
2014年度

訪問日 都道府県 訪問団体名 団体区分

2014/04/03 群馬県 群馬ガールスカウト53団 その他
2014/04/04 東京都 町田塾 その他
2014/04/05 東京都 こだいら国際協力プロジェクトSeed その他
2014/04/05 千葉県 麗澤大学 大・専
2014/04/10 岩手県 葛巻町立葛巻中学校 中
2014/04/10 岩手県 盛岡市立見前南中学校 中
2014/04/12 新潟県 新潟市立東新潟中学校 中
2014/04/14 青森県 八戸市立長者中学校 中
2014/04/15 福島県 福島市立北信中学校 中
2014/04/15 岩手県 一関市立桜町中学校 中
2014/04/15 岩手県 盛岡市立上田中学校 中
2014/04/15 岩手県 一関市立大東中学校 中
2014/04/15 青森県 八戸市立中沢中学校 中
2014/04/16 山形県 酒田市立第三中学校 中
2014/04/16 岩手県 盛岡市立下小路中学校 中
2014/04/16 秋田県 鹿角市立十和田中学校 中
2014/04/16 岩手県 洋野町立中野中学校 中
2014/04/16 秋田県 鹿角市立十和田中学校 中
2014/04/16 新潟県 村上市立荒川中学校 中
2014/04/17 栃木県 栃木県那須塩原市立西那須野中学校 中
2014/04/17 岩手県 盛岡市立繋中学校 中
2014/04/17 栃木県 那須塩原市立日新中学校 中
2014/04/17 岩手県 北上市立北上中学校 中
2014/04/18 岩手県 奥州市立水沢中学校 中
2014/04/18 茨城県 茨城高等高校 高
2014/04/18 岩手県 奥州市立水沢中学校 中
2014/04/18 岩手県 一関市立千厩中学校 中
2014/04/18 岩手県 久慈市立大川目中学校 中
2014/04/20 東京都 株式会社バンダイ その他
2014/04/22 千葉県 千葉県立流山おおたかの森高等学校 高
2014/04/23 東京都 中央大学杉並高等学校 高
2014/04/23 東京都 中央大学杉並高等学校 高
2014/04/23 長野県 長野県若槻養護学校　中学部 中
2014/04/23 福島県 会津坂下町立坂下中学校 中
2014/04/24 三重県 伊勢市立北浜中学校 中
2014/04/24 岩手県 二戸市立福岡中学校 中
2014/04/24 宮城県 登米市立津山中学校 中
2014/04/25 東京都 小石川高等学校 高
2014/04/25 三重県 伊勢市立豊浜中学校 中
2014/04/25 宮城県 富谷町立富谷第二中学校 中
2014/04/30 神奈川県 神奈川県立瀬谷高等学校 高
2014/05/07 東京都 文京学院大学 大・専
2014/05/07 埼玉県 埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科 大・専
2014/05/07 石川県 金沢市立高岡中学校 中
2014/05/08 山形県 東根市立第二中学校 中
2014/05/08 新潟県 新潟市立上山中学校 中
2014/05/09 宮城県 仙台市立生出中学校 中
2014/05/10 埼玉県 国際学院中学校 中
2014/05/10 東京都 中央大学杉並高等学校 高
2014/05/12 岐阜県 垂井町立北中学校 中
2014/05/12 東京都 山脇学園中学校 中
2014/05/13 岐阜県 大垣市立江並中学校 中
2014/05/13 岐阜県 養老町立東部中学校 中
2014/05/13 宮城県 白石市立東中学校 中
2014/05/13 宮城県 【午前】仙台市立五橋中学校 中
2014/05/13 宮城県 【午後】仙台市立五橋中学校 中
2014/05/14 京都府 舞鶴市立若浦中学校 中
2014/05/14 青森県 八戸市立第三中学校 中
2014/05/14 三重県 伊賀市立霊峰中学校 中
2014/05/14 宮城県 仙台市立桜丘中学校 中
2014/05/14 愛知県 名古屋市立植田中学校 中
2014/05/15 岡山県 倉敷市立黒崎中学校 中
2014/05/15 京都府 精華町立精華西中学校 中
2014/05/15 宮城県 岩沼市立岩沼中学校 中
2014/05/15 三重県 四日市市立山手中学校 中

4月

5月



2014/05/15 宮城県 山元町立山下中学校 中
2014/05/15 宮城県 塩竈市立玉川中学校 中
2014/05/15 宮城県 七ヶ浜町立向洋中学校 中
2014/05/15 宮城県 岩沼市立岩沼西中学校 中
2014/05/15 宮城県 大崎市立古川東中学校 中
2014/05/16 東京都 警察庁国際課　国際協力課程 その他
2014/05/16 岡山県 笠岡市立大島中学校 中
2014/05/17 山形県 山形市立第五中学校 中
2014/05/18 岐阜県 可児市立西可児中学校 中
2014/05/18 千葉県 天心会　小学生部 その他
2014/05/18 愛知県 岩倉市立岩倉中学校 中
2014/05/20 福井県 南越前町立南条中学校 中
2014/05/20 愛知県 稲沢市立大里東中学校 中
2014/05/21 京都府 綾部市立豊里中学校 中
2014/05/21 宮城県 仙台市立加茂中学校 中
2014/05/21 愛知県 新城市立東郷中学校 中
2014/05/21 三重県 いなべ市立藤原中学校 中
2014/05/21 宮城県 仙台市立七郷中学校 中
2014/05/22 秋田県 小坂町立小坂中学校 中
2014/05/22 岐阜県 郡上市立八幡中学校 中
2014/05/22 岐阜県 岐阜県八百津町立八百津東部中学校 中
2014/05/22 岐阜県 岐阜市立藍川東中学校 中
2014/05/22 岐阜県 郡上市立八幡西中学校 中
2014/05/22 岐阜県 多治見市立南姫中学校 中
2014/05/22 愛知県 江南市立北部中学校 中
2014/05/22 三重県 伊賀市立崇広中学校 中
2014/05/22 愛知県 愛知教育大学附属岡崎中学校 中
2014/05/23 東京都 立教池袋高等学校 高
2014/05/23 愛知県 江南市立西部中学校 中
2014/05/23 ポケットフリースクール その他
2014/05/23 岐阜県 瑞浪市立釜戸中学校 中
2014/05/24 東京都 亜細亜大学　国際関係学部 大・専
2014/05/25 神奈川県 国学院大学　国際協力サークル「優志」 大・専
2014/05/26 福井県 福井市明倫中学校 中
2014/05/26 東京都 文京区立第八中学校 中
2014/05/27 東京都 清泉女子大学 大・専
2014/05/27 愛知県 扶桑町立扶桑中学校 中
2014/05/27 愛知県 豊川市立御津中学校 中
2014/05/27 愛知県 東郷町立春木中学校 中
2014/05/27 愛知県 小牧市立北里中学校 中
2014/05/28 岐阜県 岐阜県飛騨市立神岡中学校 中
2014/05/28 愛知県 豊橋市立南部中学校 中
2014/05/28 岐阜県 七宗町立上麻生中学校 中
2014/05/28 静岡県 長泉町立長泉中学校 中
2014/05/28 東京都 東京医科歯科大学 大・専
2014/05/28 愛知県 港南市立ほてい中学校 中
2014/05/28 三重県 桑名市立光風中学校 中
2014/05/28 三重県 桑名市立明正中学校 中
2014/05/28 愛知県 犬山市立東部中学校 中
2014/05/29 京都府 京都市立桂川中学校 中
2014/05/29 岐阜県 岐阜市立長森南中学校 中
2014/05/29 北海道 札幌市立厚別北中学校 中
2014/05/29 岐阜県 関市立小金田中学校 中
2014/05/29 岐阜県 山県市立美山中学校 中
2014/05/30 愛知県 豊橋市立高師台中学校 中
2014/05/30 東京都 あきる野市立御堂中学校 中
2014/06/03 愛知県 小牧市立桃陵中学校 中
2014/06/03 埼玉県 埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科 大・専
2014/06/03 愛知県 豊橋市立南陽中学校 中
2014/06/04 福井県 福井市進明中学校 中
2014/06/04 岐阜県 美濃市立美濃中学校 中
2014/06/04 東京都 聖心女子大学 大・専
2014/06/04 愛知県 春日丘中学校 中
2014/06/05 埼玉県 上尾市立原市中学校 中
2014/06/05 岐阜県 本巣市立糸貫中学校 中
2014/06/05 東京都 文化学園大学杉並高等学校 高
2014/06/06 岐阜県 岐阜市立境川中学校 中
2014/06/09 東京都 駒沢女子大学 大・専

5月

6月



2014/06/10 愛知県 犬山市立犬山中学校 中
2014/06/10 埼玉県 浦和学院高等学校 高
2014/06/11 東京都 東洋大学　眞子ゼミ 大・専
2014/06/11 愛知県 小牧市立岩崎中学校 中
2014/06/11 愛知県 犬山市立城東中学校 中
2014/06/12 栃木県 佐野市立葛生中学校 中
2014/06/12 新潟県 上越市立下黒川小学校 小
2014/06/12 愛知県 常滑市立鬼崎中学校 中
2014/06/13 東京都 共立女子大学国際学部 大・専
2014/06/17 愛知県 豊川市立小坂井中学校 中
2014/06/17 三重県 伊賀市立上野南中学校 中
2014/06/17 東京都 文京学院大学 大・専
2014/06/18 岡山県 岡山県立笠岡高等学校 高
2014/06/18 徳島県 徳島県富岡西高等学校 高
2014/06/18 東京都 学習院大学　DISSOLVAボルネオプロジェクト 大・専
2014/06/18 愛知県 名古屋市立沢上中学校 中
2014/06/18 岡山県 岡山県立玉島高等学校 高
2014/06/19 愛知県 岡崎市立六ッ美中学校 中
2014/06/19 愛知県 扶桑町立扶桑北中学校 中
2014/06/21 埼玉県 東洋大学ライフデザイン学部健康スポーツ学科 大・専
2014/06/24 愛知県 名古屋市立一柳中学校 中
2014/06/24 埼玉県 埼玉県立総合教育センター その他
2014/06/26 新潟県 妙高市立新井南小学校 小
2014/06/26 愛知県 名古屋市立守山西中学校 中
2014/06/26 東京都 東京家政学院大学　健康栄養学科　橋本ゼミ 大・専
2014/06/27 愛知県 名古屋市立守山西中学校 中
2014/06/27 東京都 目白大学 大・専
2014/06/28 東京都 中央大学 大・専
2014/06/29 東京都 ガールスカウト東京124団 その他
2014/07/01 千葉県 千葉大学教育学部附属中学校　共生を楽しむ その他
2014/07/01 東京都 都立桜修館中等教育学校 中
2014/07/02 新潟県 上越市立大瀁小学校 小
2014/07/02 千葉県 クラーク記念国際高等学校　柏ｷｬﾝﾊﾟｽ 高
2014/07/03 東京都 パルシステム東京　レッツゴー！ピース委員会スロークッキング委員会 その他
2014/07/03 新潟県 糸魚川市立中能生小学校 小
2014/07/04 東京都 わせがく高等学校東京キャンパス 高
2014/07/04 東京都 わせがく高等学校東京キャンパス 高
2014/07/05 東京都 お茶の水女子大学　文教育学部　人間社会科学科「教育実地研究」 大・専
2014/07/05 東京都 創価大学 大・専
2014/07/05 埼玉県 東洋大学ライフデザイン学部 大・専
2014/07/08 東京都 東洋大学経済学部国際経済学科　中川ゼミ 大・専
2014/07/09 群馬県 高崎市立高崎経済大学附属高等学校 高
2014/07/09 埼玉県 東洋大学ライフデザイン学部 大・専
2014/07/09 神奈川県 湘南学園高等学校 高
2014/07/10 東京都 東京都立青山高等学校 高
2014/07/11 東京都 パルシステム東京「商品と食を考える委員会」 その他
2014/07/11 東京都 東京都立青山高等学校 高
2014/07/13 東京都 ボーイスカウト杉並11団ビーバー隊 その他
2014/07/13 東京都 ガールスカウト東京都第196団 その他
2014/07/14 東京都 東京都立青山高等学校 高
2014/07/15 東京都 東京都立青山高等学校 高
2014/07/16 神奈川県 横浜市立戸塚高等学校 高
2014/07/16 東京都 海城高校 高
2014/07/16 東京都 東京都立青山高等学校 高
2014/07/16 東京都 聖心女子学院高等科 高
2014/07/17 東京都 2014年度　第1回国際協力推進員新着任講習会 その他
2014/07/17 京都府 立命館中学校・高等学校 高
2014/07/18 東京都 国立看護大学校 大・専
2014/07/18 東京都 目黒学院中学高等学校 中
2014/07/19 群馬県 全労済労働組合　東日本総支部　Rainbow委員会 その他
2014/07/19 東京都 文京学院大学　外国語学部教養コース　堀内ゼミ 大・専
2014/07/20 埼玉県 ガールスカウト埼玉県第17団 その他
2014/07/22 東京都 国立看護大学校 大・専
2014/07/22 栃木県 栃木県立栃木高等学校 高
2014/07/23 東京都 東京医薬専門学校 大・専
2014/07/23 東京都 麹町学園女子中学校高等学校 中
2014/07/24 兵庫県 兵庫県立龍野北高等学校看護専攻科 大・専
2014/07/24 東京都 愛国学園短期大学 大・専

6月

7月



2014/07/24 東京都 正則高等学校 高
2014/07/25 東京都 東京都立大島海洋国際高等学校 高
2014/07/25 沖縄県 沖縄教育委員会 その他
2014/07/25 千葉県 市原市国際理解教育部会 その他
2014/07/25 東京都 東京都立大島海洋国際高等学校 高
2014/07/25 広島県 広島県立尾道北高等学校 高
2014/07/27 栃木県 芦野公民会（親子ふれあい学級） その他
2014/07/28 京都府 京都橘高等学校 高
2014/07/29 福島県 会津市役所（福島）企画調査課 その他
2014/07/29 埼玉県 川口市立幸並中学校 中
2014/07/29 神奈川県 横浜隼人高等学校　国際語科 高
2014/07/30 東京都 目白研心中学校・高等学校 高
2014/08/01 宮城県 宮城県宮城野高等学校 高
2014/08/01 群馬県 群馬県高等学校教育研究部会国際教育部会（群馬県立前橋西高校内） 高
2014/08/01 神奈川県 神奈川県立鶴嶺高等学校 高
2014/08/01 群馬県 群馬県　沼田ユネスコ協会 その他
2014/08/02 栃木県 城山地区子ども会連合会 その他
2014/08/03 東京都 新宿区立戸山図書館 その他
2014/08/03 東京都 新宿区立戸山図書館 その他
2014/08/03 大阪府 同志社女子大学　国際問題研究会 大・専
2014/08/05 千葉県 八千代松陰高等学校 高
2014/08/05 兵庫県 兵庫県立兵庫高等学校 高
2014/08/06 福岡県 福岡県立筑紫丘高等学校 高
2014/08/07 東京都 平成26年度東京都公立学校教員10年経験者研修 その他
2014/08/08 徳島県 徳島県立城東高等学校 高
2014/08/08 東京都 杉並ユネスコ協会 その他
2014/08/09 東京都 中央大学経済学部インターンシップ 大・専
2014/08/11 神奈川県 神奈川県立湘南高等学校 高
2014/08/11 埼玉県 埼玉県立総合教育センター　江南支所 その他
2014/08/13 千葉県 千葉市役所国際交流課 その他
2014/08/15 東京都 （特活）シャプラニール＝市民による海外協力の会 その他
2014/08/16 神奈川県 桐蔭学院中学校 中
2014/08/19 神奈川県 神奈川学園高等学校　2年Ｃ組 高
2014/08/19 神奈川県 日本セカンドライフ協会 その他
2014/08/20 群馬県 前橋市教育委員会 その他
2014/08/21 群馬県 高崎ユネスコ協会 その他
2014/08/22 栃木県 栃木県立鹿沼東高等学校 高
2014/08/25 東京都 東京学芸大学附属国際中等教育学校 中
2014/08/25 群馬県 富岡ユネスコ協会 その他
2014/08/25 神奈川県 湘南平塚看護専門学校 大・専
2014/08/25 東京都 武蔵村山市立第三中学校 中
2014/08/26 東京都 東京学芸大学附属国際中等教育学校 中
2014/08/26 栃木県 栃木県立小山城南高等学校 高
2014/08/26 千葉県 千葉県国際交流センター（JICA千葉デスク） その他
2014/08/27 神奈川県 川崎市立南河原中学校 中
2014/08/28 東京都 東京学芸大学附属国際中等教育学校 中
2014/08/28 新潟県 柏崎市立槙原小学校 小
2014/08/28 東京都 新宿区立牛込仲之小学校 小
2014/08/28 東京都 学校法人城西大学 大・専
2014/08/29 群馬県 川口市立看護専門学校 大・専
2014/08/29 長野県 茅野市立北部中学校 中
2014/09/02 石川県 珠洲市立緑ヶ丘中学校 中
2014/09/03 山形県 南陽市立沖郷中学校 中
2014/09/03 群馬県 伊勢崎市立四ッ葉学園中等教育学校 中
2014/09/03 秋田県 秋田県立大館国際情報学院中学校 中
2014/09/04 山形県 高畠町立第三中学校 中
2014/09/04 京都府 同志社大学 大・専
2014/09/04 新潟県 上越市立高士小学校 小
2014/09/05 山口県 サビエル高等学校 高
2014/09/07 群馬県 高崎市国際交流協会　ジュニア・インターナショナル・クラブ その他
2014/09/09 東京都 杏林大学総合政策学部 大・専
2014/09/10 東京都 練馬区立開進第二中学校 中
2014/09/11 福岡県 福岡大学　法学部　古矢ゼミ 大・専
2014/09/11 神奈川県 川崎市立新町小学校 小
2014/09/11 青森県 むつ市立大平中学校 中
2014/09/11 沖縄県 沖縄県教育長 その他
2014/09/12 東京都 安田学園中学校 中
2014/09/14 東京都 土壌肥料若手の会2014 その他

7月

8月

9月



2014/09/16 福岡県 福岡県立伝習館高等学校 高
2014/09/16 千葉県 麗澤大学　阿久根ゼミ 大・専
2014/09/18 青森県 八戸看護専門学校 大・専
2014/09/22 福岡県 純真高等学校 高
2014/09/23 東京都 日本国際連合協会東京都本部 高
2014/09/23 香川県 香川県立高松南高等学校専攻科看護科 大・専
2014/09/23 東京都 東京都立農芸高等学校 高
2014/09/23 東京都 敬愛大学 大・専
2014/09/24 東京都 世田谷区立奥沢中学校 中
2014/09/25 岩手県 岩手県立一関高等看護学院 大・専
2014/09/25 東京都 世田谷区立奥沢中学校 中
2014/09/25 東京都 武蔵村山市立第三中学校 中
2014/09/26 東京都 世田谷区立奥沢中学校 中
2014/10/01 岡山県 岡山市立岡山後楽館高等学校 高
2014/10/01 広島県 広島市立基町高等学校 高
2014/10/01 石川県 石川県立小松高等学校　人文科学コース 高
2014/10/01 東京都 東京都立新宿山吹高等学校 高
2014/10/02 長野県 長野県長野西高等学校 高
2014/10/02 東京都 八王子市立みなみ野中学校 中
2014/10/02 東京都 八王子市立みなみ野中学校 中
2014/10/04 東京都 日出中学校 中
2014/10/07 神奈川県 川崎市立橘高等学校 高
2014/10/07 東京都 大田区立大森第六中学校 中
2014/10/08 広島県 広島県立呉宮原高等学校 高
2014/10/08 静岡県 浜松市立西小学校 小
2014/10/08 広島県 広島県立尾道東高等学校 高
2014/10/09 茨城県 茨城県立下館第一高等学校 高
2014/10/09 三重県 松坂市立殿町中学校 中
2014/10/09 埼玉県 鶴ヶ島市立藤中学校 中
2014/10/09 広島県 広島県立大門高等学校 高
2014/10/10 東京都 株式会社フジクラ その他
2014/10/10 千葉県 千葉大学教育学部ツインクルプログラム 大・専
2014/10/10 東京都 平成26年度教師海外研修ウガンダ・カンボジアコース事前研修 その他
2014/10/11 埼玉県 私立国際学院高等学校 高
2014/10/11 東京都 パルシステム東京　高円寺委員会 その他
2014/10/14 島根県 島根県立三刀屋高等学校 高
2014/10/15 新潟県 新潟明訓高等学校 高
2014/10/16 広島県 広島市立沼田高等学校 高
2014/10/21 茨城県 茨城県立水戸第二高等学校 高
2014/10/22 徳島県 鳴門教育大学付属中学校 中
2014/10/22 栃木県 那須町立朝日小学校 小
2014/10/23 富山県 富山県立富山南高等学校 高
2014/10/23 群馬県 群馬県立桐生女子高等学校 高
2014/10/23 静岡県 富士市立吉永第二小学校 小
2014/10/23 兵庫県 須磨学園高等学校 高
2014/10/24 静岡県 藤枝市立広幡小学校 小
2014/10/24 静岡県 浜松市立中川小学校 小
2014/10/26 東京都 ガールスカウト東京都58団 その他
2014/10/28 山梨県 大月市立猿橋小学校 小
2014/10/29 神奈川県 神奈川県立横浜清陵総合高等学校　 高
2014/10/29 静岡県 静岡市立西奈南小学校 小
2014/10/29 東京都 東京医療保健大学大学院 大・専
2014/10/29 東京都 山崎学園富士見中学校 中
2014/10/30 静岡県 浜松市立広沢小学校 小
2014/10/30 東京都 練馬区立上石神井中学校 中
2014/10/31 新潟県 妙高市立斐太南小学校 小
2014/10/31 静岡県 藤枝明誠中学校 中
2014/10/31 埼玉県 私立開智小学校 小
2014/11/04 富山県 富山県立総合衛生学院　保健学科 大・専
2014/11/04 山形県 山形県新庄市立新庄中学校 中
2014/11/05 新潟県 上越市立高田西小学校 小
2014/11/05 岡山県 岡山県立岡山操山中学校 中
2014/11/05 香川県 香川県立香川中央高等学校 高
2014/11/05 岡山県 岡山県立岡山操山中学校3年生A-1班 中
2014/11/05 北海道 北海道札幌英藍高等学校 高
2014/11/06 滋賀県 滋賀県立水口東高等学校 高
2014/11/06 岡山県 岡山県立倉敷天城中学校 中
2014/11/07 埼玉県 埼玉県芸術総合高等学校 高

9月

10月

11月



2014/11/07 埼玉県 上尾市立西中学校 中
2014/11/07 東京都 小金井第二中学校 中
2014/11/09 東京都 SSC その他
2014/11/11 埼玉県 獨協大学　経済学部　木原隆司ゼミ 大・専
2014/11/11 東京都 練馬区立南ヶ丘中学校 中
2014/11/11 茨城県 竜ヶ崎市立中根台中学校 中
2014/11/11 東京都 学習院高等科 高
2014/11/12 富山県 富山県立八尾高等学校 高
2014/11/12 徳島県 徳島県立池田高等学校 高
2014/11/12 茨城県 茨城県立土浦第一高等学校 高
2014/11/13 長野県 丸子修学館高等学校 高
2014/11/14 山形県 山形県立酒田東高等学校 高
2014/11/14 東京都 グローバルインディアンインターナショナルスクール 高
2014/11/14 埼玉県 埼玉県立伊奈学園中学校 中
2014/11/18 栃木県 益子町立七井中学校 中
2014/11/18 千葉県 千葉教育研究協会　松戸国際理解部会 その他
2014/11/19 静岡県 静岡市立長田南小学校 小
2014/11/19 鳥取県 鳥取城北高等学校 高
2014/11/19 広島県 広島県立広島商業高等学校 高
2014/11/20 兵庫県 大岡学園高等専修学校 大・専
2014/11/20 静岡県 掛川市立西山口小学校 小
2014/11/20 静岡県 静岡県島田市立金谷小学校 小
2014/11/20 東京都 練馬区立大泉北中学校 中
2014/11/20 東京都 東村山市立東村山第七中学校 中
2014/11/21 東京都 東京高尾看護専門学校 大・専
2014/11/21 神奈川県 神奈川県立相模原総合高等学校 高
2014/11/21 埼玉県 埼玉平成中学校 中
2014/11/22 埼玉県 ガールスカウト埼玉第43団 その他
2014/11/25 埼玉県 駿河台大学経済経営学部 大・専
2014/11/27 山口県 山口県立西市高等学校 高
2014/11/28 宮城県 宮城県泉高等学校 高
2014/11/28 山梨県 国際交流大月地域連絡協議会 その他
2014/11/28 東京都 町田市立南第三小学校 小
2014/11/28 東京都 小金井市立緑中学校 中
2014/11/29 東京都 日出中学校 中
2014/11/29 東京都 東京大学法律勉強会 大・専
2014/12/02 広島県 如水館高等学校 高
2014/12/02 神奈川県 神奈川県立横浜清陵総合高等学校 高
2014/12/02 長崎県 長崎県立大村高等学校2年7組 高
2014/12/02 熊本県 熊本県立球摩商業高等学校 高
2014/12/03 福島県 郡山ザベリオ学園中学校　英語部 中
2014/12/04 新潟県 新潟県立柏崎常盤高等学校 高
2014/12/05 長野県 諏訪市立諏訪二葉高等学校 高
2014/12/05 山口県 下関市立大学　鈴木ゼミ 大・専
2014/12/08 東京都 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 大・専
2014/12/09 鹿児島県 鹿児島県立武岡台高等学校 高
2014/12/10 兵庫県 関西学院高等部 高
2014/12/10 埼玉県 久喜市立小林小学校 小
2014/12/11 宮崎県 宮崎県立妻高等学校 高
2014/12/12 埼玉県 八潮市立柳之宮小学校 小
2014/12/13 東京都 立川市生涯学習推進センター　柴崎学習館 その他
2014/12/16 東京都 西東京市立東小学校 小
2014/12/16 東京都 東京都立立川高校 高
2014/12/17 熊本県 熊本県立水俣高等学校 高
2014/12/17 鹿児島県 鹿児島高等学校 高
2014/12/17 東京都 山村学園高等学校 高
2014/12/18 山口県 山口県立山口高等学校 中
2014/12/18 東京都 東京家政学院大学　現代家政学科 大・専
2014/12/18 大分県 大分県立大分上野丘高等学校 高
2014/12/19 東京都 江東区立八名川小学校 小
2014/12/19 茨城県 法政大学　人間環境学部　吉田ゼミ 大・専
2014/12/20 埼玉県 埼玉県立鴻巣高等学校 高
2014/12/22 愛媛県 愛媛県立松山東高等学校 高
2014/12/27 埼玉県 私立大川学園高等学校 高
2015/01/08 東京都 東京家政学院大学　現代家政学科 大・専
2015/01/11 東京都 創価大学　玉井ゼミ 大・専
2015/01/14 千葉県 クラーク記念国際高等学校　柏キャンパス 高
2015/01/14 東京都 墨田区　教育研究会外国語活動部 その他

1月

11月

12月



2015/01/15 東京都 墨田区立第四吾嬬小学校 小
2015/01/16 群馬県 群馬県立館林女子高等学校 高
2015/01/16 埼玉県 クラーク記念国際高等学校　さいたまキャンパス 高
2015/01/16 東京都 調布市立滝坂小学校 小
2015/01/17 埼玉県 入間市児童センター その他
2015/01/17 東京都 東京医薬専門学校 大・専
2015/01/17 東京都 中央大学文学部　森茂ゼミ 大・専
2015/01/20 埼玉県 幸手市立さかえ小学校 小
2015/01/22 広島県 尾道市立栗原中学校 中
2015/01/22 福岡県 福岡県立小倉南高等学校 高
2015/01/23 東京都 立川市立松中小学校 小
2015/01/27 東京都 練馬関町委員会 その他
2015/01/27 Likki-Lee Pitzen 大・専
2015/01/28 神奈川県 川崎市立川崎中学校 中
2015/01/29 東京都 あきる野市立草花小学校 小
2015/01/29 埼玉県 行田市立太田中学校 中
2015/01/29 東京都 中野区立北中野中学校 中
2015/01/30 東京都 中野区立第二中学校 中
2015/01/30 高知県 高知県立高知西高等学校 高
2015/01/30 東京都 東久留米市立久留米中学校 中
2015/01/30 東京都 新宿区立牛込第三中学校 中
2015/01/31 東京都 JICA東京研修員 その他
2015/02/01 東京都 ボーイスカウト板橋第５団 その他
2015/02/03 東京都 中野区立中野中学校 中
2015/02/03 東京都 東京女学館中学校 中
2015/02/03 東京都 東京学芸大学附属高等学校 高
2015/02/04 東京都 東京医薬専門学校　救急救命士科 大・専
2015/02/04 東京都 滋慶学園　東京医薬専門学校　視能訓練士科 大・専

2015/02/07 東京都
平成26年度　JICA地球ひろば　国際理解教育・開発教育支援
事業紹介セミナー　第2回目（開発教育指導者研修　入門編）分科会③ その他

2015/02/07 東京都
平成26年度　JICA地球ひろば　国際理解教育・開発教育支援
事業紹介セミナー　第2回目（開発教育指導者研修　入門編）分科会② その他

2015/02/07 東京都 社団法人ガールスカウト東京　港区第四団 小
2015/02/08 埼玉県 埼玉県深谷市教育委員会主催「こころざし深谷国際塾」 その他
2015/02/09 埼玉県 川口市立芝樋ノ爪小学校 小
2015/02/09 千葉県 城西国際大学　国際人文学部　国際交流学科 大・専
2015/02/09 東京都 滋慶学園　東京医薬専門学校　視能訓練士科 大・専
2015/02/09 神奈川県 法政大学　女子高等学校 高
2015/02/10 埼玉県 武南中学校 中
2015/02/10 埼玉県 昌平中学校 中
2015/02/11 東京都 ボーイスカウト杉並第11団カブスカウト隊 その他
2015/02/12 神奈川県 神奈川県立地球市民かながわプラザ　あーすぷらざ その他
2015/02/12 東京都 文化学園大学 大・専
2015/02/13 東京都 文化学園大学 大・専
2015/02/14 東京都 JICA東京研修員 その他
2015/02/14 千葉県 筑波大学附属聴覚特別支援学校　中学部 特殊学校
2015/02/15 神奈川県 ボーイスカウト大和第５団　カブ隊 その他
2015/02/18 埼玉県 杉戸町立高野台小学校 小
2015/02/19 神奈川県 神奈川県立相模原中等教育学校 中
2015/02/19 新潟県 新潟大学教育学部附属新潟中学校 中
2015/02/20 東京都 東京バイオテクノロジー専門学校 大・専
2015/02/20 茨城県 茨城県立並木中等教育学校 中
2015/02/20 開発教育担当者会議（参加者） その他
2015/02/21 東京都 JICA東京研修員 その他
2015/02/21 神奈川県 ガールスカウト神奈川県105団 その他
2015/02/24 山口県 山口大学大学院経済学研究科　公共管理コース 大・専
2015/02/26 東京都 立教大学　経営学部 大・専
2015/02/27 東京都 墨田区立両国小学校 小
2015/02/28 東京都 JICA国際協力中学生・高校生エッセイコンテスト表彰式 その他
2015/03/04 東京都 城西国際大学 大・専
2015/03/05 東京都 国立国会図書館 その他
2015/03/05 東京都 豊島区立西池袋中学校　 中
2015/03/06 東京都 渋谷区立松濤（しょうとう）中学校 中
2015/03/10 埼玉県 浦和学院高等学校 高
2015/03/10 兵庫県 近畿大学付属豊岡中学校 中
2015/03/14 千葉県 渋谷教育学園幕張高等学校 高
2015/03/14 東京都 三谷小学校グローバルキッズクラブ 小
2015/03/18 東京都 新宿区角筈特別出張所　日赤角筈分団 その他

1月

2月

3月



2015/03/18 東京都 アン　ランゲージスクール　成増校 その他
2015/03/18 東京都 KTC中央高等学院　東京キャンパス 高
2015/03/19 福井県 おおい町立大飯中学校 中
2015/03/19 東京都 東京都市大学附属中学校 中
2015/03/19 エッセイコンテスト受賞者2名 その他
2015/03/21 青森県 ガールスカウト青森県連盟 その他
2015/03/24 千葉県 八千代松陰高等学校 高
2015/03/24 歩こうの会 その他
2015/03/25 千葉県 千葉県立流山おおたかの森高等学校　剣道部 高
2015/03/25 新潟県 公益財団法人　長岡市国際交流協会 中
2015/03/25 東京都 東京医薬専門学校 大・専
2015/03/26 東京都 日本学校農業クラブ連盟 その他
2015/03/26 東京都 東京都立大田桜台高校 高
2015/03/27 広島県 ノートルダム清心中学・高等学校 高
2015/03/27 東京都 多摩市国際交流センター（TIC)　ユース国際交流部 その他
2015/03/30 岩手県 エムシーエス生涯学習センター 小

3月


