
単元

中学校 八戸市立長者中学校 87 2017年10月5日 モンゴル バスケットボール JICA青森デスク 今、自分たちにできる国際協力

中学校 十和田市立第一中学校 26 2017年11月22日 モンゴル バスケットボール JICA青森デスク 夢を叶える

高等学校 青森県立弘前工業高等学校 734 2017年6月5日 モンゴル バスケットボール JICA青森デスク ボランティア活動

高等学校 松風塾高等学校 71 2017年6月30日 インドネシア 日本語教育

その他 自遊木民族珈琲 12 2017年11月5日 モンゴル バスケットボール JICA青森デスク Country Film Screenings-田舎の映画上映会-

その他 青森市医師会立青森准看護学院 110 2018年1月13日 モンゴル 看護師

その他 青森市男女共同参画プラザ「カダール」 100 2018年3月8日 シリア 果樹

小学校 秋田市立土崎小学校 80 2018年2月2日 ウガンダ PCインストラクター JICA秋田デスク 夢に向かって

小学校 秋田県にかほ市立院内小学校 58 2018年2月6日 モザンビーク 理数科教師（物理） 世界の人々と共に生きる

中学校 秋田市立城南中学校 155 2017年12月14日 ウガンダ PCインストラクター JICA秋田デスク 国際理解

中学校 秋田市立太平中学校 42 2018年2月23日 ネパール 小学校教諭 世界の子ども達は今

1 高等学校 秋田県立由利高校 32 2017年11月9日 スリランカ 映像 国際理解

その他 秋田しらかみ看護学院 38 2017年7月3日 マーシャル 看護師 国際活動の実際（国際協力活動・看護活動）

その他 横手市教育委員会 70 2017年11月20日 ルワンダ 村落開発普及員 JICA東北スタッフ
広げよう世界への扉-知ろう　学ぼう　世界のこ
と-

高等学校 岩手県立不来方高等学校 85 2017年7月22日 ウガンダ 村落開発普及員 JICA岩手デスク

高等学校 岩手県立盛岡農業高等学校 400 2017年8月30日 ルワンダ 食用作物・稲作栽培

高等学校 岩手県立水沢高等学校 33 2017年9月12日 JICA東北スタッフ
SDGsと開発協力-支援ニーズの把握から解題
の解決に向けて-

総合的な学習の時間

高等学校 岩手県立葛巻高等学校 91 2017年9月13日 ボリビア 理学療法士

高等学校 岩手県立平舘高等学校 291 2017年9月21日 ウガンダ 理科教育 学校行事

高等学校 岩手県立不来方高等学校 79 2017年9月29日 ブータン 青少年活動 The miracle of Fermentation

高等学校 岩手県立花巻南高等学校 79 2017年10月26日 サモア サッカー

高等学校 岩手県立黒沢尻北高等学校 520 2017年10月27日 タイ 青少年活動

高等学校 岩手県立福岡高等学校 400 2017年11月2日 マレーシア 環境教育

高等学校 岩手県立軽米高等学校 148 2017年11月9日 ブルキナファソ 青少年活動 国際理解

高等学校 岩手県立花泉高等学校 74 2017年11月21日 エルサルバドル 野球

高等学校 岩手県立一関第二高等学校 216 2017年11月28日 ボリビア 理学療法士 社会教養

高等学校 岩手県立千厩高等学校 352 2018年1月16日 サモア サッカー

高等学校 岩手県立花巻農業高等学校 300 2018年2月22日 インドネシア 野菜

大学 岩手県立大学 24 2017年7月12日 ウガンダ 理科教育

大学
岩手大学教育推進機構グローバル教育
センター

10 2017年10月24日 グアテマラ 感染症対策
開発援助アクター①ODAと日本の国際貢献
（実践編）

大学 岩手大学理工学部 20 2017年12月18日 フィリピン コンピュータ技術 初年次自由ゼミナール

その他 盛岡市医師会附属盛岡高等看護学院 27 2017年7月12日 ボリビア 理学療法士 国際看護の実際

その他 特定非営利活動法人未来図書館 40 2017年9月27日 ウガンダ 村落開発普及員 JICA岩手デスク キャリア教育

その他
学校法人日高学園認定こども園日高なな
つ星

20 2017年11月11日 マラウイ 青少年活動
いつかかなえる　僕の夢、私の夢　-世界の子
どもたちが描く夢とその原動力-

モロッコ 小学校教育 JICA東北スタッフ

ベナン 看護師

インドネシア 環境教育

小学校 仙台市立北六番丁小学校 37 2018年1月26日 モロッコ 小学校教育 JICA東北スタッフ 国際理解

小学校 仙台市立中山小学校 81 2018年2月28日 ペルー 観光業 JICA東北スタッフ 世界の未来と日本の役割

中学校 仙台市立広瀬中学校 400 2017年7月7日 マレーシア 青少年活動

中学校 東北学院中学校 181 2017年7月11日 ブルキナファソ 環境教育 総合英語（国際理解）

中学校 東北学院中学校 149 2017年7月12日 インドネシア 日本語教師 総合英語（国際理解）

中学校 東北学院中学校 164 2017年7月13日 ベネズエラ 野菜栽培 総合英語（国際理解）

中学校 東北学院中学校 149 2017年10月25日 インドネシア 小学校教育 総合英語（国際理解）

インドネシア 小学校教育

インドネシア 環境教育

パプアニューギニア コミュニティ開発

ウガンダ PCインストラクター

中学校 東北学院中学校 164 2017年10月26日 ベネズエラ 野菜栽培 総合英語（国際理解）

中学校 東北学院中学校 181 2017年11月10日 ブルキナファソ 環境教育 総合英語（国際理解）

中学校 仙台市立南小泉中学校 150 2018年2月13日 インドネシア 野菜 職業を学ぼう

中学校 東北学院中学校 181 2018年3月13日 ブルキナファソ 環境教育 総合英語（国際理解）

中学校 東北学院中学校 164 2018年3月13日 ベネズエラ 野菜栽培 総合英語（国際理解）

中学校 東北学院中学校 149 2018年3月17日 インドネシア 環境教育 総合英語（国際理解）

高等学校 宮城県宮城野高等学校 563 2017年6月24日 インドネシア 環境教育 職業人に学ぶ

高等学校 宮城県石巻好文館高等学校 20 2017年6月28日 ルワンダ 食用作物・稲作栽培
甲斐ある人といわれたいむ（在り方生き方研究
社会人講話

高等学校 宮城学院高等学校 123 2017年8月13日 ジンバブエ 音楽 学習オリエンテーション

高等学校 宮城県石巻西高等学校 382 2017年9月26日 ブータン 助産師 JICA地域復興推進員 国際理解講演会②

高等学校 宮城県名取北高等学校 280 2017年10月10日 モルディブ 音楽

高等学校 宮城県富谷高等学校 824 2017年10月26日 グアテマラ 野球 調べ学習

高等学校 宮城県仙台二華高等学校 170 2018年2月21日 マレーシア コミュニティ開発

1 大学 東北福祉大学 50 2017年6月19日 JICA東北スタッフ テーマ：国際協力とボランティア

その他 野蒜市民センター 20 2017年7月1日 インドネシア 野菜 わくわくキッズクラブ

その他 木町通市民センター 60 2017年8月9日 ブラジル
高齢者介護（ソーシャルワー
カー）

木町通老壮大学

その他 気仙沼市立病院附属看護専門学校 36 2017年8月10日 パラオ 看護師 国際看護

その他 野蒜市民センター 10 2017年8月14日 ブラジル
高齢者介護（ソーシャルワー
カー）

野蒜アカデミー

その他 仙台市立将監西小学校PTA 40 2017年10月14日 マレーシア 青少年活動

その他 八木山カトリック幼稚園父母教師の会 180 2017年11月13日 インドネシア 助産師

小学校 山形市立蔵王第一小学校 72 2017年11月8日 カンボジア 小学校教諭 JICA山形デスク ワクワクキッズ　ドリームプロジェクト

小学校 山形市立第七小学校 62 2017年11月9日 カンボジア 小学校教諭 JICA山形デスク

1 中学校 山形県立東桜学館中学校・高等学校 210 2017年7月24日 マーシャル 環境行政
JICAの環境保全や再生可能エネルギー開発
に関わる国際支援活動

高等学校 九里学園高等学校 41 2017年7月13日 コスタリカ 青少年活動 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 21 2017年8月12日 シリア 幼児教育 JICA東北スタッフ 宗教とイスラム圏の生活

高等学校 山形県立鶴岡南高等学校 73 2017年10月13日 ルワンダ 小学校教育 英語探究

高等学校 山形県立小国高等学校 26 2017年12月13日 カンボジア 小学校教諭 JICA山形デスク 進路教育

ボリビア 助産師

カンボジア 小学校教諭 JICA山形デスク

サモア PCインストラクター

モロッコ 青少年活動

その他 河北町国際交流協会 7 2017年10月29日 カンボジア 小学校教諭 JICA山形デスク

その他 学習支援団体まなびす 20 2017年12月9日 カンボジア 小学校教諭 JICA山形デスク

カンボジア 小学校教諭 JICA山形デスク

パラオ コミュニティ開発

エチオピア 理科教育

インドネシア 助産師

東京都 1 1 その他 株式会社東京ビッグサイト 20 2017年8月11日 エチオピア PCインストラクター 復興セッション

78 10,620

英語

将監中学校区地域ぐるみ健全育成推進協議会研修会

総合

協力隊を支援するやまがた地球家族の
会

50 2018年3月24日 JICAエッセイコンテスト表彰式、帰国報告会

1 大学 山形県立保健医療大学 53 2017年11月23日

6

学校行事

総合的な学習の時間

総合的な学習の時間

総合的な学習の時間

2017年度　JICA東北　開発教育・国際理解教育　実績一覧

利府町立青山小学校小学校 62 2017年11月28日

国際科学系行事

総合的な学習の時間

中学校 岩沼市立岩沼北中学校 91 2017年10月26日 志教育（国際理解）

総合的な学習の時間

平成29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

総合学習

総合的な学習の時間

総合学習

総合学習

総合学習

総合学習

山形県 13

7

2

4

生涯学習講座

総合的な学習の時間

SGH・グローバル・シチズンシップ・プログラム

総合的な学習の時間

東松島市協働教育プラットフォーム事業

木町通市民センター主催事業

看護の統合と実践Ⅰ

総合的な学習の時間

課題研究ⅡB（調べ学習）

総合的な学習の時間ぼくら12歳　正解の仲間

課題研究ⅡB

ボランティア活動論

総合学習

総合学習

総合

総合学習

学校行事

総合学習

東日本大震災復興支援イベント「STAND UP SUMMIT 2017」

5

その他

LHR

米沢市共同提案補助金採択事業

30 2017年5月27日 協力隊を支援するやまがた地球家族の会総会

その他 河北町国際交流協会 50 2017年12月10日 河北町国際交流協会　キッズクラブ第二回

その他

協力隊を支援するやまがた地球家族の
会

3

総合

社会科

PTA学年行事

特別活動

総合

英語

岩手県 20

14

国際協力・開発援助論

先端理工特別プログラム

災害看護と国際理解

市民講座等

外国語（英語）

総合的な学習の時間

LHR

3

12

総合的な学習の時間

コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ

産業社会と人間

29

総合的な学習

総合的な学習の時間

国際協力と災害看護

総合的な学習の時間

国際理解

3 第56回生　灯火式

2

単元/教科名

教科名

青森県 7

2

2

総合的な学習の時間

総合的な学習の時間

2
キャリア教育

宮城県

国際看護論海外における健康支援の実際

3

2

2018/3/31

国　際　協　力　出　前　講　座
　　　　　　　　　　　実施：77件、　受講者数：10,620名　※2018/3/31実施分まで

県 件数 校種 依頼団体名 人数 実施日 講師派遣国 講師職種

秋田県 7

総合的な学習の時間時間

国語

講師備考

社会・総合的な学習の時間



県 校種 依頼団体名 人数 実施日 単元 教科名

青森県 1 1 中学校 青森市立沖館中学校 5 2017年9月5日 職場訪問

1 小学校 能代市立向能代小学校 1 2017年8月8日
平成29年度中堅教諭等資
質向上研修

中学校 秋田市立城南中学校 3 2017年6月29日 勤労体験学習 総合的な学習の時間

中学校 秋田大学教育文化学部附属中学校 1 2017年7月13日 探究学習 総合的な学習

中学校 大館市立南中学校 3 2017年5月25日 総合的な学習の時間

中学校 秋田大学教育文化学部附属中学校 5 2017年8月4日 総合的な学習（DOVE) 職場訪問学習

高等学校 秋田県立角館高等学校 1 2017年8月2日 インターンシップ 職業体験学習

高等学校 秋田県立能代高等学校 5 2017年8月2日 インターンシップ

高等学校 秋田県立秋田南高等学校 13 2017年11月9日 国際探究Ⅰ

高等学校 秋田県立角館高等学校 1 2018年1月10日 インターンシップ 職業体験学習

中学校 気仙沼市立津谷中学校 5 2017年5月17日 総合的な学習の時間
仙台宿泊学習（望ましい職業
観）

中学校 富谷市立富谷第二中学校 6 2017年6月28日 総合的な学習の時間 課題解決学習

中学校 トライ式高等学院　仙台校 11 2017年6月21日 通信制高校の総合的学習

中学校 富谷市立富谷第二中学校 5 2017年11月8日 総合的な学習の時間

中学校 仙台市立三条中学校 6 2017年8月23日 総合学習の時間 達人訪問

高等学校 宮城県白石高等学校 5 2017年9月5日 総合学習 職場訪問

高等学校
宮城県古川黎明高等学校1学年　災害地
域科学　国際化研究班

23 2017年10月3日 総合的な学習の時間 総合的な学習の時間

高等学校 宮城県角田高等学校 5 2017年9月7日 総合的な学習の時間

高等学校 宮城県仙台南高等学校 4 2018年1月30日 課題研究 総合的な時間の学習

山形県 1 1 小学校 山形市立第七小学校 62 2017年7月26日 たいよう〇〇助け隊 総合的な学習の時間

20 170

青森県 小学校 階上町立石鉢小学校 全科

青森県 小学校 八戸市立多賀小学校 全科

宮城県 小学校 仙台市立中山小学校 全科

宮城県 中学校 名取市立みどり台中学校 英語

宮城県 高等学校 仙台城南高等学校 物理

宮城県 特別支援 宮城県立角田支援学校 保健体育、特別支援

山形県 中学校 山形市立山寺中学校 保健体育

福島県 小学校 本宮市立五百川小学校 全科

福島県 小学校 平田村立小平小学校 全科

福島県 中学校 三春町立岩江中学校 数学

県

青森県

岩手県

県

青森県

秋田県

岩手県

宮城県

山形県

県 校種 氏名 タイトル 学年

国内機関長賞 柳本　和奏 チョコレートが教えてくれたこと 2

佳作 関　美南 支え合い 3

OB会長賞 蛯澤　俊太 国際協力の大切さ 1

国内機関長賞 野﨑　未来 生まれ変わっても私になりたい 2

佳作 金田　実紗 負の連鎖を絶つ 1

佳作 沖野　綾香 文化の尊重と共生 2

OB会長賞 尾崎　鈴寧 協力して作るもの 2

1
中学校

(20作品)
国内機関長賞 佐藤　彩水 フェアトレードから考えたこと 3

国内機関長賞 三浦　那月 読書で未来を変えよう 2

最優秀賞 小山　桃子 アフリカに渡った折り紙 1

国内機関長賞 古川　奈津希 興味を持つ事から。 1

佳作 菊池　美星 この世に当たり前なんて存在しない 1

佳作 遠藤　元 痛感 2

OB会長賞 齋藤　花凜 ワンコイン 1

OB会長賞 最上　わかな 私達が出来ること 1

1
中学校

(273作品) 審査員特別賞 今井　弓詠 人の思いやりから繋がる世界 2

国内機関長賞 相沢　咲希 自分の常識を超えて 2

佳作 髙橋　未来 誰かのために 1

佳作 谷山　陽世莉 あたり前ではいけない 1

鈴木　綾夏 世界の人々と共に生きるために～私たちの考えること、出来ること 1

OB会長賞 目黒　伶珠歌
世界の人々と共に生きるために-私たちの考えること、出来
ること-

2

OB会長賞 若生　恭代 「積極的」に 1

国内機関長賞 鈴木　悠世 科学の芽を育てて 3

佳作 沼澤　のどか 世界平和について 3

審査員特別賞 長澤パティ　明寿 強い信念 1

高校
(105作品)

2

中学校
(175作品)

派遣国

セネガル共和国

カンボジア王国

山形県 6

4
中学校

(337作品)

JICA東北支部長賞 南陽市立宮内中学校

2
高校

(188作品) 特別学校賞 山形県立鶴岡北高等学校

審査員特別賞 山形県立山形東高等学校

学校賞 飯豊町立飯豊中学校

学校賞 南陽市立宮内中学校

佳作 白鷹町立白鷹中学校

学校賞 学校法人　東陵学園　東陵高等学校

宮城青年海外協力協会会長賞 宮城県亘理高等学校

宮城青年海外協力協会会長賞 宮城県富谷高等学校

特別学校賞 宮城県迫桜高等学校

宮城県 14

審査員特別賞 仙台市立三条中学校

13
高校

(1081作品)
特別学校賞 宮城県仙台東高等学校

佳作 宮城県迫桜高等学校

JICA東北支部長賞 宮城県仙台二華高等学校

学校賞 宮城県富谷高等学校

学校賞 尚絅学院高等学校

岩手県 11

学校賞 宮城県柴田農林高等学校川崎校

佳作 宮城県仙台東高等学校

佳作 宮城県仙台東高等学校

佳作 岩手県立一関第二高等学校

佳作 学校法人　龍澤学館　盛岡中央高等学校

岩手県青年海外協力協会会長賞 岩手県立一関第二高等学校

学校賞 宮城県亘理高等学校

特別学校賞 学校法人　龍澤学館　盛岡中央高等学校

7
高校

(1069作品)

JICA東北支部長賞 岩手県立盛岡農業高等学校

学校賞 岩手県立一関第二高等学校

学校賞 岩手県立盛岡農業高等学校

4
特別学校賞 盛岡市立黒石野中学校

独立行政法人国際協力機構理事長賞 一関市立磐井中学校

学校賞 大船渡市立吉浜中学校

岩手県青年海外協力協会会長賞 学校法人　龍澤学館　盛岡中央高等学校

秋田県 3

JICA東北支部長賞 秋田市立太平中学校

JICA東北支部長賞 秋田県立大曲高等学校

学校賞 聖霊女子短期大学付属高等学校

学校賞 青森県立八戸北高等学校

学校賞 学校法人大和山学園　松風塾高等学校

7
高校

(536作品)

JICA東北支部長賞 八戸聖ウルスラ学院高等学校

青森県青年海外協力協会会長賞 青森県立八戸北高等学校

佳作 青森県立八戸北高等学校

佳作 青森県立田名部高等学校

全国応募作品総数　70,403作品　（内訳：中学校38,718作品 高校31,685作品）、JICA東北担当県　4,316作品　（内訳：中学校1,337作品、高校2,979作品）
作品数 賞名 学校名

青森県 14

7
中学校

(532作品)

JICA東北支部長賞 青森市立浦町中学校

学校賞 板柳町立板柳中学校

学校賞 青森市立佃中学校

学校賞 青森県立三本木高等学校附属中学校

青森県青年海外協力協会会長賞 青森市立造道中学校

佳作 八戸市立長者中学校

学校賞 八戸市立長者中学校

特別学校賞 青森県立田名部高等学校

2 宮城県仙台東高等学校、尚絅学院高等学校

2 山形県立鶴岡北高等学校、学校法人新庄学園新庄東高等学校

JICA国際協力　中学生・高校生エッセイコンテスト2017

2 八戸工業大学第二高等学校、青森県立三沢高等学校

2 秋田県立能代松陽高等学校、秋田県立角館高等学校

5 岩手県立千厩高等学校、岩手県立遠野高等学校、岩手県立不来方高等学校、岩手県立花泉高等学校、岩手県立久慈高等学校

1 岩手県教育委員会事務局　学校教育課 山田　知弘

高校生国際協力実体験プログラム
実施日程：2017年11月25日（土）～11月26日（日）　2日間　参加校：13校

参加校数 学校名

教師海外研修（教育行政官担当者コース）
派遣人数 所属先（派遣時） 氏名

1 鎌田　寛市青森県教育庁中南教育事務所

派遣期間

2017年10月21日（土）～10月29日（日）　9日間

2017年11月4日（土）～11月12日（日）　9日間

浅野　隆二郎 自分たちができること～パヤタスのゴミ山を通して～ 6学年：総合的な学習の時間7時間

畑中　麻衣子 わたしたちが生きる世界を知ろう～地球家族の一員として～ 2学年：道徳3時間、英語2時間

石垣　葵 Yes, I can

誰もが幸せな社会のために 2学年：数学・道徳・総合的な学習の時間12時間

1

小林　真一 私たちが世界のためにできることを考えよう 6学年：総合的な学習の時間12時間

中西　龍也 幸せとは何？フィリピンから考えよう 5・6学年：道徳5時間

湯田　しおり

佐藤　里絵 地球市民として～今、私たちができること～ 高等部3学年：総合的な学習の時間・特別活動「学級活動」5時間

山口　俊一 国際社会で生きていくために私たちにできること 3学年：総合的な学習の時間・道徳15時間

3

赤塚　徹 いま自分たちにできること 5学年：学級活動2時間、道徳1時間

工藤　星子 共に立ち上がる地域社会 5・6学年：総合的な学習の時間11時間

2学年：探求9時間

2

将来の職業として、国際的な活動の場での就職を考えるための参考としたい。

本校の重点目標でもあるグローバルリーダーとして求められる資質や心構え等について学ぶ。

職場訪問

国際協力やJICA事業について、視覚的な（写真や映像など）教材を用いた講義

派遣日程：2017年7月30日（日）～8月8日（火）　11日間　派遣人数：10名

県 派遣人数 校種 学校名（派遣時） 氏名
担当教科等
（派遣当時）

海外研修後の授業実践

タイトル 単元　/ 時数

宮城県

4

9

ワークショップを通じて、JICAが実施する国際協力事業について学ぶ。

JICAで働く人々の体験談を聞き、仕事内容ややりがいなどのインタビューを行う。

青年海外協力隊経験者の方による体験談

総合的な学習の時間

秋田県 9

・JICA事業について
・開発教育支援事業について
・教育現場での開発教育実践例などの情報共有

4

国際協力について理解を深めるためにワークショップを通して、学ぶこと・働くことの意義や価値を考え、自己にふさわしい進路を探究する意識や態度を育て
る。

JICA事業、秋田における国際協力について聞き取り調査

・JICAの仕事内容について
・海外で協力隊として活動する上で大切なこと等について

生徒からの事前質問に対し回答する。

4

・仕事内容説明
・生徒からの質問（そこで働く人々の思いや生き方など）への回答、施設見学など

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

海外の災害時における日本の支援・援助の現状と課題を学ぶ。また、高校生が取り組む価値がある課題研究テーマの提案。

生徒が主体的に参加できるプログラム

課題研究で水問題を調べているグループが途上国の水問題、JICAの取組などを学ぶ

「仙台自主体験」の一環として、地域の中で興味のある企業・団体を訪問する。

5

4

訪　問　学　習
実施：20件、　受講者数：170名 ※2018/3/31実施分まで

件数 依頼内容

JICA東北・JICA二本松教師海外研修（フィリピン共和国）

国際関係の仕事に就きたい生徒が、国際交流、国際協力について考える機会とする


