
単元

小学校 野辺地町立馬門小学校 24 2016年11月25日 モンゴル バスケットボール JICA青森デスク 総合的な学習の時間

小学校 野辺地町立若葉小学校 43 2017年3月8日 モンゴル バスケットボール JICA青森デスク 特別活動、国語

中学校 八戸市立長者中学校 90 2016年10月6日 ネパール 総合的な学習の時間

中学校 十和田市立第一中学校 30 2016年10月7日 ネパール 総合的な学習の時間

高等学校
上十三地区青少年赤十字指導者協議会
高校部会

40 2016年5月27日 ウズベキスタン 保健師

高等学校 松風塾高校 47 2016年6月24日 パプアニューギニア 養殖 総合的学習

高等学校 青森県立六ヶ所高等学校 210 2016年7月7日 モンゴル バスケットボール JICA青森デスク 学校行事

高等学校 青森県立青森工業高等学校 800 2016年10月4日 エクアドル 青少年活動 ホームルーム活動

高等学校 青森県立野辺地高等学校 109 2016年11月14日 ベナン 稲作栽培 総合的な学習の時間

高等学校 松風塾高等学校 60 2016年12月21日 ヨルダン 自動車整備 学校行事

高等学校 青森県立八戸東高等学校 24 2016年12月26日 モンゴル バスケットボール JICA青森デスク 冬季休業　特別活動

1 その他 八戸市立高等看護学院 45 2016年10月6日 ネパール 災害国際看護

1 小学校 にかほ市立院内小学校 59 2016年12月1日 マラウイ 村落開発普及員 社会・総合的な学習の時間

1 高等学校 秋田県立由利高等学校 30 2017年1月19日 バングラデシュ 看護師 総合的な学習の時間

大学 秋田大学　国際資源学研究科 80 2016年7月6日 ウガンダ PCインストラクター JICA秋田デスク 日本の国際協力

大学
国際教養大学サービストラベル
International Cooperation Club

14 2016年12月15日 コロンビア 電気・電子機器 サークル活動

その他 秋田しらかみ看護学院 38 2016年8月5日 マーシャル 看護師 国際協力と災害看護

その他 横手市教育委員会 160 2016年12月3日 シリア 幼児教育 JICA東北スタッフ 総合的な学習の時間

ネパール 看護師

ウガンダ 村落開発普及員 JICA岩手デスク

高等学校 岩手中学校・高等学校 496 2016年6月22日 ボリビア 理学療法士 総合学習

高等学校 岩手県立遠野高等学校 160 2016年6月28日 インドネシア 野菜 総合的な学習の時間

高等学校 岩手県立盛岡農業高等学校 400 2016年8月31日 モンゴル バスケットボール JICA青森デスク

高等学校 岩手県立平舘高等学校 264 2016年9月20日 シリア 幼児教育 JICA東北スタッフ 総合的な学習の時間

高等学校 岩手県立葛巻高等学校 87 2016年10月5日 ウガンダ 村落開発普及員 JICA岩手デスク

高等学校 岩手県立千厩高等学校 116 2016年10月31日 ラオス 青少年活動

モンゴル バスケットボール JICA青森デスク

ウガンダ 村落開発普及員 JICA岩手デスク

ボリビア 理学療法士

コスタリカ 日本語教育 JICA東北スタッフ

ウガンダ 村落開発普及員 JICA岩手デスク

高等学校 岩手県立一関第二高等学校 236 2016年11月29日 ガーナ エイズ対策

高等学校 岩手県立大東高等学校 130 2016年12月7日 ガーナ 青少年活動 総合的な学習の時間

高等学校
岩手県立盛岡工業高等学校　定時制工
業科

27 2016年12月9日 ジャマイカ 木工 総合的な学習の時間

高等学校 岩手県立黒沢尻北高等学校 480 2017年2月3日 ガーナ 理数科教師 総合的な学習

高等学校 岩手県立軽米高等学校 106 2017年2月22日 ボリビア 理学療法士 総合的な学習の時間

高等学校 岩手県立花巻農業高等学校 300 2017年2月22日 ガーナ 理数科教師 シニアボランティア

大学 岩手大学 10 2016年6月14日 ウガンダ 村落開発普及員 JICA岩手デスク 国際協力・開発援助論

大学 岩手大学理工学部初年次ゼミナール 1530 2016年12月19日 フィリピン コンピュータ技術 初年次ゼミナール

その他 盛岡市医師会附属盛岡高等看護学院 30 2016年7月6日 ネパール 看護師 災害看護と国際看護

その他 環境学習交流センター 20 2016年7月9日 ウガンダ 村落開発普及員 JICA岩手デスク 環境学習講座

その他 岩手県高等学校国際教育部会 30 2016年11月18日 インドネシア 教諭

その他
社会福祉法人　大船渡市社会福祉協議
会

20 2017年2月27日 コスタリカ 理学療法士 進路指導講演会

ブラジル

マダガスカル 生態調査

シリア 幼児教育 JICA東北スタッフ

中学校 東北学院中学校 167 2016年7月14日 インドネシア 日本語教師 総合的な学習

中学校 東北学院中学校 166 2016年7月14日 ブルキナファソ 環境教育 総合的な学習

中学校 東北学院中学校 150 2016年7月15日 ベネズエラ 野菜栽培 総合的な学習

中学校 仙台白百合学園中学校 90 2016年7月20日 セネガル 野菜栽培 総合的な学習の時間

中学校 東北学院中学校 167 2016年10月13日 インドネシア 日本語教師 総合学習

中学校 東北学院中学校 166 2016年10月18日 ブルキナファソ 環境教育 総合学習

中学校 東北学院中学校 150 2016年10月25日 ベネズエラ 野菜栽培 総合学習

中学校 東北学院中学校 166 2017年3月14日 ブルキナファソ 環境教育 総合学習

中学校 東北学院中学校 150 2017年3月13日 ベネズエラ 野菜栽培 総合学習

中学校 東北学院中学校 167 2017年3月9日 インドネシア 日本語教師 総合学習

高等学校 宮城県名取高等学校 40 2016年6月30日 シリア 幼児教育 JICA東北スタッフ LHR

高等学校
学校法人創志学園　クラーク記念国際高
等学校

70 2016年7月11日 バングラデシュ 看護師 夏期講習会

高等学校 宮城学院中学校高等学校 600 2016年8月27日 ジンバブエ 音楽 JICA東北スタッフ 総合学習

高等学校 宮城県南郷高等学校 65 2016年9月8日 ケニア エイズ対策 総合的な学習の時間

インドネシア 野菜

ルワンダ 食用作物・稲作栽培 JICA地域復興推進員

エチオピア PCインストラクター JICA地域復興推進員

高等学校 宮城県富谷高等学校 840 2016年10月27日 グアテマラ 栄養士 学校行事

高等学校 宮城県古川工業高等学校 247 2016年12月7日 エチオピア PCインストラクター JICA地域復興推進員 LHR

大学
東北大学　高度教養教育・学生支援機構
グローバルラーニングセンター

60 2016年7月5日 ニジェール ポリオ対策 グローバルゼミ

大学
東北福祉大学　総合マネジメント学部　情
報福祉マネジメント学科

10 2017年1月6日 シリア 幼児教育 JICA東北スタッフ 国際政治論

大学
宮城教育大学　付属国際理解教育研究
センター

60 2017年1月17日 コスタリカ 日本語教育 JICA東北スタッフ 多文化教育

その他 気仙沼市立病院附属看護専門学校 36 2016年4月19日 ベナン 看護師 看護の統合と実践Ｉ

その他
公益財団法人　上廣倫理財団（宮城学院
女子大学）

150 2016年5月7日 ケニア エイズ対策 教養教育科目、公開講座

1 小学校 山形市立蔵王第一小学校 79 2016年7月12日 カンボジア 小学校教諭 総合的な学習の時間

JICA職員

シリア 幼児教育 JICA東北スタッフ

高等学校 学校法人新庄学園　新庄東高等学校 13 2016年4月11日 モロッコ 村落開発普及員 新入生オリエンテーション合宿

高等学校 山形市立商業高等学校 82 2016年6月7日 ガーナ 村落開発普及員 集中プログラム

高等学校 山形県立霞城学園高等学校 31 2017年2月9日 カンボジア 小学校教諭 JICA山形デスク LHR

大学
山形大学大学院理工学研究科フレックス
大学院

15 2016年6月16日 JICA職員 キャリアデザインセミナー

大学 山形県立米沢女子短期大学 100 2016年12月1日 カンボジア 小学校教諭 JICA山形デスク 総合教養講座

大学 山形大学農学部 10 2017年1月20日 JICA職員 国際フィールド協力論

2017年1月6日 カンボジア 小学校教諭 JICA山形デスク

2017年1月27日 キルギス 作業療法士

カンボジア 音楽

マーシャル 環境行政

その他 河北町国際交流協会 70 2016年10月30日 シリア 幼児教育 JICA東北スタッフ 国際交流協会

マーシャル 小学校教育

サモア PCインストラクター

その他 山形南ロータリークラブ 40 2017年3月21日 マーシャル 環境行政 例会卓話

75 12,659

県 校種 依頼団体名 人数 実施日 単元 教科名

中学校 青森県三本木高等学校附属中学校 13 2016年5月27日 総合的な学習の時間

中学校 青森市立造道中学校 10 2016年7月5日 総合的な学習

1 高等学校 青森県立青森商業高等学校 1 2016年9月6日 総合的な学習の時間 インターンシップ

1 その他 後藤　亜実 1
2016年8月26日～8月29
日

インターンシップ

中学校 秋田市立城南中学校 3 2016年6月29日 総合的な学習の時間 勤労体験学習

中学校 秋田大学教育文化学部附属中学校 1 2016年8月18日 総合的な学習の時間 調査活動

高等学校 秋田県立湯沢翔北高等学校 3 2016年8月2日

高等学校 秋田県立能代高等学校 4 2016年8月2日 総合的な学習の時間

高等学校 秋田県立秋田南高等学校 4 2016年8月17日 国際探究Ⅱ 探究活動

高等学校 秋田県立秋田南高等学校 6 2016年11月10日 SGH事業
国際探究Ⅰ　グループワー
ク

大学院 秋田大学大学院教育学研究科 7 2016年11月28日
教職大学院教育実践専攻
科目

国際理解教育の教材とカリ
キュラムの開発

大学院 秋田大学大学院教育学研究科 2 2017年1月13日
国際理解教育の教材とカリ
キュラムの開発

中学校 大崎市立鳴子中学校 5 2016年4月27日

2017年3月12日

働くことの意義について考えることをベースに、国際交流や国際協力について知り、世界に携わって働くことに必要なことややりがいなどを伝え、自
己の進路選択に役立たせる。

１年「総合的な学習の時間」（1単位）における、インターンシップを訪問学習として受け入れる。具体的には、JICA事業の理解、業務の手伝い、課題
に対する意見発表等。

JICAボランティア帰国報告会

多文化交流フェスティバル

依頼内容

JICAの業務内容について、見学、質問等。
キャリア教育の一環として、国際協力に携わる仕事について知り、自己の進路選択に役立たせる。

日本語教育概論

国際看護

講義名：平成28年度宮城学院女子大学「キャリア教育」上廣倫理財団連
携講座

国際理解

国際理解教育

国際理解・異文化理解

グローバルなキャリア開発

実施：75件、　受講者数：12,659名

JICA東北支部　2016年度　訪問学習プログラム
実施：20件、　受講者数：110名

山形県 13

総合英語（国際理解）

総合英語（国際理解）

総合英語（国際理解）

10

その他

4

協力隊を支援するやまがた地球家族の会 30

総合英語（国際理解）

総合英語（国際理解）

平成28年度岩手県立花巻農業高等学校農業クラブプロジェクト発表会

Global Studies「学ぶ喜び　アフリカにつなぐ」

国際理解講演会

国際理解講演会②「貢献」

H28年度　国際理解講演会

国際理解と国際交流

第14回　JICAの活動と人間の安全保障

国際理解

国際協力活動

国際教育部会研究大会講演会

高齢者介護（ソーシャルワーカー）

JICA研修員（インドネシア）

PTA文化講演会

1学年総合学科「産業社会と人間」

LHR

開発援助アクター：ODA

科学技術と国際貢献

国際看護の実際

総合学習

総合的な学習の時間

JICA東北支部　2016年度　国際協力出前講座

単元/教科名

教科名

世界に目を向けよう

国語「スーホの白い馬」

今、できる国際協力

将来の夢

青少年赤十字高校リーダーシップトレーニングセンター

国際協力活動

勤労・生産奉仕的行事

国際理解について

国際理解

世界の人々と共に生きる

国際理解

国際活動の実際（国際協力活動・看護活動）

広げよう世界への扉～もっと知りたい世界のこと～

総合的な学習の時間

コミュニケーション英語Ⅱ総合的な学習の時間

総合的な学習の時間

1 中学校 山形県立東桜学館中学校・高等学校 210 2016年7月19日

大学 山形県立保健医療大学

2017年2月16日

高等学校 岩手県立盛岡北高等学校 230 2016年11月22日

高等学校 宮城県石巻西高等学校 382 2016年10月18日

2016年11月7日

講師派遣国 講師職種 講師備考

292 2016年6月7日

実施日

国際緊急援助隊　医療調整員（救急救命士）

国際緊急援助隊　医療調整員（救急救命士）

国際緊急援助隊　医療調整員（救急救命士）

県 件数 校種 依頼団体名 人数

高等学校 岩手県立盛岡第一高等学校

秋田県

15

7

2

2

岩手県

6

青森県

高等学校 岩手県立不来方高等学校 900

21

4

2

2

7

3

2

1

2

12

件数

その他 協力隊を支援するやまがた地球家族の会 30

宮城県

小学校 利府町立青山小学校 80

3

3

4

23

2016年6月4日

ぼくら12才！世界の仲間！

総合英語（国際理解）

総合英語（国際理解）

グローバルデイ

総合英語（国際理解）

総合英語（国際理解）

総合的な学習の時間

国際保健論

JICAの活動内容、とくに学校での国際理解教育への協力体制とその内容について

小学校現場における授業案作成に行う際の具体的なアプローチ及び教材、アクティビティ等の紹介。

JICAの事業内容について知り、仕事への理解を深める。訪問で得たことを元に後日校内で発表の機会を設け、生徒同士が互いに学びあう場を創
出する。

総会

国際協力や開発援助およびJICAの事業内容について理解し、JICA青森デスクの業務を体験する。（訪問学習プログラムとしての受入）

JICA職員の日常業務に多く触れさせ、「働く」ということと「学ぶ」ということについて自分なりの考えをもたせる。また、JICAにおける国際協力の取り
組みがどのように行われているのか、職員としてどのように働いているのかを学び、自分の生き方について考える。

総合的な学習の時間の一環としてのインタビュー活動（テーマ：職業に関する調査活動）

２年生就業体験（ジョブシャドウイングとして）。生徒が国際協力への理解を深め、将来、国際協力に関わる仕事に就くために必要な知識や能力を身
に付けられる内容を希望。

国際協力について理解を深める機会とする。いずれの生徒も異文化理解に高い興味・関心を寄せており、将来は国際舞台で活躍することを志して
いる。今回の経験が自分の興味関心と将来の職業とを関連付ける絶好の機会と考えている。（訪問学習プログラムとしての受入）

食糧問題解決に受けて課題を設定し、グループで探究活動を進めている。ウガンダでの生活様式等について調査するためフィールドワークを実施。
ウガンダの食生活や気候について、またネリカ米の普及状況について理解を深める。

青森県

秋田県

宮城県

4

2

8

2

4

2

8

4

アフリカにおける食料的貧困の解決に向けてというテーマの下、秋田とアフリカのつながりや、アフリカにおける食料事情について。調べる中で挙
がった課題への質疑応答。



中学校 村田町立村田第一中学校 6 2016年5月12日

中学校 尚絅学院中学校・高等学校 2 2016年8月5日 夏休みの課題

中学校 仙台市立三条中学校 7 2016年8月24日 総合的な学習の時間 「達人訪問」

高等学校 仙台白百合学園高等学校 6 2016年9月5日 総合的な学習の時間 課題解決型探究活動

高等学校 宮城県白石高等学校 5 2016年9月27日 総合学習 職場訪問

高等学校 宮城県古川黎明高校 21 2016年10月4日 総合的な学習の時間 防災地域科学

高等学校 宮城県仙台向山高等学校 3 2016年12月6日 総合的な学習 向陵プラン

20 110

小学校 藤崎町立常盤小学校 教諭

小学校 階上町立道仏小学校 教諭

1 中学校 五所川原市立市浦中学校 教諭　/　英語

岩手 1 1 小学校 盛岡市立青山小学校 教諭

小学校 美里町立南郷小学校 小笠原　裕見子 教諭　/　特別支援

小学校 利府町立利府第二小学校 教諭

小学校 登米市立米谷小学校 教諭

1 特別支援 宮城県立船岡支援学校 教諭

1 小学校 南陽市立漆山小学校 教諭

1 高等学校 鶴岡東高等学校 教諭　/　理科（生物）

県 派遣国

青森 ルワンダ

岩手 スリランカ

県

青森

秋田

岩手

宮城

山形

県 校種 氏名 タイトル 学年

国内機関長賞 三浦　芙蓉 だれかのために 3

佳作 高　殷英 笑顔のために 3

OB会長賞 山田　俊輔 未来の平和のために 3

国内機関長賞 川越　帆乃夏 人種差別について 2

OB会長賞 枝松　七海 貧富の差を無くすこと 1

最優秀賞 平尾　織花 思いやりの輪を広げよう 1

成瀬　流奈 日々の暮らしを丁寧に 3

国内機関長賞 須藤　彩 「ただいま」の幸せ 1

菊地　留香 小さなことから 2

佳作 村杉　勇太 平和のための一歩 3

国内機関長賞 山村　友美 打倒ハンガー 2

国内機関長賞 菊池　恵梨奈 「便利」という言葉の裏側に 3

OB会長賞 歌岡　大祐 未来へ遺すべきもの 2

国内機関長賞 高橋　怜 私がつなぐ誰かの未来 3

国内機関長賞 小松澤　真央 平和実現を私達の手で 2

佳作 松井　亮 今に生きるものとして 3

OB会長賞 柴田　智貴 未来につなぐために 3

佳作 冨栄　彩奈 経験を糧に 3

OB会長賞 菊池　葉 「イマジン」消滅 2

OB会長賞 武内　すみれ <本当の世界と向き合うこと> 1

OB会長賞 今野　麗奈 夢と挨拶 3

OB会長賞 佐藤　純菜 命の責任 1

OB会長賞 鍛代　千早 私たちにできること 1

国内機関長賞 沖野　若菜 未来を選択する 2

国内機関長賞 伊藤　菜々子 平和の芽 3

佳作 黒田　愛奈 今こそ行動を！ 3

渡會　奏 平和への一歩 1

佳作 中島　文汰 未来の地球のため 2

OB会長賞 横川　実咲 世界の教育に目を向けて 1

神田　昌彦

多田　拓章

中学校
(839作品)

昨年
(562作品)

高校
(867作品)

昨年
(961作品)

中学校
(531作品)

昨年
(380作品)

高校
(537作品)

昨年
(423作品)

佳作

特別学校賞

学校賞

学校賞

学校賞

独立行政法人国際協力機構　東北支部長賞

青森県青年海外協力協会会長賞

特別学校賞

学校賞

実施日程：2016年11月12日（土）～11月13日（日）　2日間　参加校：16校
参加校数

共に歩む

「人の想い」と「人とのつながり」

夢について考えよう

「夢」がある！　~遥か地球の裏側で出会った夢~

「世界の中の　日本」

世界で活やくする日本の人々

青森

宮城

山形

学校名

4

2

1

4

5

青森県立木造高等学校、八戸工業大学第二高等学校、青森県立青森南高等学校、八戸聖ウルスラ学院高等学校

秋田県立由利高等学校、秋田県立能代松陽高等学校

岩手県立花泉高等学校

常盤木学園高等学校、宮城県仙台南高等学校、聖ウルスラ学院英智高等学校、西山学院高等学校

山形県立東桜学館高等学校、山形県立鶴岡北高等学校、九里学園高等学校、新庄東高等学校、羽黒高等学校

「世界へfor you プロジェクト」

大豆と森林破壊

1

1

所属先（派遣時）

青森県教育庁中南教育事務所

岩手県教育委員会事務局　学校教育室

国際協力特別賞

佳作

学校賞

学校賞

学校賞

川西町立川西中学校

川西町立川西中学校

米沢市立第四中学校

飯豊町立飯豊中学校

東根市立第一中学校

川西町立川西中学校

宮城県富谷高等学校

尚絅学院高等学校

宮城県亘理高等学校

宮城

学校賞

山形県立鶴岡北高等学校

山形県立村山産業高等学校

山形県立鶴岡北高等学校

山形県立東桜学館高等学校

山形県立酒田東高等学校

学校賞

学校賞

独立行政法人国際協力機構　東北支部長賞

独立行政法人国際協力機構　東北支部長賞

NPO法人山形県青年海外協力協会会長賞 山形県立東桜学館高等学校

山形

20

9

11

12

6

6

特別学校賞

学校賞

佳作

宮城青年海外協力協会会長賞

宮城青年海外協力協会会長賞

宮城青年海外協力協会会長賞

宮城青年海外協力協会会長賞

特別学校賞

独立行政法人国際協力機構　東北支部長賞

独立行政法人国際協力機構　東北支部長賞

宮城青年海外協力協会会長賞

学校賞

学校賞

学校賞

学校賞

佳作

宮城青年海外協力協会会長賞

宮城県迫桜高等学校

常盤木学園高等学校

宮城県迫桜高等学校

宮城県仙台東高等学校

宮城県仙台東高等学校

宮城県迫桜高等学校

宮城県仙台東高等学校

岩沼市立岩沼西中学校

岩沼市立岩沼中学校

仙台市立将監中学校

仙台市立三条中学校

古川学園中学校

東松島市立矢本第二中学校

仙台市立郡山中学校

石巻市立湊中学校

仙台市立高森中学校

尚絅学院高等学校

秋田

大船渡市立吉浜中学校

北上市立北上中学校

盛岡市立黒石野中学校

花巻市立西南中学校

学校賞

学校賞

盛岡中央高等学校

岩手県立花巻南高等学校

岩手県立盛岡農業高等学校

盛岡中央高等学校

岩手県立花巻南高等学校

岩手県立花泉高等学校

岩手県立盛岡農業高等学校

岩手県立一関第二高等学校

岩手 12

4

8
特別学校賞

特別学校賞

学校賞

岩手県青年海外協力協会会長賞

外務大臣賞

中学校
(393作品)

昨年
(272作品)

高校
(809作品)

昨年
(744作品)

青森市立造道中学校

八戸市立長者中学校

今別町立今別中学校

青森市立南中学校

青森県立三本木高等学校附属中学校

つがる市立車力中学校

外ヶ浜町立平舘中学校

国際協力特別賞

佳作

特別学校賞

学校賞

独立行政法人国際協力機構　東北支部長賞

独立行政法人国際協力機構　東北支部長賞

学校賞

佳作

学校賞

学校賞

青森県青年海外協力協会会長賞

5

2

3

八戸市立根城中学校

青森県立八戸北高等学校

青森県立田名部高等学校

青森県立田名部高等学校

青森県立八戸北高等学校

松風塾高等学校

秋田大学教育文化学部附属中学校

能代市立常盤中学校

秋田県立湯沢高等学校

秋田県立由利高等学校

秋田県立秋田南高等学校

独立行政法人国際協力機構　東北支部長賞

学校賞

学校賞

学校賞

学校賞

学校賞

審査員特別賞

中学校
(28作品)

昨年
(138作品)

高校
(299作品)

昨年
(132作品)

青森 14

9

5

中学校
(552作品)

昨年
(307作品)

高校
(313作品)

昨年
(405作品)

作品数

独立行政法人国際協力機構　東北支部長賞

賞名

全国応募作品総数　80,814作品　（内訳：中学校50,727作品 高校30,087作品）、JICA東北担当県　5,168作品　（内訳：中学校2,343作品、高校2,825作品）
JICA国際協力　中学生・高校生エッセイコンテスト2016

学校名

特進科1年生：生物基礎3時間

今別町立今別中学校

学校名（派遣時） 氏名

3
2

4

2

3

佐藤　慎治

清野　人

福井　綾

桂　康博

手嶋　真紀

阿部　亘平

菅野　真理

二戸部　優

竹島　勇太

派遣期間

2016年9月10日（土）～9月18日（日）　9日間

JICA東北の仕事や国際協力のしくみ、働く人たちの苦労ややりがいを聞くことにより、将来の進路や職業選択に役立てる。

社会科の夏休みの課題で、社会の中で関心のあるものについて調べることになっている。対象の生徒は「国際協力」をテーマに調べ学習を行う。そ
こでJICA職員へインタビューを実施する。

生き方学習の一環として、仙台で活躍する人の生き方、考え方を学ぶ。講話や簡単な体験を通して、JICA東北の仕事や役割、開発途上国や国際
協力について理解を深める。

SGHで行っている課題解決型探究活動にて貧困地域の負のサイクルという課題に対して教育からアプローチしている。今回モデル地域として選定
したカンボジアの探究活動を進める中で疑問に感じた質問のインタビュー。

国際協力の第一線で活躍しているJICA東北を訪問し、世界では今どんな問題が起きていて、それをどのように解決に結びつけているのか、具体的
な事例を学ぶ。

派遣日程：2016年7月23日（土）～8月7日（日）　16日間　派遣人数：10名
役職/担当教科等

（派遣当時）

海外研修後の授業実践

2016年11月5日（土）～11月13日（日）　9日間

5、6年生：総合的な学習の時間4時間、社会科1時間、道徳1時間

2年生：図工1時間、米谷科1時間、学活1時間、5年生：学活2時間

高等部3年生：総合的な学習の時間2時間

海外の災害時における日本の支援・援助の現状と課題
課題研究を進める上で、多角的な視点で日本の支援と援助の現状と課題を学ぶ

開発途上国でJICAがどのような活動をしているかを知るため、インタビュー形式で質問をする。

単元　/ 時数

4年生：総合的な学習　4時間

6年生：総合的な学習の時間7時間

1年生：道徳、総合的な学習の時間、学活、英語、道徳、6時間

6年生：総合的な学習の時間、社会、外国語活動　6時間

1年生、特別支援学級：学級活動3時間

タイトル

「幸せとはなにか」

パラグアイで活躍する日本人から、卒業後の進路・今後の生き
方を考える

JICA東北支部　2016年度高校生国際協力実体験プログラム

JICA東北　2016年度　教師海外研修（パラグアイ）

2016年度　教師海外研修（行政官コース）　　派遣人数：2名

宮城県 8

4

4

6年生：総合的な学習の時間を中核として授業のねらいに応じて国語や道徳、社会、家庭科

県 派遣人数 校種

派遣人数 氏名


