
2015年度
訪問日 都道府県 訪問団体名 団体区分

2015/04/01 群馬県 ガールスカウト群馬県連盟　第67団 その他
2015/04/04 東京都 こだいら国際協力プロジェクトSeed その他
2015/04/05 千葉県 麗澤大学 大・専
2015/04/09 岩手県 一関市立萩荘中学校 中
2015/04/13 埼玉県 地域連係課　埼玉県教員研修 その他
2015/04/14 岩手県 宮古市立宮古西中学校 中
2015/04/14 岩手県 盛岡市立土淵中学校 中
2015/04/15 岩手県 岩手県　室根中学校 中
2015/04/15 岩手県 二戸市立御返地中学校 中
2015/04/15 福島県 喜多方市立山都中学校 中
2015/04/15 岩手県 九戸中学校 中
2015/04/15 岩手県 岩手県盛岡市立上田中学校 中
2015/04/15 兵庫県 神戸市立有野北中学校 中
2015/04/15 岩手県 一関市立桜町中学校 中
2015/04/16 岩手県 北上市立飯豊中学校 中
2015/04/16 岩手県 平泉町立平泉中学校 中
2015/04/16 三重県 志摩市立文岡中学校 中
2015/04/17 栃木県 那須町立黒田原中学校 中
2015/04/17 新潟県 新潟市立山の下中学校 中
2015/04/17 京都府 京都府京丹後市立大宮中学校 中
2015/04/17 山形県 酒田市立第三中学校 中
2015/04/17 岩手県 西和賀町立湯田中学校 中
2015/04/17 茨城県 茨城高校 高
2015/04/19 千葉県 麗澤大学 大・専
2015/04/21 茨城県 茨城県立水戸啓明高等学校 高
2015/04/22 島根県 開星高等学校　高２一貫　特進コース 高
2015/04/23 福島県 喜多方市立第一中学校 中
2015/04/23 高知県 東洋町立甲浦中学校 中
2015/04/23 宮城県 美里町立小牛田中学校 中
2015/04/23 三重県 伊勢市立豊浜中学校 中
2015/04/23 三重県 伊勢市立港中学校 中
2015/04/24 宮城県 気仙沼市立面瀬中学校 中
2015/04/24 宮城県 宮城県大河原町立金ヶ瀬中学校 中
2015/04/25 滋賀県 湖南市立甲西北中学校 中
2015/04/25 千葉県 麗澤大学　阿久根ゼミ 大・専
2015/04/25 東京都 中央大学　全学連携教育機構 大・専
2015/04/26 東京都 八王子高校 高
2015/04/29 北海道 比布町立比布中学校 中
2015/05/07 千葉県 市川高等学校 高
2015/05/07 宮城県 大崎市立古川東中学校 中
2015/05/07 千葉県 市川高等学校 高
2015/05/08 東京都 新宿区立愛日小学校 小
2015/05/09 埼玉県 国際学院中学校 中
2015/05/09 東京都 ガールスカウト東京都第196団 その他
2015/05/10 青森県 八戸市立市川中学校 中
2015/05/10 東京都 東京都217団ガールスカウト その他
2015/05/10 千葉県 渋谷教育学園幕張高等学校 高
2015/05/12 神奈川県 横浜市立美しが丘中学校 中
2015/05/12 愛知県 扶桑町立扶桑中学校 中
2015/05/13 和歌山県 有田市立文成中学校 中
2015/05/13 愛知県 春日井市立中部中学校 中
2015/05/13 宮城県 石巻市立湊中学校 中
2015/05/13 宮城県 岩沼西中学校 中
2015/05/13 京都府 福知山市立桃映中学校 中
2015/05/14 宮城県 宮城県大崎市立古川中学校 中
2015/05/14 長野県 上田市立城下小学校 小
2015/05/14 愛知県 北名古屋市立熊野中学校 中
2015/05/14 岡山県 倉敷市立黒崎中学校 中
2015/05/15 宮城県 石巻市立住吉中学校 中
2015/05/15 東京都 お茶の水女子大学附属高等学校 高
2015/05/15 東京都 警察庁国際課　国際協力課程 その他
2015/05/15 愛知県 犬山市立犬山中学校 中
2015/05/15 東京都 玉川聖学院 高
2015/05/15 三重県 伊賀市立霊峰中学校 中
2015/05/15 京都府 精華町立精華西中学校 中
2015/05/16 東京都 お茶の水女子大学附属高等学校 高
2015/05/16 東京都 お茶の水女子大学附属高等学校　１班 高
2015/05/16 東京都 中央大学杉並高等学校 高
2015/05/17 東京都 東京都217団ガールスカウト その他
2015/05/19 宮城県 仙台市立長町中学校 中
2015/05/19 秋田県 大館市立東中学校 中
2015/05/19 静岡県 御殿場市立御殿場中学校 中
2015/05/19 岐阜県 高山市立松倉中学校 中

4月

5月



2015/05/20 青森県 田舎館村立田舎館中学校 中
2015/05/20 愛知県 岩倉市立岩倉中学校 中
2015/05/20 京都府 綾部市立豊里中学校 中
2015/05/21 福井県 南越前町立南条中学校 中
2015/05/21 愛知県 新城市立東郷中学校 中
2015/05/21 三重県 三重県多気町立勢和中学校 中
2015/05/21 岐阜県 郡上市立八幡中学校 中
2015/05/21 宮城県 加美町立小野田中学校 中
2015/05/21 宮城県 利府町立利府西中学校 中
2015/05/22 三重県 三重県桑名市立正和中学校 中
2015/05/22 三重県 三重県四日市市立山手中学校 中
2015/05/22 岐阜県 瑞浪市立釜戸中学校 中
2015/05/22 海外 National Sun Yat-Sen University 大・専
2015/05/22 海外 Hong Kong Institute of education 大・専
2015/05/23 東京都 亜細亜大学国際関係学部 大・専
2015/05/24 埼玉県 川口市立幸並中学校 中
2015/05/24 東京都 ガールスカウト東京21団 その他
2015/05/25 静岡県 静岡県駿東郡長泉町立北中学校 中
2015/05/25 東京都 大正大学　人間環境学科 大・専
2015/05/25 東京都 東京未来大学　こども心理学部 大・専
2015/05/26 埼玉県 埼玉県立大学　保健医療福祉学部看護学科（母子看護学実習） 大・専
2015/05/27 愛知県 犬山市立東部中学校 中
2015/05/27 福井県 福井県福井市藤島中学校 中
2015/05/28 三重県 四日市市立内部中学校 中
2015/05/28 愛知県 新城市立新城中学校 中
2015/05/28 愛知県 江南市立布袋中学校 中
2015/05/28 奈良県 田原本町立北中学校 中
2015/05/28 愛知県 あま市立甚目寺中学校 中
2015/05/28 岐阜県 岐阜県関市立小金田中学校 中
2015/05/28 茨城県 鉾田市立大洋中学校 中
2015/05/29 岐阜県 岐阜市立厚見中学校 中
2015/05/30 三重県 松阪市立嬉野中学校 中
2015/05/30 東京都 東京都立国際高等学校　国際協力ボランティア同好会 高
2015/05/30 千葉県 勇志国際高等学校 高
2015/05/31 東京都 國學院大學　国際協力サークル～優志～ 大・専
2015/06/02 愛知県 小牧市立桃陵中学校 中
2015/06/02 愛知県 岡崎市立葵中学校 中
2015/06/02 愛知県 北名古屋市立訓原中学校 中
2015/06/02 愛知県 豊明市立沓掛中学校 中
2015/06/03 愛知県 名古屋市立南天白中学校 中
2015/06/03 愛知県 名古屋市立萩山中学校 中
2015/06/03 愛知県 弥富北中学校 中
2015/06/03 滋賀県 大津市立まの中学校 中
2015/06/03 滋賀県 近江八幡市立八幡中学校 中
2015/06/04 福井県 越前市万葉中学校 中
2015/06/04 東京都 田園調布学園中等部 中
2015/06/04 岐阜県 山県市立高富中学校 中
2015/06/04 岐阜県 岐南町立岐南中学校 中
2015/06/05 東京都 あきる野市立御堂中学校 中
2015/06/05 東京都 共立女子大学国際学部 大・専
2015/06/09 東京都 東京都立小石川中等教育学校1-D 中
2015/06/09 栃木県 佐野市立葛生中学校 中
2015/06/10 愛知県 豊田市立猿投中学校 中
2015/06/10 岡山県 岡山県立津山高等学校 高
2015/06/10 東京都 東洋大学国際地域学国際地域学科　入門ゼミ 大・専
2015/06/11 愛知県 名古屋市立北陵中学校 中
2015/06/11 岐阜県 恵那市立恵那東中学校 中
2015/06/11 愛知県 岡崎市立六ッ美北中学校 中
2015/06/12 愛知県 名古屋市立菊井中学校 中
2015/06/13 埼玉県 浦和学院高等学校 高
2015/06/13 埼玉県 川口市立県陽高等学校 高
2015/06/14 東京都 ボーイスカウト東京連盟八王子13団 その他
2015/06/16 東京都 清泉女子大学 大・専
2015/06/16 神奈川県 川崎市立東橘中学校 中
2015/06/16 愛知県 名古屋市立桜ヶ丘中学校 中
2015/06/17 愛知県 豊田市立梅坪台中学校 中
2015/06/17 群馬県 高崎市立高崎経済大学附属高等学校 高
2015/06/18 岐阜県 養老町立東部中学校 中
2015/06/18 東京都 東京家政学院大学 大・専
2015/06/19 岐阜県 大垣市立江並中学校 中
2015/06/20 東京都 目白大学児童教育学科 大・専
2015/06/21 東京都 お茶の水女子大学　文教育学部人間社会科学科 大・専
2015/06/21 東京都 創価大学 Peace☆Wave 大・専
2015/06/22 埼玉県 駿河台大学経済経営学部水尾ｾﾞﾐﾅｰﾙ 大・専
2015/06/23 岐阜県 大垣市立星和中学校 中

5月

6月



2015/06/23 愛知県 名古屋市立大江中学校 中
2015/06/23 埼玉県 埼玉県立大学　保健医療福祉学部看護学科　 大・専
2015/06/24 東京都 千代田女学園高等学校　グローバルリーダーコース 高
2015/06/24 東京都 東京医科歯科大学 大・専
2015/06/24 東京都 目白大学　児童教育学科 大・専
2015/06/25 東京都 パルシステム東京　葛西委員会 その他
2015/06/25 東京都 文化学園大学杉並高等学校 高
2015/06/26 東京都 シオミ　ユキコ 大・専
2015/06/26 埼玉県 埼玉県立総合教育センター その他
2015/06/26 東京都 柳田　美聖（共立女子高等学校） 高
2015/06/26 埼玉県 埼玉県立総合教育センター その他
2015/06/27 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
2015/06/27 埼玉県 ボーイスカウト狭山１団カブ隊 その他
2015/06/27 静岡県 日本大学　国際関係学部　国際総合政策学科 大・専
2015/06/28 東京都 ガールスカウト東京第18団 その他
2015/06/29 埼玉県 民族フォーラム その他
2015/06/30 東京都 東洋大学　社会学部 大・専
2015/06/30 東京都 明治大学　小林尚朗ゼミナール 大・専
2015/07/02 埼玉県 埼玉県立不動岡高等学校　3年9組　 高
2015/07/03 青森県 六ヶ所村立第一中学校 中
2015/07/04 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
2015/07/04 東京都 中央大学商学部　舟木ゼミ 大・専
2015/07/05 東京都 東京学芸大学（学芸フロンティアF) 大・専
2015/07/08 東京都 東京都立本所高等学校 高
2015/07/08 東京都 東京学芸大学　留学生センター 大・専
2015/07/09 静岡県 裾野市立南小学校 小
2015/07/09 東京都 東京都立本所高等学校 高
2015/07/09 東京都 東京都立青山高等学校 高
2015/07/10 東京都 中央大学杉並高等学校 高
2015/07/10 神奈川県 アレセイア　湘南高等学校 高
2015/07/10 東京都 東京都立青山高等学校 高
2015/07/11 千葉県 二松學舍大学附属柏中学校　１年生グローバルコース 中
2015/07/13 東京都 東京都立青山高等学校 高
2015/07/14 東京都 東京都立蒲田高等学校 高
2015/07/14 東京都 東京都立青山高等学校 高
2015/07/14 東京都 平成27年度東京グローバル・ユース・キャンプ教員研修【事前研修】 その他
2015/07/15 東京都 東京都立青山高等学校 高
2015/07/19 静岡県 日本大学　国際協力部 大・専
2015/07/21 東京都 国立看護大学校 大・専
2015/07/21 神奈川県 神奈川県立横浜緑ヶ丘高校 高
2015/07/21 東京都 メデュケアアフタースクール 小
2015/07/21 東京都 国立看護大学校 大・専
2015/07/21 神奈川県 慶應義塾大学　文学部 大・専
2015/07/22 東京都 国立看護大学校 大・専
2015/07/22 東京都 聖徳学園中学校 中
2015/07/22 富山県 富山県立泊高等学校 高
2015/07/23 兵庫県 兵庫県立龍野北高等学校看護専攻科 大・専
2015/07/23 京都府 立命館中学校・高等学校 高
2015/07/23 東京都 玉川大学　寺本ゼミ 大・専
2015/07/23 東京都 平成27年度東京グローバル・ユース・キャンプ教員研修【事前研修】 その他
2015/07/24 広島県 広島県立尾道北高等学校 高
2015/07/28 東京都 International woman’s club JAPAN その他
2015/07/28 富山県 富山県立魚津高等学校 高
2015/07/28 神奈川県 神奈川県立湘南高等学校 高
2015/07/29 富山県 富山県立呉羽高等学校 高
2015/07/29 福島県 新生日本・再生故郷実行委員会
（会津若松市役所　企画調査課） その他
2015/07/29 福島県 新生日本・再生故郷実行委員会（会津若松市役所　企画調査課） その他
2015/07/30 東京都 新宿区立戸山図書館 その他
2015/07/30 埼玉県 さいたま市立浦和南高等学校 高
2015/07/30 東京都 新宿区立戸山図書館 その他
2015/07/30 東京都 武蔵村山市立第三中学校　English club 中
2015/07/31 大阪府 関西大学　高等部 高
2015/07/31 東京都 八王子市立石川中学校 中
2015/07/31 群馬県 群馬県高等学校教育研究会国際教育部会（群馬県立前橋西高校内） 高
2015/08/02 埼玉県 埼玉県立不動岡高等学校 高
2015/08/05 埼玉県 蒲生地区センター・公民館主催事業　がもう寺子屋 その他
2015/08/05 福岡県 福岡県立筑紫丘高等学校 高
2015/08/05 茨城県 茨城県立日立第二高等学校 高
2015/08/05 栃木県 さくら市国際交流協会 その他
2015/08/06 東京都 新宿区立中町図書館 その他
2015/08/06 富山県 富山県立富山高等学校 高
2015/08/06 東京都 稲城市立稲城第六中学校 中
2015/08/06 愛知県 半田市立板山小学校 小
2015/08/07 東京都 杉並ユネスコ協会 その他
2015/08/08 東京都 中央大学　経済学部　インターンシップ 大・専

8月

6月

7月



2015/08/10 栃木県 栃木県立鹿沼東高等学校　英語国際理解部 高
2015/08/10 山形県 国際ロータリー第2800地区　山形県インターアクトクラブ その他
2015/08/11 群馬県 沼田ユネスコ協会 その他
2015/08/11 東京都 関東国際高校 高
2015/08/11 千葉県 千葉市総務局市長公室国際交流課 その他
2015/08/12 茨城県 茨城県立水戸桜ノ牧高等学校 高
2015/08/13 群馬県 共愛学園高等学校　ワールドカルチャークラブ 高
2015/08/14 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
2015/08/15 東京都 創価大学法学部 大・専
2015/08/18 埼玉県 埼玉県立総合教育センター江南支店 その他
2015/08/18 埼玉県 川口市立幸並中学校 中
2015/08/19 JICA子どもデー その他
2015/08/20 群馬県 前橋市教育委員会 中
2015/08/20 神奈川県 日本セカンドライフ協会 その他
2015/08/21 群馬県 高崎ユネスコ協会 その他
2015/08/21 東京都 聖徳学園高等学校 高
2015/08/21 教師海外研修（教育行政担当コース）事前研修　スリランカコース その他
2015/08/22 東京都 港区子どもふれあいルーム その他
2015/08/22 東京都 文京学院大学女子高等学校 高
2015/08/23 群馬県 みどり市社会福祉協議会 その他
2015/08/24 栃木県 栃木県立小山城南高等学校 高
2015/08/25 千葉県 JICA千葉デスク その他
2015/08/25 東京都 練馬区立練馬東中学校 中
2015/08/26 山口県 山口県立宇部高等学校 高
2015/08/27 富山県 富山県立小杉高等学校 高
2015/08/27 富山県 富山県立氷見高等学校 高
2015/08/27 神奈川県 捜真女学校 中
2015/08/28 埼玉県 和光市教育相談生徒指導部会 その他
2015/08/28 2015年度ＪＩＣＡ地球ひろば　開発教育指導者研修　教師海外研修過年度参加者対象　実践共有会 その他
2015/08/31 神奈川県 湘南平塚看護専門学校 大・専
2015/09/01 東京都 学校法人城西大学（城西大学　城西国際大学） 大・専
2015/09/01 京都府 同志社大学 大・専
2015/09/02 山形県 高畠町立第二中学校 中
2015/09/02 広島県 広島修道大学法学部国際政治学科 大・専
2015/09/02 東京都 東京大学教育学部附属中等教育学校 中
2015/09/03 群馬県 伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校 中
2015/09/03 東京都 ゆうちょ銀行牛込店（牛込第二中学校） その他
2015/09/03 埼玉県 駿河台大学 大・専
2015/09/04 埼玉県 深谷市立藤沢中学校 中
2015/09/04 新潟県 新潟県上越市立大和小学校 小
2015/09/08 東京都 練馬区立開進第二中学校 中
2015/09/09 秋田県 秋田県立大館国際情報学院中学校 中
2015/09/09 長野県 長野県立長野養護学校朝陽教室 高
2015/09/10 宮城県 宮城県柴田郡川崎町立川崎中学校 中
2015/09/11 東京都 杉並区立井草中学校 中
2015/09/11 東京都 杉並区立井草中学校 中
2015/09/11 東京都 安田学園中学校 中
2015/09/12 埼玉県 浦和学院高等学校 高
2015/09/14 東京都 杉並区立井草中学校 中
2015/09/15 東京都 杉並区立井草中学校 中
2015/09/15 東京都 東京都立小石川中等教育学校 高
2015/09/16 埼玉県 埼玉県立総合教育センター江南支所 その他
2015/09/16 香川県 香川県立高松南高等学校　専攻科看護科 大・専
2015/09/16 三重県 志摩市立志摩中学校 中
2015/09/19 新潟県 学校法人中越学園中越高等学校 高
2015/09/20 東京都 日本国際連合協会東京都本部 その他
2015/09/26 東京都 SHRET その他
2015/09/26 国際協力レポーター2015事後研修 その他
2015/09/27 青森県 八戸看護専門学校 大・専
2015/09/28 兵庫県 関西学院高等部 高
2015/09/30 徳島県 徳島県立脇町高等学校 高
2015/10/01 山口県 山口県立奈古高等学校 高
2015/10/01 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
2015/10/01 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
2015/10/01 石川県 石川県立小松高等学校 高
2015/10/02 岐阜県 恵那市立恵那西中学校 中
2015/10/04 群馬県 ぐんま国際アカデミー中高等部 高
2015/10/06 広島県 広島市立安佐北高等学校 高
2015/10/07 静岡県 浜松市立西小学校 小
2015/10/07 広島県 広島県立福山葦陽高等学校 高
2015/10/07 広島県 広島県立尾道東高等学校 高
2015/10/08 三重県 松阪市立殿町中学校 中
2015/10/08 島根県 島根県立松江東高等学校 高
2015/10/09 東京都 東京都立田柄高等学校 高
2015/10/09 東京都 新宿区立新宿西戸山中学校 中
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2015/10/09 平成27年度　JICA地球ひろば教師海外研修（行政担当者コースカンボジア/ネパールコース　事前研修） その他
2015/10/13 神奈川県 神奈川県立横浜清陵総合高等学校 高
2015/10/13 東京都 一般財団法人　日本国際協力センター その他
2015/10/14 三重県 松阪市立中部中学校 中
2015/10/14 広島県 広島県立可部高等学校 高
2015/10/15 香川県 香川誠陵中学校 中
2015/10/16 静岡県 静岡インターナショナルエアリゾート専門学校 大・専
2015/10/16 東京都 多摩市立落合中学校 中
2015/10/20 茨城県 茨城県立水戸第二高等学校 高
2015/10/20 東京都 パルシステム石神井委員会 その他
2015/10/20 静岡県 浜松市立中川小学校 小
2015/10/20 栃木県 栃木県立石橋高等学校 高
2015/10/21 岡山県 岡山市立岡山後楽館高等学校 高
2015/10/21 茨城県 茨城県立太田第一高等学校 PTA その他
2015/10/21 東京都 東京大学教育学部附属中等教育学校 中
2015/10/22 新潟県 新潟県立柏崎常盤高等学校 高
2015/10/22 富山県 富山県立滑川高等学校 高
2015/10/22 群馬県 群馬県立桐生女子高等学校 高
2015/10/22 静岡県 静岡市立清水不二見小学校 小
2015/10/23 新潟県 新潟明訓高等学校 高
2015/10/23 新潟県 新潟県立高田北城高等学校 高
2015/10/26 東京都 早稲田フロンティアキッズ その他
2015/10/26 千葉県 川村学園女子大学　教育学部　児童教育学科 大・専
2015/10/27 神奈川県 横浜三育小学校 小
2015/10/27 静岡県 浜松市立上島小学校 小
2015/10/27 東京都 学習院高等科　 高
2015/10/28 高知県 高知県立梼原高等学校 高
2015/10/28 東京都 東京都立桜修館中等教育学校 中
2015/10/28 静岡県 島田市立初倉小学校 小
2015/10/29 和歌山県 有田川町立金屋中学校 中
2015/10/29 東京都 葛飾区立大道中学校 中
2015/10/29 東京都 東京都立桜修館中等教育学校 中
2015/10/29 静岡県 牧之原市立地頭方小学校 小
2015/10/30 東京都 東京都立桜修館中等教育学校 中
2015/10/30 新潟県 妙高市立新井小学校 小
2015/10/30 新潟県 妙高市立新井小学校 小
2015/10/31 東京都 武蔵野女子学院高等学校 高
2015/11/04 埼玉県 昌平中学校 中
2015/11/05 東京都 ゆうちょ銀行牛込店（牛込第二中学校） その他
2015/11/05 静岡県 川根本町立中央小学校 小
2015/11/05 東京都 桐朋女子中学校 中
2015/11/06 静岡県 袋井市立袋井北小学校 小
2015/11/06 海外 KOICA理事 その他
2015/11/07 福島県 鏡石町国際交流推進協議会 その他
2015/11/08 東京都 東京北8団ボーイスカウトビーバー隊 小
2015/11/10 埼玉県 獨協大学　経済学部　木原ゼミナール 大・専
2015/11/10 山形県 山形県立米沢興譲館高等学校 高
2015/11/11 滋賀県 滋賀県立水口東高等学校 高
2015/11/11 千葉県 千葉県立成田国際高等学校 高
2015/11/11 岡山県 岡山県立倉敷天城中学校 中
2015/11/12 山形県 新庄市立明倫中学校 中
2015/11/12 東京都 AIESEC一橋大学委員会 その他
2015/11/12 東京都 東京医療保健大学大学院 大・専
2015/11/13 新潟県 上越市立中郷小学校 小
2015/11/13 埼玉県 埼玉平成中学校 中
2015/11/13 神奈川県 川崎市立川崎中学校 中
2015/11/13 静岡県 島田市立金谷小学校 小
2015/11/13 山形県 山形県立酒田東高等学校 高
2015/11/13 埼玉県 埼玉福祉専門学校　社会福祉士科 大・専
2015/11/15 千葉県 ガールスカウト千葉県連盟市浦地区ジュニア部門 その他
2015/11/17 静岡県 菊川市赤十字奉仕団 その他
2015/11/17 神奈川県 川崎市教育文化会館　平和・人権学習 その他
2015/11/18 静岡県 静岡市立長田南小学校 小
2015/11/18 高知県 高知商業高等学校　社会マネジメント科　国際コース 高
2015/11/18 群馬県 群馬県立高崎女子高等学校 高
2015/11/19 石川県 石川県立金沢二水高等学校　人文科学コース 高
2015/11/20 静岡県 静岡市立清水高部東小学校 小
2015/11/20 茨城県 茨城県立土浦第一高等学校 高
2015/11/23 埼玉県 文京学院大学　保健医療技術学部　作業療法学科 大・専
2015/11/25 静岡県 静岡市立服織小学校 小
2015/11/25 埼玉県 駿河台大学　経済経営学部　　1年ゼミ（南林ゼミナール） 大・専
2015/11/25 東京都 練馬区立光が丘第二中学校 中
2015/11/25 神奈川県 幸区町内会連合会 その他
2015/11/26 東京都 府中市立府中第三中学校 中
2015/11/26 東京都 練馬区立光が丘第二中学校 中
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2015/11/27 東京都 練馬区立光が丘第二中学校 中
2015/11/27 東京都 板橋区立高島第二中学校 中
2015/11/27 その他 自治体国際化協会 その他
2015/11/28 神奈川県 がくどうプラス その他
2015/11/30 栃木県 益子町立七井中学校 中
2015/11/30 東京都 東京医薬専門学校　言語聴覚士科昼間部 大・専
2015/12/01 東京都 学習院大学法学部FT（特別選抜）コース 大・専
2015/12/01 海外 イスラエル技術協力機関　MASHAV（マシャブ）長官 その他
2015/12/02 長崎県 長崎県立大崎高校　2年2組 高
2015/12/02 長崎県 長崎県立清峰高等学校 高
2015/12/02 東京都 東京高尾看護専門学校 大・専
2015/12/03 福島県 郡山ザベリオ学園中学校　英語部 中
2015/12/03 東京都 東京家政学院大学現代家政学科 大・専
2015/12/04 東京都 府中市立府中第八中学校 中
2015/12/04 埼玉県 わせがく高等学校 高
2015/12/04 茨城県 龍ヶ崎市立中根台中学校 中
2015/12/04 広島県 福山市立福山中学校 中
2015/12/08 鹿児島県 鹿児島県立武岡台高等学校 高
2015/12/08 長崎県 長崎県立佐世保西高等学校 高
2015/12/08 埼玉県 久喜市立小林小学校 小
2015/12/09 埼玉県 杉戸町立高野台小学校 小
2015/12/09 大分県 大分県立中津南高等学校 高
2015/12/09 神奈川県 神奈川県立川崎高等学校 高
2015/12/10 神奈川県 神奈川県立相模原総合高等学校 高
2015/12/10 長崎県 長崎県立平戸高等学校 高
2015/12/10 宮崎県 宮崎県立妻高等学校 高
2015/12/11 神奈川県 湘南学園高等学校 高
2015/12/11 宮崎県 宮崎県立日南振徳高等学校　商業科 高
2015/12/12 東京都 お茶の水女子大学 大・専
2015/12/14 宮崎県 宮崎日本大学高等学校　英語進学科 高
2015/12/14 静岡県 公益財団法人　しずおか健康長寿財団 その他
2015/12/15 長崎県 純心女子高等学校 高
2015/12/16 東京都 品川女子学院 高
2015/12/16 熊本県 熊本県立熊本商業高等学校 高
2015/12/16 その他 外務省ＭＩＲＡＩプログラム その他
2015/12/17 山口県 山口県立山口高等学校 高
2015/12/17 富山県 富山県立南砺福野高等学校　福祉科　 高
2015/12/17 東京都 墨田区立寺島中学校 中
2015/12/17 東京都 北豊島高等学校（通信制課程） 高
2015/12/18 東京都 東京都立蒲田高等学校 高
2015/12/24 埼玉県 彩の国いきがい大学蕨学園　第26期7班 その他
2015/12/26 神奈川県 留学生と語り合う会 その他
2015/12/26 神奈川県 留学生と語り合う会 その他
2016/01/05 東京都 大妻女子大学比較文化学部　井上ゼミ 大・専
2016/01/07 東京都 東京家政学院大学現代家政学科 大・専
2016/01/10 埼玉県 入間市児童センター その他
2016/01/13 神奈川県 日本大学　高等学校 高
2016/01/13 海外 ニュージャージー州立大学 大・専
2016/01/13 神奈川県 日本大学　高等学校 高
2016/01/15 埼玉県 幸手市立さかえ小学校 小
2016/01/16 東京都 中央大学 大・専
2016/01/16 兵庫県 神戸情報学院大学 大・専
2016/01/17 東京都 AFS日本協会 その他
2016/01/19 福岡県 福岡県立大牟田北高等学校 高
2016/01/19 京都府 同志社国際高等学校 高
2016/01/19 海外 JUHYUN PARK その他
2016/01/20 群馬県 群馬県立館林女子高等学校 高
2016/01/20 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
2016/01/21 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
2016/01/21 広島県 三原市立第三中学校 中
2016/01/22 兵庫県 兵庫県立加古川東高等学校 高
2016/01/22 東京都 中野区立平和の森小学校 小
2016/01/22 新潟県 新潟県立総合教育センター その他
2016/01/23 宮崎県 日南市役所　学校教育課　「めざせ小林寿太郎国際塾」 その他
2016/01/24 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
2016/01/27 埼玉県 川口市立朝日東小学校 小
2016/01/27 東京都 東京大学教育学部附属中等教育学校 中
2016/01/28 東京都 あきる野市立草花小学校 小
2016/01/28 東京都 練馬区教育研究会国際理解教育部 その他
2016/01/29 兵庫県 兵庫県立北摂三田高校 高
2016/01/29 東京都 杉並区立向陽中学校 中
2016/01/29 埼玉県 加須市立騎西中学校 中
2016/01/31 東京都 教師海外研修　東京都授業実践報告会 その他
2016/02/02 群馬県 大泉町立南中学校 中
2016/02/02 東京都 東京学芸大学附属高等学校 高
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2016/02/04 東京都 立川市立松中小学校 小
2016/02/05 埼玉県 上尾市立東中学校 中
2016/02/05 東京都 中野区立北中野中学校 中
2016/02/05 埼玉県 上尾市立東中学校 中
2016/02/05 茨城県 茨城県立並木中等教育学校 中
2016/02/06 神奈川県 関東学院六浦中学校・高等学校 中
2016/02/08 埼玉県 蓮田市立黒浜中学校 中
2016/02/08 東京都 東京医薬専門学校　臨床工学技士科 大・専
2016/02/09 東京都 八王子市立南大沢中学校 中
2016/02/09 東京都 文京区立音羽中学校 中
2016/02/09 大阪府 大阪市立淀商業高等学校 高
2016/02/10 埼玉県 武南中学校 中
2016/02/10 東京都 滋慶学園　東京医薬専門学校　視能訓練士科 大・専
2016/02/10 東京都 東京都立国際高等学校 高
2016/02/12 山口県 山口大学大学院経済学研究科公共管理コース研修生 大・専
2016/02/12 東京都 第一学院高等学校　四ッ谷キャンパス 高
2016/02/12 埼玉県 川口市立飯仲小学校 小
2016/02/13 千葉県 城西国際大学　国際人文学部　国際交流学科 大・専
2016/02/14 東京都 鷗友学園女子中学高等学校 中
2016/02/16 東京都 西東京市民生委員協議会第１地区 その他
2016/02/16 東京都 日本医歯薬専門学校 大・専
2016/02/16 東京都 練馬区立南田中小学校 小
2016/02/17 東京都 文化学園大学 大・専
2016/02/18 新潟県 新潟大学教育学部附属新潟中学校 中
2016/02/18 東京都 東京医薬専門学校 大・専
2016/02/19 東京都 専門学校東京ウエディングカレッジ 大・専
2016/02/20 長野県 立正佼成会 上田教会 少年部 その他
2016/02/22 東京都 東京医薬専門学校　救急救命士科 大・専
2016/02/23 東京都 八王子市立南大沢小学校 小
2016/02/24 東京都 東京バイオテクノロジー専門学校 大・専
2016/02/26 東京都 練馬区立旭丘小学校 小
2016/02/27 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
2016/03/01 千葉県 城西国際大学 大・専
2016/03/02 八王子 八王子市立椚田中学校　特別支援学級 中
2016/03/02 東京都 町田ボランティア連絡協議会 その他
2016/03/02 東京都 八王子市立椚田中学校 中
2016/03/03 新潟県 新潟県立直江津中等教育学校 中
2016/03/03 東京都 三鷹市立第七中学校 中
2016/03/04 静岡県 学校法人静岡理工科大学　静岡北中学校 中
2016/03/04 富山県 富山県立高岡高等学校 高
2016/03/04 東京都 昭島市立昭和中学校　特別支援学級 中
2016/03/06 東京都 ボーイスカウト板橋第５団 その他
2016/03/08 東京都 東京医薬専門学校 大・専
2016/03/09 神奈川県 日赤瀬谷区地区委員会 その他
2016/03/11 東京都 小平市立花小金井南中学校 中
2016/03/11 東京都 二松学舎大学　広報課 その他
2016/03/14 新潟県 新発田市立猿橋中学校 中
2016/03/17 東京都 東京都立蒲田高等学校 高
2016/03/17 東京都 筑波大学附属視覚特別支援学校　中学部 特殊学校
2016/03/19 東京都 公益社団法人ガールスカウト日本連盟 その他
2016/03/22 広島県 広島県庁平和推進プロジェクトチーム その他
2016/03/22 ボランティア帰国オリエンテーション　現職派遣教員グループ その他
2016/03/23 福岡県 上智福岡高等学校 高
2016/03/26 青森県 一般社団法人ガールスカウト青森県連盟 その他
2016/03/28 新潟県 公益財団法人　長岡市国際交流協会 その他
2016/03/29 石川県 石川県立金沢泉丘高等学校 高
2016/03/29 東京都 多摩市国際交流センター（TIC) その他
2016/03/30 長野県 駒ヶ根青年海外協力隊訓練所　
信州国際塾グローバルバスツアー その他
2016/03/31 岩手県 （株）エムシーエス生涯学習センター その他
2016/03/31 神奈川県 横浜市立すすき野中学校 中
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