口県国際交流
協会

(公財)ひろしま国際セ
ンター

(公財)徳島県国際交流
協会

(公財)香川県国際交流
協会
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②　国際理解・教育事業（外国人住民との交流事業を含む）

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

国際交流チャレンジ講座 国際交流員や在県外国人を講師とした体験・参加型講座を実施する。
（中国・韓国国際交流員の企画によるもの）

ウェルカム　トゥ　EPIC開催事業 愛媛県国際交流センターへ学校や地域等の様々なグループを招き、
ゲーム等を取り入れた参加型の国際理解講座を開催する。　実施時期：
年間随時、対象者：原則40名までのグループ、内容：①国際交流員やイ
ンターン生の出身国紹介プログラム、②外国人生活相談員の国際理解
プログラム、③JICA国際協力推進員の国際協力プログラム

愛媛・ハワイ交流事業 国際交流・協力に貢献しうる人材を育成するとともに、県のハワイ州との
友好親善に寄与するため、愛媛県と姉妹提携を締結したハワイ州から短
期インターン生として現地大学生を受け入れるとともに、県内高校生をハ
ワイ州へ派遣する。

国際ふれあい広場inこうち開催事
業 県民の国際交流・国際協力に対する理解と関心の高揚、活動参画への

きっかけ作りなどを目的に、民間国際関係団体等による活動報告会、写
真パネル展等の国際交流・国際協力に関する総合イベントを開催する。

http://www.kochi-kia.or.jp/

ジュニア国際大学開催事業
小学校高学年（４～６年生)の参加を募り､国際理解のための基礎知識や
異文化コミュニケーションに必要な基本的な知識・技能などを習得させる
講座を開催し､国際感覚豊かな子どもたちを育てる。

http://www.kochi-kia.or.jp/

異文化理解（出前）講座開催事業 県民の国際交流への理解を高めるため異文化紹介の講座を開催。また
県内の教育機関等に県内在住外国人、国際交流員を講師として派遣し、
彼らの母国の歴史文化等の紹介や児童・生徒との交流等を通し国際感
覚を育てる。

http://www.kochi-kia.or.jp/

県内在住外国人又は外国での活動経験のある日本人を小中学校等へ
派遣/紹介し、国際理解教育を実施する。

http://www.kokusaihiroba.or.jp/
project/international/education
.html

国際理解教育推進事業の一環として、担い手育成事業を実施。事例発
表会や講師スキルアップ講座を開催する。

国際理解教育が実施されない学校の生徒など、小学生を対象に、国際
理解教育の講演・ワークショップを開催する。（年１回、夏休みに実施）
一般県民を対象に、国際理解教育の講演・ワークショップを開催する。
（年６回）

福岡EU協会の運営 福岡県とＥＵ（欧州連合）の相互理解を深め、友好を促進することにより、
両者間の経済、文化等の交流に寄与することを目的として、2002年に設
立。
当財団に事務局を設け、ヨーロッパの経済・文化・ 環境に関するセミナー
開催のほか、会報誌（年２回）を発行。

http://fukuoka-eu.com/

国際理解講座事業
学校、公民館、老人クラブ、子どもクラブ、国際交流団体等が国際理解・
国際交流を深めるための講座等を実施する場合に団体の依頼に応じた
在住外国人講師を派遣する。

https://www.spira.or.jp/

国際フェスタ月間 県内の民間団体やボランティアとの協働により県民参加型のイベントを
開催し、国際理解・多文化共生に対する理解を深め、活動への参加を促
す。

https://www.spira.or.jp/

ながさき国際協力・交流フェスティ
バル

国際協力や国際交流活動の紹介、海外の手工芸販売やチャリティーバ
ザー、各国料理の提供、日本文化体験、語学体験、楽器・遊びの体験
コーナーなどを行い、在住外国人を含む県民のふれあいの場を提供す
る。

こすもぽりたん教室
県内の教育関係機関の要望に応じ、国際交流員、在住外国人、留学生
を講師とし、児童や生徒が中心となった多文化紹介や国際理解教育に関
する交流会・参加型体験学習を取り入れたプログラムを実施する。

外国人による日本語弁論大会 実行委員会形式で、日本語を母語としない在住外国人による日本語弁
論大会を実施する。

国際理解講座 色々な国の紹介や外国人との接し方などの講座を開催する。

国際理解教育講師派遣事業（肥
後っ子わくわく地球教室）

学校や地域が行う国際理解教室、国際理解講座に対して、県内在住の
留学生、国際交流員を講師として派遣し、授業、講座内容の企画作成を
支援する。
＊通年

http://www.kuma-koku.jp/

熊本国際交流祭典 県民への国際交流の啓発を図るため、平成6年度から毎年開催し、協会
会員団体を中心として、入場無料で実施。ステージ披露、パネル展示、着
物、煎茶体験、世界各国の民族衣装の試着等のほか、バザーやグルメ
コーナーもある。＊平成２７年11月７日（土）に実施。

http://www.kuma-koku.jp/

国際理解講座 県民を対象に国際交流・国際協力・多文化共生をテーマにした講座を開
催する。

おおいた国際七夕フェスタ 大分市主催「大分七夕祭り」に協賛して、外国人による民族衣装パレード
や民族楽器等のパフォーマンスを実施し、交流と相互理解の場を創出す
る。

国際理解・開発教育支援事業 県内在住外国人、青年海外協力隊ＯＢ等による海外の諸情勢・国際協力
の現状に関する講座や、多文化共生アドバイザー等を講師として派遣し
多文化共生社会の理念などをわかりやすく解説する講座を実施する。ま
た、学校や地域が主体的に行う国際理解教室・国際理解講座に対し、講
師を紹介する。

(公財)福岡県国際交流
センター

(公財)大分県芸術文化
スポーツ振興財団

(公財)宮崎県国際交流
協会

(公財)長崎県国際交流
協会

熊本県国際協会

(公財)愛媛県国際交流
協会

(公財)高知県国際交流
協会

(公財)佐賀県国際交流
協会

国際理解教育推進事業

200



②　国際理解・教育事業（外国人住民との交流事業を含む）

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

ワーキングホリデー等説明会
ワーキングホリデー、海外ボランティアについて、手続についての説明や
体験談の発表を行うことにより、県民の安全で有意義な海外体験、海外
協力活動を支援する。

外国語・文化講座事業　（県国際
交流員による文化講座等）

県国際交流員による外国の文化紹介や異文化体験等を通して，県民の
国際理解を促進するとともに，多文化共生の地域づくりへの関心を高め
る。（在住外国人による公募型国際理解講座と合わせて概ね年８回程度
開催）

http://www.synapse.ne.jp/kia

外国語・文化講座事業（在住外国
人による公募型国際理解講座）

在住外国人が実施する国際理解講座を公募し，これらの外国人による講
座の開催を支援することを通して，在住外国人自らが本県における多文
化共生の地域づくりに積極的に参画する機運を醸成する。（県国際交流
員等による文化講座等と合わせて概ね年８回程度開催）

http://www.synapse.ne.jp/kia

外国語・文化講座事業
（ランチタイム・イングリッシュ・クラ
ブ，中国語ランチタイムトーク，韓
国語ランチタイムトーク）

英語，中国語，韓国語による外国文化の紹介や自由な意見交換を行う。
県国際交流員により開催。（週１回）

http://www.synapse.ne.jp/kia/s
ervices/index.html

外国語・文化講座事業
（中国・韓国文化理解・会話テキ
ストCDの頒布）

県民の外国人接遇能力向上や在住外国人との交流を図り，本県の国際
化を進めることを目的に，鹿児島県が制作した中国・韓国文化理解・会話
テキストCDを頒布し，県民と外国人との交流及び県民の国際理解の促
進を図る。

http://www.synapse.ne.jp/kia/i
nfo/cd.html

国際理解プログラム事業（協力隊
OBと留学生が先生事業）

青年海外協力隊や国際協力，発展途上国等に対する理解を深めるた
め，青年海外協力隊のOB／OGや留学生等を小・中学校に派遣する事
業を，鹿児島県青年海外協力隊を支援する会及び青年海外協力隊鹿児
島県OB会とで組織する実行委員会で実施する。（年４０回程度実施）

http://www.synapse.ne.jp/kia/i
nternational/rikai.html

在住外国人による日本語スピー
チコンテスト

県内在住外国人に，日本語で発表する機会を提供することで，外国人の
日本語能力向上を図ると共に，国籍や文化の違いを超えた相互理解及
び国際交流を深め多文化共生の社会づくりを目指す。（年１回開催）

http://www.synapse.ne.jp/kia/r
eport/1201speech.html

国際理解教材整備事業
国際理解，国際交流，国際協力等に資する地域の国際化を目的とした事
業等の実施者に対して，民族衣装や国旗，地図等の貸出を行うとともに，
その整備・充実を図る。

http://www.synapse.ne.jp/kia/s
ervices/index.html

国際交流プラザ管理運営 ＜国際交流プラザの運営＞県の委託を受けて，県民や在住外国人等を
はじめ関係団体等に幅広く利用されるよう各種のサービスの提供に努め
る。
＜留学関係情報の提供＞世界主要国の留学制度，海外生活，海外事情
等に関する書籍を整備し情報を提供するとともに，相談を行う。
＜ワーキング・ホリデー促進への協力＞制度の紹介に努めるとともに各
種相談に応じる。

国際交流員学校派遣事業 県内の小学校、中学校及び特別支援学校を訪問し、交流員の出身国の
文化・事情等の講話や各種交流を通して国際理解を推進する。

外国人による日本語弁論大会
県内に在留する外国人が、国際交流・国際親善、日本・沖縄の社会や文
化について日本語による発表を行い、異文化理解と共生の精神及び国
際社会のあり方を県民とともに考える。

各国を知るセミナー 広く市民に各国の状況を伝え、異文化理解を促進するため、姉妹都市の
ある国を中心に海外の国々に関するセミナーを開催する。

SAPPOROこども領事
姉妹・友好都市のある在札の外国公館（領事館など）から「こども領事」と
して任命された小学生が、担当する国の特色を調べ、成果を市民に向け
て発表する。こども達に国際社会に興味を持つ機会を提供する。

総合学習や出前講座の受入・派
遣事業

小・中・高等学校における総合学習プログラム（国際理解教育）や地域団
体等の講座に関する支援及び職員派遣を実施する。

レッツトークプログラム 英語・中国語・ハングル・ロシア語・ドイツ語・日本語でのフリートークプロ
グラムを行い、外国語を使用して気軽に会話を楽しみ交流の促進を図
る。

地球市民育成 持続的な社会を目指して、市民が自ら世界の諸問題について考え、行動
するきっかけをつくるための青少年向け講座を開催する。

http://www.sira.or.jp/japanese/
index.html

国際理解推進
国際理解・交流活動を希望する外国人市民等を登録し、学校や市民セン
ター等で実施する国際理解講座等の講師として紹介する他、NGOを派遣
する国際協力プログラム、開発教育プログラムを実施している。

http://www.sira.or.jp/japanese/
index.html

せんだい地球フェスタ 国際交流や国際協力などに携わる市民や団体が集い、来場者と交流を
図る催し。さまざまなイベントやグループの活動紹介を通じて、異文化間
交流を推進し、地域の多文化共生や国際貢献について考える機会とす
る。

http://www.sira.or.jp/japanese/
index.html

日本語国際センター交流事業
独立行政法人国際交流基金日本語国際センターの研修生と協会会員と
の交流を通じ、研修生のさいたま市に対する理解と親近感を深めるととも
に、研修生との交流を契機として会員の国際交流の機会を増進させる。

http://www.stib.jp/kokusai/me
eting.shtml

はじめましての会 市内に住み始めて間もない外国人市民と日本人との交流会として「はじ
めましての会」を年2回（春・秋）実施する。

http://www.stib.jp/kokusai/me
eting.shtml

外国人による日本語スピーチ大
会

市内在住、在勤、在学の外国人が、日頃の生活、通学や勤務を通して感
じたことや考えていることなどの意見を発表する場として日本語スピーチ
大会を開催し、自己啓発や生活意欲の向上を図るとともに、市民との交
流、相互理解を深める。

http://www.stib.jp/kokusai/spe
ech.shtml

次世代育成セミナー 国際化への理解を深めるため、学生による国際交流体験や国際貢献体
験の発表や意見交換を行う。

http://www.stib.jp/kokusai/nex
t-generation.shtml

(公社)さいたま観光国
際協会

(公財)沖縄県国際交
流・人材育成財団

(公財)鹿児島県国際交
流協会

(公財)札幌国際プラザ

(公財)仙台観光国際協
会
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②　国際理解・教育事業（外国人住民との交流事業を含む）

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

交流サロン 市民と外国人市民が気軽に触れ合い、国際理解を深めることを目的に、
文化交流イベント、日本語学習者による日本語スピーチ大会等を実施す
る。
小学校等における国際理解授業や地域における市民間の交流に協力す
る。

職場体験受入
生徒、学生に対し国際交流・国際協力へに意識の醸成により多文化共生
社会実現に向けての理解促進のため、就業体験の場や国際化に関する
情報を提供する。

多文化理解セミナー テーマに合わせた講和やワークショップによる日本人・外国人市民同士
の交流

https://www.facebook.com/chi
batabunka26/

国際機関実務体験プログラム 市内大学に在学している学生及び大学院生を対象に、国際機関等での
実務体験の機会を提供する。

http://www.yoke.or.jp

地球市民講座－訪ねよう！国際
機関

国際機関の活動及び国際協力・国際関係に関心を持つ青年層を対象
に、以下のプログラムを実施。「訪ねよう！国際機関」（小中学生向け）、
「アメリカ・カナダ大学連合日本研究センターの学生たちと語ろう！」「夏
休み地球市民講座」「国際機関キャリア・ガイダンス」等。

http://www.yoke.or.jp

国際理解教育支援事業 学校における国際理解教育を支援するため、外国人のボランティア等を
派遣し、多文化理解及び外国語活動の支援を行う。

国際理解講座事業 市民の国際理解を深めるため、各国事情や外国文化、また外国語による
国際理解講座を開催する。

インターナショナル・フェスティバ
ル

外国人市民と市民とのふれあいを深め、友好親善と相互理解、地域の多
文化共生社会を推進するため、交流イベントを開催する。

http://www.kian.or.jp/evenko15
event/interfesta.shtml

静岡市国際交流協会 異文化コミュニケｰション体験フェ
ア

外国人コミュニティやまちづくりへの参画を促進する目的で、世界各国の
文化を紹介する交流イベントを静岡市と共催で実施する。

http://www.samenet.jp/about/
business_scheme.html

地球人教育出前講座 JICA中部と連携し、市内の小中高等学校や社会教育現場への出前講座
を行う。

http://www.hi-hice.jp/hmc/

国際理解教育講座 国際理解を深める連続講座 http://www.hi-hice.jp/

はままつグローバルフェアの開催 JICA中部や市民活動団体と協働でワークショップやステージイベントなど
を行う。

http://www.hi-hice.jp/

多文化体験講座 日本人と外国人がそれぞれの文化体験を通して、異文化理解を深めると
ともに、相互交流を促進する。

http://www.hi-hice.jp/u-toc/

施設見学・職場体験学習の受入
れ

センターの活動を紹介するとともに国際理解を深めてもらうため、子ども
から大人まで幅広く施設見学を受け入れる。また、学校教育の一環であ
る職場体験学習の児童・生徒を受け入れる。

http://www.nic-nagoya.or.jp

NIC地球市民教室
学校や地域からの依頼に基づき、登録された外国人講師を紹介し、講演
または交流事業を実施することにより地域の国際理解を促進する。

http://www.nic-nagoya.or.jp

ファシリテーター紹介事業
当地域で活動する国際理解教育のファシリテーターをセンターに登録し、
学校や地域からの依頼に基づいて紹介することにより、地域の国際理解
を促進する。

http://www.nic-nagoya.or.jp

留学生の夕べ
愛知県内の留学生からなる愛知留学生会との共催により、歌・踊り・文化
紹介のパフォーマンスとともに各国の料理が試食できる「世界料理めぐ
り」を企画し、留学生と市民の交流を推進する。

http://www.nic-nagoya.or.jp

「海外現地事情」を知る講座
　海外情報誌などでは知りえない海外渡航・生活に関する生きた情報を
海外在住経験ある日本人や外国人から直接聞く会を実施する。

http://www.nic-nagoya.or.jp

「世界のいただきます」を作ってみ
よう！

センター発行の情報誌に掲載されている世界のレシピをもとに、実際に
料理を作る中で、さまざまな国の文化を知るとともに、地域社会における
多文化共生の重要性について学んでもらう、親子を対象とした事業。

http://www.nic-nagoya.or.jp

”世界寺子屋運動”名古屋実行委
員会の事務局運営

ユネスコが推進している途上国の識字運動支援活動に対して、書き損じ
はがきの回収による資金作り、市民啓発、プロジェクト支援などを通して
協力する。

http://www.kcif.or.jp/jp/jigyo/k
yoiku/PICNIK_top.html

グローバル人材育成事業 次世代を担う若年層を対象に、グローバル化社会で求められる多様性を
尊重し、主体的に行動できるグローバル人材への関心を高め、将来の具
体的なキャリアプランを描くセミナーの開催や支援事業の実施。

http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo/
volunteer/jp/intern/index.html

国際理解プログラム（PICNIK）
京都市国際教育・グローバルキッズ研究会、京都市立中学校教育研究
会国際理解教育部会、京都大学国際交流センター、京都教育大学、京
都市教育委員会の協力のもと、市内小・中学校へ留学生を派遣するプロ
グラム。登録留学生は上記大学を中心に市内大学在学の学生。留学生
と触れ合うことを通して、子どもたちは世界へのつながりを感じ、多文化を
理解する力を育むとともに、留学生の社会参加の機会とする。

http://www.kcif.or.jp/jp/jigyo/k
yoiku/PICNIK_top.html

インターン受け入れ事業
学生が企業・公的機関等において実習・研修的な就業体験を行うイン
ターンシップ制度を導入。実習を通し、協会事業への理解を図り、より実
践的な担い手育成につなげる。

http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo/
volunteer/jp/intern/index.html

連続フォーラム
　「チョゴリときもの」

日本の社会における在日韓国・朝鮮人の歴史や現状に対する理解を深
め、時代とともに多様化する在日コリアンの意見をきく連続フォーラムを
開催。全2回の開催。また、異文化理解・多文化共生社会の構築を目的と
し、連続フォーラム「チョゴリときもの」の内容をHPに掲載。20年を経過し、
より身近に理解を深めるため、講話形式から、パネルディスカッション形
式に変更。

http://www.kcif.or.jp/jp/jigyo/c
hogori/top.htm

(公財)川崎市国際交流
協会

(公財)千葉市国際交流
協会

(公財)京都市国際交流
協会

(公財)横浜市国際交流
協会

(公財)名古屋国際セン
ター

(公財)浜松国際交流協
会
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②　国際理解・教育事業（外国人住民との交流事業を含む）

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

社会見学受け入れ事業 国際交流会館の団体見学を受け入れる。国際交流施設の機能紹介や京
都での外国人を取り巻く状況説明、事業概要説明等の後、現場で働くス
タッフやボランティア活動の見学や、留学生に出身国との文化の違いや
遊び、京都での生活等について教えてもらい、外国人が地域社会で生活
する同じ住民であることを理解してもらう。

http://www.kcif.or.jp/HP/kaika
n/kengaku/jp/kengaku.html

京都市文化市民交流促進サポー
ト事業

京都市内の団体からの依頼に応じて研修やイベントなどの各種催しに
「京都市文化市民交流促進サポーター」を派遣する。

http://www.kcif.or.jp/interacts
upport/homes

国際理解教材貸出 子どものための国際理解教育推進事業の一環として、各国から収集した
教材を貸し出し

http://www.kcif.or.jp/archive/j
p/jigyo/kyozai/kyozaimain.htm

地域の国際化出前講座
（国際交流人材養成講座）

市民ボランティアやNPOスタッフ、地域活動のリーダー等を対象に、国際
交流・多文化共生の現状・課題をテーマにした講座を行う。年1回の連続
講座（平成27年度5回・各2時間程度）を開催。

開発教育連続セミナー 教育従事者やNPOスタッフ等を対象として、発展途上国と世界各国の開
発援助の現状と課題や地球的諸課題との関係について考える「開発教
育」について学ぶ連続セミナーを開催。年1回の連続講座（全5回・各2時
間程度）を開催。

アイハウスカルチャーセンター 日本人、外国人を問わず、「外国語」を通して、交流したり、気軽に各国・
地域の文化や習慣などを知ることができるサロンを開催。
＜語学編＞英語、中国語、韓国語
＜カルチャー編＞English Yogaほか

アイハウス国際交流塾
グローバル化の進む国際社会の中で活躍できる「人財」の育成を図るた
め、国際交流・協力、多文化共生などの基礎知識とコミュニケーション
ツールとしての語学を学ぶ場を提供。　英語編、中国語編、韓国語編

外国人による児童国際教育 外国人（主に留学生）が児童に母国の説話、遊戯、歌唱を紹介することに
より、児童の異文化への理解を深める。

グローバルセミナー 留学生などのアジア出身者が自国の文化を日本語で紹介する。

市民国際交流講座 実技を含めてアジア各国の文化を日本語で紹介する。

アジア文庫読書サロン アジアに関する文献を収集し閲覧できるようにし、文献を用いた講座を実
施する。

留学生異文化サロン 神戸・菅原奨学金を受給している留学生が自国の文化を日本語で紹介
する。

英語（日本語）で語る自分の国
市内在住の留学生や外国人を講師とし、自国の文化・食文化・余暇の過
ごし方や簡単な挨拶の仕方など、その国の人々や生活について、英語や
日本語で紹介する講座を実施する。

http://www.kitaq-koryu.jp/

国際理解教育事業
外国人市民等を講師として小中学校や市民センターに派遣し、世界の文
化や習慣を体験的に学習する機会を提供する。福岡県・福岡市・北九州
市の３協会協働事業。

http://www.kitaq-koryu.jp/

国際交流員派遣事業 国際交流員を講師として、学校や市民センターなどへ派遣し、日本語で
外国文化などを紹介することにより、異文化理解を促進する。

http://www.kitaq-koryu.jp/

外国人による日本語スピーチコン
テスト

外国人に日本語を学ぶことを奨励するとともに、日本人と外国人の相互
交流・相互理解の場を提供する。

http://www.rainbowfia.or.jp/citi
zen/09.html

留学生から学ぶ外国語教室 留学生を講師として、アジア太平洋の国と地域の言語を中心に15言語30
講座、受講生536人の気軽に外国語を学べる教室を開催する。

http://www.asia-kotoba.net/

インターナショナルサロン 熊本市内在住の外国人等留学生を講師に、気軽に外国語・文化に触れ
るサロンを実施

イングリッシュヒーリングワーク
ショップ 英国人講師による心を癒す英語によるヒーリングワークショップ

地域国際化推進事業 在住外国人等を学校、公民館等からの依頼に応じて、国際交流・異文化
理解活動への講師として派遣する事業

体験学習受け入れ事業
熊本市国際交流会館に事務所等を置く団体（JICAデスク、フェアトレード
カフェ、EPOオフィス、熊本ものづくり塾）の専門性を活かし、世界を感じる
ことができる体験型プログラムを準備し体験学習を実施

(一財)熊本市国際交流
振興事業団

(公財)神戸国際協力交
流センター

(公財)大阪国際交流セ
ンター

(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
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