
2013年度

訪問日 都道府県 訪問団体名 団体区分

2013/04/05 千葉県 麗澤大学　外国語学部国際交流・国際協力専攻 大・専
2013/04/11 岩手県 花巻市立石鳥谷中学校 中
2013/04/16 岩手県 山田町立豊間根中学校 中
2013/04/16 石川県 珠洲市立緑丘中学校 中
2013/04/17 岩手県 北上市立和賀西中学校 中
2013/04/17 山形県 寒河江市立陵南中学校 中
2013/04/17 岩手県 岩手県盛岡市立大宮中学校 中
2013/04/17 岩手県 一関市立藤沢中学校 中
2013/04/17 福島県 白河市立白河第二中学校 中
2013/04/17 東京都 学習院大学　経済学部　眞嶋研究会 大・専
2013/04/18 宮城県 南三陸町立歌津中学校 中
2013/04/18 岩手県 盛岡市立下小路中学校 中
2013/04/18 秋田県 鹿角市立花輪第一中学校 中
2013/04/18 鳥取県 琴浦町立東伯中学校 中
2013/04/18 山形県 酒田市立第三中学校 中
2013/04/19 山形県 酒田市立鳥海八幡中学校 中
2013/04/23 東京都 中央大学杉並高等学校 高
2013/04/24 東京都 中央大学杉並高等学校 高
2013/04/24 新潟県 新潟市立早通中学校 中
2013/04/25 山形県 山形市立第八中学校 中
2013/04/26 滋賀県 守山市立守山南中学校 中
2013/04/30 東京都 修徳高等学校 高
2013/05/02 東京都 東京都立両国高等学校附属中学校 中
2013/05/08 北海道 苫小牧看護専門学校　看護第１科 大・専
2013/05/08 青森県 八戸市立長者中学校 中
2013/05/08 宮城県 石巻市立蛇田中学校 中
2013/05/09 石川県 七尾市立田鶴浜中学校 中
2013/05/09 石川県 金沢市立高岡中学校 中
2013/05/09 京都府 相楽東部広域連合立和束中学校 中
2013/05/09 宮城県 気仙沼市立唐桑中学校 中
2013/05/10 愛知県 名古屋市立本城中学校 中
2013/05/11 埼玉県 国際学院中学校 中
2013/05/13 岐阜県 大垣市立江並中学校 中
2013/05/14 兵庫県 福崎町立福崎東中学校 中
2013/05/14 東京都 山脇学園中学校 中
2013/05/15 北海道 函館市立本通中学校 中
2013/05/15 山形県 天童市立第一中学校 中
2013/05/15 三重県 名張市立赤目中学校 中
2013/05/15 宮城県 仙台市立生出中学校 中
2013/05/15 宮城県 岩沼市立岩沼西中学校 中
2013/05/15 岐阜県 郡上市立白鳥中学校 中
2013/05/16 京都府 舞鶴市立若浦中学校 中
2013/05/16 岡山県 倉敷市立黒崎中学校 中
2013/05/17 長野県 坂城町立村上小学校 小
2013/05/17 京都府 舞鶴市立加佐中学校 中
2013/05/19 静岡県 日本大学　国際関係学部　国際文化学科　永塚ゼミナール 大・専
2013/05/21 福井県 福井市立足羽中学校 中
2013/05/21 三重県 伊賀市立崇広中学校 中
2013/05/21 愛知県 大府市立大府南中学校 中
2013/05/22 福井県 勝山市立勝山南部中学校 中
2013/05/22 福井県 鯖江市立東陽中学校 中
2013/05/22 三重県 いなべ市立北勢中学校 中
2013/05/22 京都府 綾部市立豊里中学校 中
2013/05/22 岐阜県 大垣市立星和中学校 中
2013/05/22 愛知県 田原市立田原中学校 中
2013/05/23 福井県 南越前町立南条中学校 中
2013/05/23 千葉県 銚子市立第二中学校 中
2013/05/23 神奈川県 相模原市立鵜野森中学校 中
2013/05/23 埼玉県 埼玉県立大学　保健医療福祉学部　看護学科 大・専
2013/05/23 岐阜県 多治見市立南姫中学校 中
2013/05/23 岐阜県 中津川市立福岡中学校 中
2013/05/24 東京都 東京都立田柄高等学校 高
2013/05/24 岐阜県 瑞浪市立釜戸中学校 中
2013/05/24 愛知県 江南市立北部中学校 中
2013/05/26 東京都 中央大学杉並高等学校 高
2013/05/27 東京都 コロンビア大使館 その他

4月

5月



2013/05/28 東京都 帝京科学大学　子ども学部 大・専
2013/05/28 三重県 桑名市立光風中学校 中
2013/05/28 三重県 四日市市立朝明中学校 中
2013/05/28 愛知県 稲沢市立稲沢西中学校 中
2013/05/29 三重県 四日市市立富洲原中学校 中
2013/05/29 三重県 津市立美里中学校 中
2013/05/29 岐阜県 関市立上之保中学校 中
2013/05/30 東京都 修徳中学校 中
2013/05/30 岐阜県 安八町立登龍中学校 中
2013/05/30 愛知県 一宮市立尾西第一中学校 中
2013/05/30 愛知県 愛西市立佐屋中学校 中
2013/05/31 東京都 あきる野市御堂中学校 中
2013/05/31 三重県 四日市市立中部中学校 中
2013/05/31 岐阜県 岐阜市立長森南中学校 中
2013/06/04 東京都 清泉女子大学 大・専
2013/06/04 岐阜県 関市立桜ヶ丘中学校 中
2013/06/04 愛知県 春日丘中学校 中
2013/06/04 愛知県 豊川市立南部中学校 中
2013/06/05 東京都 聖心女子大学　 大・専
2013/06/05 三重県 鈴鹿市立鈴峰中学校 中
2013/06/05 三重県 四日市市立笹川中学校 中
2013/06/05 岐阜県 山県市立伊自良中学校 中
2013/06/05 愛知県 名古屋市立萩山中学校 中
2013/06/06 埼玉県 埼玉県立大学　保健医療福祉学部　看護学科 大・専
2013/06/06 愛知県 南知多町立内海中学校 中
2013/06/06 愛知県 大治町立大治中学校 中
2013/06/07 岐阜県 岐南町立岐南中学校 中
2013/06/08 埼玉県 浦和学院高等学校 高
2013/06/11 埼玉県 上尾市立大石中学校 中
2013/06/11 愛知県 大府市立大府西中学校 中
2013/06/12 東京都 帝京大学医療技術学部スポーツ医療学科救急救命コース 大・専
2013/06/12 京都府 京都府立莵道高等学校 高
2013/06/12 愛知県 犬山市立城東中学校 中
2013/06/12 愛知県 豊田市立末野原中学校 中
2013/06/12 愛知県 豊川市立御津中学校 中
2013/06/13 福井県 若狭町立三方中学校 中
2013/06/13 福井県 若狭町立上中中学校 中
2013/06/13 栃木県 佐野市立葛生中学校 中
2013/06/13 滋賀県 彦根市立稲枝中学校 中
2013/06/13 岡山県 勝山高等学校 高
2013/06/13 茨城県 神栖市立波崎第一中学校 中
2013/06/13 愛知県 豊川市立御津中学校 中
2013/06/14 和歌山県 和歌山県立耐久高等学校 高
2013/06/14 東京都 共立女子大学国際学部　一年生基礎ゼミナール 大・専
2013/06/14 神奈川県 専修大学　経済学部　狐崎知己ｾﾞﾐﾅｰﾙ 大・専
2013/06/14 愛知県 半田市立乙川中学校 中
2013/06/18 愛知県 扶桑町立扶桑北中学校 中
2013/06/19 徳島県 徳島県立城ノ内高等学校 高
2013/06/19 岡山県 岡山県立操山高等学校 高
2013/06/19 愛知県 江南市立古知野中学校 中
2013/06/19 東京都 専修大学付属高等学校 高
2013/06/20 愛知県 岩倉市立岩倉中学校 中
2013/06/22 千葉県 明海大学　　国際理解ゼミナール 大・専
2013/06/23 東京都 ボーイスカウト西東京第２団カブスカウト隊 その他
2013/06/23 神奈川県 国学院大学　国際協力サークル　優志 大・専
2013/06/25 愛知県 犬山市立南部中学校 中
2013/06/25 専門図書館協会　関東地区協議会 その他
2013/06/26 愛知県 犬山市立犬山中学校 中
2013/06/27 新潟県 上越市立牧小学校 小
2013/06/27 埼玉県 鶴ヶ島市立藤中学校 中
2013/06/28 東京都 武蔵大学 大・専
2013/06/28 千葉県 市原市立国分寺台西中学校 中
2013/06/28 新潟県 上越市立南本町小学校 小
2013/06/28 新潟県 上越市立柿崎小学校 小
2013/06/29 静岡県 静岡ガールスカウト33団 その他
2013/06/30 東京都 ボーイスカウト中野8団 小
2013/07/02 東京都 東村山市立東村山第七中学校 中
2013/07/02 東京都 文京学院大学　外国語学部　英語コミュニケーション学科 大・専
2013/07/03 東京都 東京家政学院大学　健康栄養学科　橋本研究室 大・専
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6月

7月



2013/07/04 千葉県 江戸川大学　社会学部現代社会学科 大・専
2013/07/04 岩手県 岩手県立盛岡聴覚支援学校　中学部 中
2013/07/07 東京都 創価大学　共通総合演習 大・専
2013/07/09 埼玉県 埼玉県立不動岡高校　外国語科 高
2013/07/10 群馬県 高崎市立高崎経済大学附属高等学校 高
2013/07/11 千葉県 社会福祉法人　白井市社会福祉協議会 その他
2013/07/11 新潟県 妙高市立新井北小学校 小
2013/07/12 千葉県 AANET　浦安 その他
2013/07/13 東京都 東京都立新宿山吹高等学校　ボランティア研究部 高
2013/07/16 東京都 貞静学園中学校 中
2013/07/17 東京都 織田ファッション専門学校 大・専
2013/07/17 東京都 文京学院大学女子高等学校 高
2013/07/18 東京都 世田谷区生涯大学OB会「ハッピー35」 その他
2013/07/19 埼玉県 西武学園文理高等学校 高
2013/07/20 東京都 港区立青山中学校 中
2013/07/22 栃木県 栃木県立栃木高等学校 高
2013/07/22 東京都 国立看護大学校 大・専
2013/07/22 東京都 国立看護大学校 大・専
2013/07/22 埼玉県 埼玉県教育委員会 その他
2013/07/23 東京都 国立看護大学校 大・専
2013/07/23 東京都 国立看護大学校 大・専
2013/07/23 新潟県 新潟市立高志中等教育学校 中
2013/07/24 東京都 麹町学園女子中学校 中
2013/07/25 兵庫県 兵庫県立龍野北高等学校　看護専攻科 高
2013/07/26 東京都 昭島市　公立中学校社会科部会 その他
2013/07/26 神奈川県 桐蔭学園インターアクトクラブ・聖光学院インターアクトクラブ 高
2013/07/26 広島県 広島県立尾道北高等学校 高
2013/07/27 東京都 目黒学院中学・高等学校 高
2013/07/30 東京都 文化服装学院 大・専
2013/07/30 東京都 愛国学園短期大学 大・専
2013/07/30 千葉県 松戸市こどもモニター その他
2013/07/30 埼玉県 さいたま市立浦和南高等学校 高
2013/07/31 栃木県 栃木県立小山高等学校 高
2013/08/01 山形県 国際ロータリー2800地区インターアクトクラブ その他
2013/08/01 群馬県 沼田ユネスコ協会 その他
2013/08/02 福岡県 福岡県立明善高等学校 高
2013/08/02 群馬県 群馬県立伊勢崎高等学校 高
2013/08/03 兵庫県 ティエラコム　東京トップリーダー合宿 その他
2013/08/03 東京都 新宿区立中町図書館 その他
2013/08/03 東京都 新宿区立中町図書館 その他
2013/08/04 東京都 新宿区立戸山図書館 その他
2013/08/04 東京都 新宿区立戸山図書館 その他
2013/08/09 東京都 杉並ユネスコ協会 中
2013/08/10 東京都 中央大学経済学部インターンシップ 大・専
2013/08/12 栃木県 栃木県立鹿沼東高等学校 高
2013/08/20 群馬県 前橋市教育委員会 その他
2013/08/21 神奈川県 がくどうプラス その他
2013/08/22 東京都 城西大学大学院 大・専
2013/08/22 群馬県 高崎ユネスコ協会 その他
2013/08/23 神奈川県 ガールスカウト神奈川県横浜支部第79団シニア部門 その他
2013/08/26 東京都 Kiddy CAT　英語教室　 その他
2013/08/26 東京都 練馬区立練馬東中学校 中
2013/08/26 東京都 芝中学・高等学校 高
2013/08/26 埼玉県 （社）さいたま観光国際協会　国際交流センター その他
2013/08/27 埼玉県 川口市立幸並中学校　英語クラブ 中
2013/08/28 埼玉県 昌平中学校 中
2013/08/28 京都府 同志社大学 大・専
2013/08/29 富山県 富山県立水橋高等学校 高
2013/08/29 東京都 ゆうちょ銀行（牛込第一中学校） 中
2013/08/29 神奈川県 日本女子大学附属中学校　インターナショナルクラブ 中
2013/08/30 千葉県 和洋国府台女子高等学校 高
2013/08/30 神奈川県 東海大学政治経済学部　福味敦ゼミナール 大・専
2013/09/03 東京都 ゆうちょ銀行（牛込第一中学校） 中
2013/09/03 山形県 米沢市立第七中学校 中
2013/09/04 山梨県 山梨県立大学国際政策学部　二宮ゼミナール 大・専
2013/09/04 山形県 南陽市立赤湯中学校 中
2013/09/05 群馬県 伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校 中
2013/09/07 東京都 安田学園中学校 中
2013/09/09 京都府 同志社女子大学　 大・専
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2013/09/10 兵庫県 兵庫県立大学附属中学校 中
2013/09/10 東京都 文化学園大学杉並高等学校 高
2013/09/11 東京都 練馬区立開進第二中学校 中
2013/09/11 山形県 白鷹町立西中学校 中
2013/09/13 東京都 台東区立浅草中学校 中
2013/09/18 福井県 勝山市立勝山北部中学校 中
2013/09/18 東京都 昭島市立清泉中学校 中
2013/09/18 東京都 東京都立新宿山吹高等学校　ボランティア研究部 高
2013/09/18 日独ヤングリーダーズフォーラム その他
2013/09/21 東京都 日本国際連合協会東京都本部 その他
2013/09/22 岩手県 盛岡大学日本語教員能力養成課程受講生 大・専
2013/09/24 東京都 豊島区立西池袋中学校 中
2013/09/25 静岡県 静岡文化芸術大学 大・専
2013/09/26 東京都 武蔵村山市立第三中学校 中
2013/09/26 青森県 つがる市立木造中学校 中
2013/10/02 岡山県 岡山市立岡山後楽館高等学校 高
2013/10/02 滋賀県 滋賀県立大津商業高等学校 高
2013/10/03 東京都 パルシステム東京　レッツゴーピース＆早稲田委員会 その他
2013/10/03 東京都 世田谷区立東深沢中学校 中
2013/10/03 長野県 長野県長野西高等学校 高
2013/10/04 東京都 江戸川区立小松川小学校 小
2013/10/05 群馬県 群馬国際アカデミー中高等部 中
2013/10/06 群馬県 群馬国際アカデミー中高等部 中
2013/10/08 茨城県 茗溪学園中学校高等学校 中
2013/10/08 広島県 広島県立吉田高等学校 高
2013/10/08 東京都 学習院高等科 高
2013/10/09 長野県 上田市立染谷丘高等学校 高
2013/10/09 静岡県 浜松市立西小学校 小
2013/10/10 広島県 広島県立大門高等学校 高
2013/10/10 広島県 広島県立福山誠之館高等学校 高
2013/10/10 新潟県 新潟県立新津高等学校 高
2013/10/11 岩手県 盛岡中央高等学校 高
2013/10/15 広島県 福山市立神辺東中学校 中
2013/10/15 島根県 島根県立三刀屋高等学校 高
2013/10/16 高知県 高知学芸高等学校 高
2013/10/17 長野県 上田市立城下小学校 小
2013/10/17 群馬県 群馬県立中央中等教育学校 高
2013/10/18 北海道 旭川商業高等学校　国際ビジネス科 高
2013/10/19 埼玉県 国際学院高等学校 高
2013/10/22 静岡県 藤枝市立青島小学校 小
2013/10/22 茨城県 神栖市立神栖第三中学校 中
2013/10/22 神奈川県 神奈川県立相模原中等教育学校（柿倉　裕太朗） 高
2013/10/23 神奈川県 神奈川県立相模原中等教育学校（柿倉　裕太朗） 高
2013/10/23 長野県 佐久市立佐久城山小学校 小
2013/10/23 東京都 練馬区立大泉北中学校 中
2013/10/24 神奈川県 神奈川県立相模原中等教育学校 高
2013/10/24 静岡県 浜松市立広沢小学校 小
2013/10/24 群馬県 群馬県立桐生女子高等学校 高
2013/10/29 東京都 富士見中学高等学校 中
2013/10/30 東京都 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 大・専
2013/10/30 静岡県 静岡市立西奈南小学校 小
2013/10/30 東京都 立正佼成会 その他
2013/10/31 栃木県 栃木県立学悠館高等学校　通信制課程 高
2013/10/31 静岡県 藤枝明誠中学校 中
2013/10/31 東京都 東京高尾看護専門学校 大・専
2013/11/01 茨城県 取手市立戸頭中学校 中
2013/11/01 茨城県 取手市立取手第二中学校 中
2013/11/01 東京都 練馬区立南が丘中学校 中
2013/11/01 神奈川県 駒沢女子大学 大・専
2013/11/01 平成25年教師海外研修教育行政担当者コース参加者 その他
2013/11/06 岡山県 岡山県立岡山操山中学校 中
2013/11/06 北海道 北海道斜里高等学校 高
2013/11/06 青森県 三沢市立第一中学校　2年1組 中
2013/11/07 滋賀県 滋賀県立水口東高等学校 高
2013/11/07 東京都 ゆうちょ銀行牛込店（牛込第二中学校） その他
2013/11/08 東京都 桐朋女子中学校 中
2013/11/08 東京都 新宿区立牛込第三中学校 中
2013/11/09 山梨県 （公財）山梨県国際交流協会　YIA国際塾 その他
2013/11/09 埼玉県 ガールスカウト埼玉第43団 その他

9月

10月

11月



2013/11/10 東京都 ガールスカウト東京都145団 その他
2013/11/12 東京都 暁星高等学校 高

2013/11/12 東京都
東京都立武蔵高校附属中学校
（東京都教育庁市地域教育支援部生涯学習課計画係） 中

2013/11/12 山形県 山形県立米沢興譲館高等学校 高
2013/11/13 東京都 新宿区立四谷中学校　新苑学級 中
2013/11/13 東京都 攻玉社中学校 中
2013/11/13 沖縄県 沖縄県立球陽高等学校 高
2013/11/14 東京都 東京都立日本橋高等学校 高
2013/11/14 埼玉県 埼玉県教育委員会 高
2013/11/15 東京都 東京都立日本橋高等学校 高
2013/11/15 東京都 東京ベルエポック美容専門学校 大・専
2013/11/15 茨城県 茨城県立土浦第一高等学校 高
2013/11/16 東京都 川崎市手話サークル　幸の会 その他
2013/11/17 神奈川県 横浜市立南高等学校附属中学校 中
2013/11/19 栃木県 益子町立七井中学校 中
2013/11/19 神奈川県 相模原市立桂北小学校 小
2013/11/19 高知県 土佐高等学校 高
2013/11/20 東京都 東京ベルエポック美容専門学校 大・専
2013/11/20 奈良県 奈良文化高等学校 高
2013/11/20 静岡県 島田市立初倉南小学校 小
2013/11/20 山口県 野田学園中学校 中
2013/11/20 東京都 東洋大学　眞子ゼミ 大・専
2013/11/21 千葉県 富里第一地区社会福祉協議会 その他
2013/11/21 東京都 東京ベルエポック美容専門学校 大・専
2013/11/22 埼玉県 埼玉平成中学校 中
2013/11/22 静岡県 静岡市立清水高部東小学校 小
2013/11/22 神奈川県 神奈川県立相模原総合高等学校 高
2013/11/23 埼玉県 川口市立安行中学校　文芸部 中
2013/11/25 東京都 渋谷区立松濤中学校 中
2013/11/26 日本エコツーリズム その他
2013/11/26 東京都 渋谷区立松濤中学校 中
2013/11/26 埼玉県 獨協大学 大・専
2013/11/27 東京都 世田谷区立玉川中学校 中
2013/11/27 東京都 渋谷区立松濤中学校 中
2013/11/27 東京都 第一学院高等学校　四谷キャンパス 高
2013/11/28 山口県 山口県立西市高等学校 高
2013/11/28 東京都 世田谷区立玉川中学校 中
2013/11/28 東京都 渋谷区立松濤中学校 中
2013/11/29 千葉県 クラーク記念国際高等学校　柏キャンパス 高
2013/11/29 東京都 八王子市立第一中学校 中
2013/11/29 東京都 世田谷区立玉川中学校 中
2013/11/29 東京都 渋谷区立松濤中学校 中
2013/11/29 宮城県 宮城県泉高等学校　 高
2013/11/30 茨城県 ガールスカウト茨城第42団 その他
2013/11/30 東京都 独協埼玉高等学校 高
2013/12/03 福島県 郡山ザベリオ学園中学校　英語部 中
2013/12/03 神奈川県 神奈川県立横浜清陵総合高等学校 高
2013/12/03 京都府 京都府立西城陽高等学校 高
2013/12/03 大分県 大分県立安心院高等学校 高
2013/12/04 長崎県 長崎県立清峰高等学校 高
2013/12/04 長崎県 長崎県立猶興館高等学校 高
2013/12/04 広島県 広島市立安佐北高等学校 高
2013/12/05 宮崎県 宮崎県立日向高等学校 高
2013/12/06 長野県 長野県諏訪二葉高等学校　1学年 高
2013/12/07 東京都 お茶の水女子大学 大・専
2013/12/07 東京都 独協埼玉高等学校 高
2013/12/08 神奈川県 上智短期大学 大・専
2013/12/09 長崎県 長崎県立佐世保西高等学校 高
2013/12/11 神奈川県 神奈川県立川崎高等学校 高
2013/12/11 東京都 都立桜修館中等教育学校 中
2013/12/11 埼玉県 久喜市立小林小学校 小
2013/12/11 長崎県 長崎県立諫早高等学校 高
2013/12/12 東京都 東京家政学院大学　佐藤ゼミ 大・専
2013/12/12 東京都 都立桜修館中等教育学校 中
2013/12/12 東京都 東京家政学院大学　現代家政学科 大・専
2013/12/12 東京都 日本大学法学部経営法学科 大・専
2013/12/13 大分県 大分県立竹田高等学校 高
2013/12/13 東京都 都立桜修館中等教育学校 中

11月

12月



2013/12/13 埼玉県 獨協大学　竹田ゼミナール 大・専
2013/12/15 千葉県 ガールスカウト千葉60団　シニア部門 中
2013/12/17 東京都 東京都立日本橋高等学校 高
2013/12/17 埼玉県 深谷市立深谷小学校 小
2013/12/18 東京都 東京都立白鴎高等学校 高
2013/12/18 東京都 東京都立白鴎高等学校 高
2013/12/19 東京都 東京都立白鴎高等学校 高
2013/12/20 東京都 武蔵野大学　太田ゼミ 大・専
2013/12/26 埼玉県 埼玉県社会科教員 その他
2013/12/27 東京都 独協埼玉高等学校 高
2014/01/08 東京都 練馬区立南田中小学校 小
2014/01/09 東京都 東京家政学院大学　佐藤ゼミ 大・専
2014/01/10 埼玉県 春日部市立富多小学校 小
2014/01/11 静岡県 三島高校 高
2014/01/11 千葉県 明海大学　国際理解ゼミナール 大・専
2014/01/13 東京都 恵泉女学園中学・高等学校 中
2014/01/13 東京都 東京工科大学　 大・専
2014/01/14 神奈川県 法政大学　国際政治学科・経営学科 大・専
2014/01/14 兵庫県 兵庫県立明石北高等学校 高
2014/01/15 東京都 東海大学付属高輪台高等学校 高
2014/01/15 福岡県 福岡県立小倉東高校 高
2014/01/16 神奈川県 神奈川県立希望ヶ丘高等学校 高
2014/01/16 東京都 東京家政学院大学　現代家政学科 大・専
2014/01/17 神奈川県 Piece×Peace Festa 大・専
2014/01/17 東京都 立川市立柏小学校 小
2014/01/17 広島県 尾道市立栗原中学校 中
2014/01/17 千葉県 江戸川大学　マスコミ学科 大・専
2014/01/18 福岡県 福岡県立福岡工業大学附属城東高等学校 高
2014/01/18 茨城県 茗溪学園中学校高等学校 中
2014/01/19 神奈川県 横浜南高等学校附属中学校 中
2014/01/21 埼玉県 杉戸町立高野台小学校 小
2014/01/21 埼玉県 クラーク記念国際高等学校　さいたまｷｬﾝﾊﾟｽ 高
2014/01/22 埼玉県 クラーク記念国際高等学校　さいたまｷｬﾝﾊﾟｽ 高
2014/01/22 埼玉県 埼玉県立不動岡高等学校 高
2014/01/23 東京都 東久留米市立西中学校 中
2014/01/23 神奈川県 法政大学第二高等学校 高
2014/01/24 東京都 新宿区立落合第二中学校 中
2014/01/24 東京都 中野区立中野中学校 中
2014/01/25 埼玉県 入間市児童センター その他
2014/01/25 東京都 Full Gospel Tokyo その他
2014/01/28 東京都 中野区立北中野中学校 中
2014/01/30 東京都 立川市立松中小学校 小
2014/01/31 群馬県 群馬県立館林女子高等学校 高
2014/01/31 高知県 高知県立高知西高等学校 高
2014/01/31 東京都 葛飾区立立石中学校 中
2014/01/31 東京都 東京医薬専門学校 大・専
2014/02/01 東京都 東京女学館中学校 中
2014/02/02 東京都 ガールスカウト東京都第97団 その他
2014/02/02 埼玉県 埼玉県深谷市教育委員会「こころざし深谷国際塾」 その他
2014/02/04 神奈川県 川崎市立宮内中学校 中
2014/02/04 東京都 中央区立晴海中学校 中
2014/02/04 東京都 東京学芸大学附属高等学校 高
2014/02/06 東京都 府中市立府中第八中学校 中
2014/02/06 東京都 葛飾区立東金町中学校 中
2014/02/06 東京都 平成25年度第2回国際協力推進員新着任講習会 その他
2014/02/07 佐賀県 佐賀県立致遠館高等学校 高
2014/02/07 東京都 東京韓国学校中等部 中
2014/02/07 東京都 NPO法人　星槎教育研究所 その他
2014/02/07 東京都 荒川区立第四中学校 中
2014/02/08 東京都 東京韓国学校中等部 中
2014/02/09 東京都 東京韓国学校中等部 中
2014/02/09 東京都 東京都立両国高等学校 高
2014/02/13 東京都 文化学園大学　新都心キャンパス 大・専
2014/02/14 長野県 信州大学人文学部 大・専
2014/02/16 東京都 ガールスカウト東京第36団 その他
2014/02/16 東京都 ガールスカウト東京都第215団 その他
2014/02/18 茨城県 土浦市社会福祉協議会　上大津支部　 その他
2014/02/19 奈良県 天理看護学院　助産学科 大・専
2014/02/20 山形県 庄内町立余目中学校 中

1月

2月
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2014/02/21 東京都 小平市立小平第十二小学校 小
2014/02/23 神奈川県 ガールスカウト神奈川県第79団 その他
2014/02/25 東京都 練馬区立旭丘小学校 小
2014/02/26 東京都 総研フォーラム その他
2014/02/27 熊本県 熊本市国際交流振興事業団　第2回学生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾌｫｰﾗﾑ その他
2014/02/28 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
2014/03/02 東京都 豊島区第12地区青少年育成委員会　環境部 その他
2014/03/05 神奈川県 神奈川県立地球市民かながわプラザ その他
2014/03/05 長崎県 海星高等学校 高
2014/03/06 東京都 文京区立音羽中学校 中
2014/03/06 静岡県 学校法人静岡理工科大学　静岡北中学校 中
2014/03/07 東京都 中野区立白桜小学校 小
2014/03/07 埼玉県 上尾市立上尾中学校 中
2014/03/10 東京都 渋谷区立松濤中学校 中
2014/03/11 東京都 淑徳巣鴨中学高等学校 高
2014/03/12 京都府 立命館中学校・高等学校 中
2014/03/13 栃木県 一般社団法人　真岡青年会議所 その他
2014/03/14 東京都 杉並区立永福小学校 小
2014/03/15 東京都 ガールスカウト東京都第191団 その他
2014/03/18 神奈川県 聖ヨゼフ学園高等学校 高
2014/03/18 東京都 筑波大学附属視覚特別支援学校高等部 特殊学校
2014/03/21 群馬県 ガールスカウト群馬第2団 その他
2014/03/22 青森県 ガールスカウト青森県連盟 その他
2014/03/25 新潟県 長岡市国際交流協会 その他
2014/03/26 千葉県 浦安市国際センター その他
2014/03/27 東京都 日本学校農業クラブ連盟 その他
2014/03/27 神奈川県 鶴見大学附属中学校・高等学校 中
2014/03/27 東京都 多摩市国際交流センター その他
2014/03/28 千葉県 千葉県立流山おおたかの森高等学校 高
2014/03/29 静岡県 ガールスカウト静岡県第24団 その他
2014/03/30 静岡県 ガールスカウト静岡県82団 その他
2014/03/31 鹿児島県 鹿児島県アジア・太平洋農村研修センター その他
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3月


