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■ 実践報告シート一覧 ―――――――――――――――――――――――― 

 

  ※実践報告を実践した学校等区分ごとに一覧にした。 

 

 

 

 

Ⅴ 実践報告シート 

区分 No. 名前 対　象 時間数 タイトル

01 清水 歩美 P 小学１年生 ９時間 みんなでつながる💛💛

02 山田 真沙美 小学２年生 ６時間 あいてをしってかかわって、こころもからだもぽっかぽか

03 戸田 万里江 小学４年生 ６時間 世界とつながるわたしたちの水

04 笹ヶ瀬 菜生 P 小学４年生 ８時間 食でつながる世界と自分！自然と自分！

05 駒谷 奈津 小学５年生 ８時間 つながる、世界のＷＡ！

06 木下 恵 E 小学５年生 ７時間 違うっておもしろい！もっと知りたいな！

07 鈴木 亜耶 小学５年生 ３時間 そんな考えがあってもいいよね。

08 住友 夏代 小学５年生 １０時間 なったらいいな！こんな学校

09 服部 いずみ 小学５年生 ２５時間 防ごう！第三次世界大戦　　守ろう！かけがえのない命

10 伊藤 聡子 小学６年生 ２０時間 知ろう！世界の文化 ～佐屋っ子探検隊～

11 加藤 千智 E 小学６年生 ７時間 未来がよりよくあるために

12 加藤 寿恵 小学６年生 １２時間 未来がよりよくあるために

13 村田 義剛 P 小学６年生 ３０時間 響　～あなたから世界へ・あなたから未来へ～

14 油淺 重里 P 小学６年生 １２時間 新しい世界への扉を開けよう！

15 加藤 奏太 小学６年生 １０時間 調べて考えて想像して、考え続けていこう～世界の中の日本～

16 鈴木 翔大 E 中学１年生 ２４時間 国際協力の素地を身につけ、国際交流をしよう

17 児玉 やこ P 中学１年生 ３０時間 夢みる力～自分と世界をつなぐ～

18 佐藤 仁美 E 中学１年生 ４時間 自分の目で確かめ、考えよう！私たちはみんな同じで、みんな違う

19 吉田 麻里子 E 中学１年生 ５時間 エチオピアから考える、私たちのよりよい未来のこと

20 松田 泰暉 中学１年生 １時間10分 私の当たり前は世界の当たり前 !? 

21 金尾 亜生子 中学２年生 ２時間 学ぶと人生変わります！

22 近藤 勝士 E 中学２年生 ８時間 世界の平和を創っていこう！！

23 瀧 亜紗美 中学２年生 ２時間 インドネシアを通して考える世界～学校に行ける幸せ～

24 松田 真紀 E 中学３年生  ６時間 どんなに遠くたって、私たちはつながっている！

25 安藤 理恵 P 高校１年生 １０時間 自分にできることを見つけ、実行に移せる生徒の育成

26 寺嶋 孝光 高校１～２年生 １時間30分 現地を訪問する前に、教育について改めて考えてみる

27 舟瀬 さおり 高校１～３年生 ３時間 自分らしく輝け　多様性

28 市江 文奈 P 高校２年生 ５時間 パラグアイの同級生から学ぶ「大切なもの」

29 仙石 智津子 高校２年生 ３時間 COP21.5ー私たちの未来のために

30 谷口 加恵 高校２年生 ２時間 分かち合わない社会で生きるとどうなる？

31 中間 優希 高校２年生 ３時間 カンボジアを通して世界を知ろう！

32 髙田 信英 高校３年生 ４時間 カフロンヌ星人がやってきた！～多文化共生社会に参加しよう

33 油科 里佳 E 高校３年生 ９時間 地球市民社会で私たちにできること

34 山口 貴士 Z 工業高校電気科課題研究生徒 ６時間 職場における外国人との多文化共生を考える

35 木下 優子
特別支援学級児童

（小学１，２，４，５年生）
２時間 比べてみよう　日本と世界の国々～違うって素敵だね～

36 田原 浩美 P 特別支援学校小学部６年 ３９時間 世界の友だちと ぼくたち・わたしたち

37 吉鶴 剛行
盲学校

高等部普通科・専攻科生徒
１６時間 想像を広げよう！世界のこと、日本の今

38 丸中 美来 大学１～４年生 ３時間 わたし・あなた・みんな～違いを共に生きる～

39 森下 佳南 大学１～４年生 ２２時間30分 教室の中での体験学習と協調学習

40 星野 百合子
教職員・

JICAボランティア経験者
３６時間 あいち国際理解教育勉強会～AIUEO～

41 二宮 由布子 一般 １時間20分 ちがいはまちがい！？じゃない！！違いを認めてフェアな世界へ

※凡例：名前の後のP,E,Z：教師海外研修受講者（Pはパラグアイ、Eはエチオピア、Zはフィリピン）。時間数は１時限＝１時間として表記。
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