
出前講座
10校
773名

江別第二小学校、石狩市立緑苑台小学校、旭川市立西御料地小学校、南富良野小学校、江別市立
大麻泉小学校、旭川市立近文第一小学校、当別町立西当別小学校、当別町立当別小学校、千歳市
立北陽小学校、三里塚小学校

センター
訪問

2校
165名

札幌市立米里小学校、江別市立野幌若葉小学校

特殊学校

出前講座
3校
51名

北海道向陽学院、北海道真駒内養護学校、北海道拓北養護学校

センター
訪問

3件
37名

札幌市立平岡中学校、北海道拓北養護学校、デイサービスサニー

大学

出前講座
5校

159名

開発教育支援事業
開発途上国の現状を知り、「環境」「食糧」「資源」など私たちの日常生活に身近なものごとを通じて途上国と日本とのつな
がりに気づき、途上国の抱える諸問題や地球規模の課題について考える機会を学生や生徒に提供する活動を支援するために、
JICA北海道はJICA事業関係者の協力を得てさまざまな取り組みを行っています。

●　出前講座/センター訪問

JICA職員や青年海外協力隊OB/OG等が小中学校、高校、大学、その他の団体等を訪問し、国際協力の現場で学んだこと、開発途
上国での生活を通じて学んだこと等を紹介しました。また、多くの学校・団体等にJICA北海道を訪問いただき（センター訪
問）、国際理解教育のためのワークショップ等を行いました。

区分 事業 参加人数 学校及び団体名　*順不同

高校

出前講座
17校

2550名

静修高等学校、市立札幌大通高等学校、クラーク記念国際高等学校、北海道えりも高等学校、札
幌日大高等学校、青森山田高等学校通信制　札幌校、苫小牧東高校、小樽双葉高校、北海道札幌
丘珠高等学校、千歳高等学校、北海道札幌国際情報高等学校、旭川永嶺高等学校、北海道栗山高
等学校、トライ式高等学院札幌キャンパス、静内農業高校、札幌西陵高等学校、北海道札幌北高
等学校

センター
訪問

9校
345名

小樽双葉高等学校、クラーク記念国際高等学校、市立札幌清田高等学校、星槎国際高等学校、藤
女子高等学校、北海道千歳高等学校、札幌丘珠高等学校、藤女子高等学校、札幌新陽高等学校

中学校

出前講座
22校

2794名

北広島市立西部中学校、浦幌町立浦幌中学校、浦幌町立上浦幌中学校、旭川市立江丹別中学校、
札幌日大中学校、登別中学校、石狩市立花川中学校、旭川市立広陵中学校、江別市立大麻中学
校、札幌市立中央中学校、札幌市立山鼻中学校、登別市立緑陽中学校、札幌市立伏見中学校、札
幌市立篠路中学校、札幌市立新琴似中学校、石狩市立花川北中学校、北広島市立西部中学校、千
歳市立青葉中学校、札幌市立藻岩中学校、札幌市立北陽中学校、旭川市立広陵中学校、旭川市立
忠和中学校

センター
訪問

15校
703名

札幌静修高等学校、当別町立西当別中学校、北星学園女子中学校、札幌日大中学校、石狩市立花
川中学校、北海道教育大附属中学校、共和町立共和中学校、仁木町立銀山中学校、星槎もみじ中
学校、当別町立当別中学校、篠路中学校特別支援、千歳市立北斗中学校、手稲西中学校、礼文町
立船泊中学校、札幌市立日章中学校

＜札幌＞

小学校

3校
156名

陸別町立陸別小学校、北見市立上常呂小学校、北見市立中央小学校

北海道教育大学旭川校、教育大学函館校、東京学芸大学大学院、札幌大学、旭川高等看護学院

センター
訪問

8校
116名

札幌国際大学短期大学、酪農学園大学、北海道大学大学院、北海道医療大学、札幌大学、北海道
教育大学函館校、北海道科学大学、東海大学

＜帯広＞

小学校

出前講座

センター
訪問

2校
145名

東川小学校、帯広市立啓西小学校

その他団体

出前講座
18件
840名

江別第二小学校(教員向け)、秀英KIDS、第一生命保険株式会社、秩父別町教育委員会、渡島教育
局、国際女性協会、coミドリ、石教研国際理解教育研究部会、防衛省陸上総隊司令部運用部国際
協力課、旭川市中央図書館、美唄市役所経済観光課、旭川市国際交流委員会、北海道立消費生活
センター、札樽地区測量設計協会、旭川市国際交流委員会、シニア大学・大学院、北海道労働者
協同組合、北海道建築士会

センター
訪問

70件
194名

東武トップツアーズ、北海道立教育研究所、月寒高等学校教員、J：COM、教師国内研修参加者、
札幌西高等学校、教育支援センター白石、プラス保育園、退職女性管理職の会「松の実会」、教
育大付属札幌中学校　探究学習、札幌市教育委員会、札幌南高等学校探究学習、秀英KIDS札幌、
札幌白石区少年消防クラブ協議会、JICA職員向け4件、JICAインターン2件、ミニツアー25件、職
場体験(酪農学園大学、東海大学、札幌大学、北海道科学大学)25件
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●　JICA研修員学校訪問

●　開発教育/国際理解教育指導者研修

高校 出前講座
9校
651名

北海道帯広農業高等学校、北海道池田高等学校、北海道遠軽高等学校、北海道広尾高等学校、北
海道大樹高等学校、北海道標津高等学校、北海道美幌高等学校　高等学校文化連盟、北海道中標
津農業高等学校

大学/短期大
学

出前講座
2校
281名

北海道教育大学釧路校、釧路公立大学

中学校

出前講座
9校
543名

帯広市立第七中学校、紋別市立渚滑中学校、新得中学校、帯広市立八千代中学校、広尾中学校、
釧路市立春採中学校、中札内中学校、幕別中学校、上士幌中学校

センター
訪問

15校
1480名

帯広市立第四中学校、帯広市立第一中学校、帯広市立川西中学校、帯広市立八千代中学校、帯広
市立翔陽中学校、帯広市立西陵中学校、帯広市立清川中学校、帯広市立第二中学校、帯広市立緑
園中学校、帯広市立第七中学校、帯広市立大空中学校、帯広市立第八中学校、帯広市立第五中学
校、帯広市立南町中学校、えりも中学校

とかち絆の森、日本たばこ産業株式会社、鹿追町産業研修生

各校で取り組みが盛んになってきている国際理解教育を支援する事業の一環として、JICA北海道では、道内に在住する外国人
が学校訪問を行い、地域の児童・生徒と交流するプログラムを行いました。交流を通して、外国や異文化に関する児童・生徒
の興味・関心を引き出し、国際理解から国際協力への基礎を築き、道内に在住する外国人が、日本人とのコミュニケーション
を図り、日本についての理解を深める機会ともしています。

No 訪問校 参加人数 協力団体名

特殊学校 出前講座

その他団体
出前講座

9件
171名

帯広市教育委員会　生涯学習部、るべしべ夢華大学、根室寿大学、大樹町議会議員会・広尾町議
会議員会、中札内中学校（教諭）、くしろ若者サポートステーション 、更別村

センター
訪問

3件
34名

3 北星学園女子中学高等学校 127名 イスラミック・ソサイエティ

5 恵庭市立和光小学校 23名 在北海道ベトナム人会

＜札幌＞

1 札幌清田高等学校 39名 長期研修員

2 江別市立江別第二小学校 89名 在北海道ベトナム人会

4 札幌北斗高等学校 36名 在北海道ベトナム人会

国際理解教育オンラインセミナー【入門編】 26名 2021/9/11

国際理解教育オンラインセミナー【初級編①】 19名 2021/10/2

教育現場での開発教育/国際理解教育の担い手である教員の方々を対象に、開発をめぐる様々な問題を理解し、学校現場での具
体的な展開方法等を考えていただくことを目的とした「開発教育/国際理解教育指導者研修」をオンラインで実施しました。ま
た、JICA海外協力隊OB/OG等を対象にした国際協力出前講座のスキルアップセミナーを開催しました。

項目 参加人数 実施日

国際協力出前講座スキルアップセミナー① 16名 2021/6/18

国際協力出前講座スキルアップセミナー③ 13名 2022/1/22

国際理解教育オンラインセミナー【初級編②】 21名 2021/12/4

国際理解教育オンラインセミナー【教師国内研修報告会】 18名 2022/2/5

国際協力出前講座スキルアップセミナー② 25名 2021/12/10

●　教育庁・教育委員会との連携事業

JICA北海道と北海道教育庁及び札幌市教育委員会等との連携による教職員対象の『国際理解教育研修』を実施しました。

項目 参加人数 実施日

2022/1/11

＜札幌＞

●　小・中・高　国際協力体験プログラム

＜帯広＞

北海道地学協働活動推進実証事業（CLASSプロジェクト）　第1
回北海道帯広三条高校探求コンソーシアム会議

15名 2021/9/7

北海道立教育研究所 42名 2021/6/14-18(オンデマンド)

札幌市教育委員会国際理解教育講座 32名

北海道地学協働活動推進実証事業（CLASSプロジェクト）　第2
回北海道帯広三条高校探求コンソーシアム会議

15名 2022/2/22
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●　教師海外研修(代替国内研修 )

●　JICA北海道におけるインターン（職場体験学習）受入実績

●　エッセイコンテスト

1名 東海大学 2021/12～2022/3

1名 札幌大学 2021/11/24

3名 酪農学園大学 2021/10～2022/3

外国の生活や文化を知ることで国際理解を深めることや、国際協力の現場について知り、世界の現状や何ができるのか考えて
もらうためのプログラムです。外国の方との交流、青年海外協力隊の体験談、参加型ワークショップなど、小・中・高校生向
けに各プログラムを用意しています。

項目 参加人数 実施日

＜帯広＞

2021年度高校生国際協力体験プログラム（オンライン） 15名 2022/1/7

2020、21年度の教師海外研修は、新型コロナウィルスの世界的な感染拡大の影響により中止しております。2021年度について
は、教師海外研修の代替事業として、北海道内での様々な課題（多文化共生・地方創生・森林保全やふるさと教育等）に取り
組む自治体へのフィールドワーク・インタビューを通して、参加者それぞれが『自分たちにとって身近なSDGs』を題材として
教材づくりを行い、実践する教師国内研修を実施しました。小学校教諭1名、中学校教諭1名、高校教諭4名の計6名の方が参加
しました。
※2021年度は新型コロナ感染症の影響により、教師海外研修の代替研修となる教師国内研修を実施。

＜札幌＞

2021年度　小学生国際協力体験プログラム(対面) 23名 2021/8/15

2021年度　中高生国際協力体験プログラム(オンライン） 17名 2021/8/29

＜札幌＞ ＜札幌＞

1名 北海道大学 2021/8/23～31 1名 北海道札幌南高等学校 2022/1/12

人数 大学/大学院（学部/研究室） 実施期間 人数 中学校/高校 実施期間

1名 東海大学 2021/8/23～31

1名 北海学園大学 2021/8/23～31

1名 名古屋大学大学院 2022/2/1～3/14

4名 北海道科学大学

北海道教育大学附属函館中学校、遺愛女子中学校

2022/1/4

中学生と高校生が国際協力について考えるきっかけづくりとして、開発途上国や国際協力をテーマにしたエッセイを募集し、
全国規模でコンテストを実施しました。2021年度は北海道から次の方々・学校が入賞しました。

賞 タイトル 学校名

石狩市立樽川中学校、更別村立更別中央中学校

国内機関長賞

優秀賞 小さなアクション 函館ラ・サール学園

個人賞中
学
校
の
部

石 狩 市 立  川 中 学 校

学校賞 市立札幌開成中等教育学校、私立札幌聖心女子学院高等学、望洋大谷学園　北海道大谷室蘭高等学校、北海道大樹高等学校

石 狩 市 立  川 中 学 校国内機関長賞

 積水成淵 更別村立更別中央中学校

青年海外協力隊OB会会長賞 見ないフリ

小さな一歩を踏み出そう～今私たちにで
きること～

 おばあちゃんの野菜

特別
学校賞

個人賞

佳作 私の考える「新しい未来」 市立札幌清田高等学校

学校賞

私達は毎日お茶碗一杯分のご飯を捨てて
いる

北海道大樹高等学校

国際協力特別賞 札幌聖心女子学院高等学校

特別
学校賞

北海道千歳高等学校、学校法人札幌北斗学園　札幌北斗高等学校、市立札幌清田高等学校

買って、食べて、使って、笑顔に！
フェアトレード～その買い物が世界を変
える～

市立札幌開成中等教育学校

国内機関長賞
高
等
学
校
の
部

国内機関長賞

佳作 日本に生まれた私達 北海道千歳高等学校
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