
県 校種 依頼団体名 人数 実施日 講師派遣国 講師職種 講師備考

小学校 青森市立浦町小学校 18 2018年9月7日 モンゴル バスケットボール JICA青森デスク

小学校 青森市立浦町小学校 18 2018年9月14日 モンゴル バスケットボール JICA青森デスク

1 中学校 十和田市立十和田湖中学校 8 2018年10月15日 ガボン 野菜栽培

高等学校 青森県立弘前工業高等学校 733 2018年6月4日 ガボン 野菜栽培

高等学校 青森県立田名部高等学校 210 2018年6月7日 モンゴル バスケットボール JICA青森デスク

高等学校 八戸工業大学第二高等学校 256 2018年6月16日 モンゴル バスケットボール JICA青森デスク

高等学校 大和山学園　松風塾高等学校 60 2018年6月29日 モンゴル バスケットボール JICA青森デスク

その他 八戸市立高等看護学院 40 2018年5月14日 ネパール
国際緊急援助隊　医療調整員（救急
救命士）

その他
上十三地区青少年赤十字指導者協議会高校
部会

40 2018年6月2日 ルワンダ 観光

高等学校 岩手女子高等学校・看護科（専攻科課程） 189 2018年6月29日 ウガンダ 感染症対策 JICA二本松青年海外協力隊訓練所　診療室

高等学校 岩手県立高田高等学校 130 2018年8月20日 コスタリカ 理学療法士

高等学校 岩手県立軽米高等学校 135 2018年8月20日 マレーシア 環境教育

高等学校 岩手県立盛岡農業高等学校 400 2018年8月29日 インドネシア 野菜

高等学校 岩手県立千厩高等学校 149 2018年9月18日 ホンジュラス 幼児教育

高等学校 岩手県立花巻南高等学校 80 2018年9月20日 ボリビア 理学療法士

高等学校 岩手県立葛巻高等学校 92 2018年9月26日 ナミビア 電気・電子機器

高等学校 岩手県立平舘高等学校 258 2018年9月27日 ナミビア 電気・電子機器

高等学校 岩手県立黒沢尻北高等学校 500 2018年9月28日 ペルー 観光業 JICA東北　市民参加協力課

高等学校 岩手県立花泉高等学校 112 2018年11月22日 タンザニア 理数科教師

高等学校 岩手県立一関第二高等学校 210 2018年11月27日 ホンジュラス 幼児教育

大学 岩手県立大学宮古短期大学部 100 2018年12月13日 ウガンダ 村落開発普及員 JICA岩手デスク

大学 岩手大学理工学部先端理工特別プログラム 20 2018年12月17日 フィリピン コンピュータ技術

その他 盛岡市見前地区公民館 40 2018年4月25日 ウガンダ 理科教育

その他 NPO法人　未来図書館 94 2018年7月5日 ウガンダ 村落開発普及員 JICA岩手デスク

その他 岩手県高等学校家庭クラブ連盟 100 2018年7月18日 ホンジュラス 幼児教育

その他 一関市まちづくり推進課 45 2018年11月18日 ホンジュラス 幼児教育

その他 東山地域教育振興運動推進連絡協議会 60 2019年2月3日 ホンジュラス 幼児教育

カンボジア コミュニティ開発

パラオ 看護師

ブラジル ソフトボール

ブラジル 幼児教育

モロッコ 小学校教諭 JICA東北　市民参加協力課

ペルー 観光業 JICA東北　市民参加協力課

小学校 仙台市立長命ヶ丘小学校 75 2019年2月15日 インドネシア 環境教育

中学校 東北学院中学校 164 2018年9月14日 インドネシア 環境教育

中学校 多賀城市立東豊中学校 80 2018年9月28日 ウガンダ PCインストラクター

中学校 大河原町立大河原中学校 639 2018年11月28日 ベナン 看護師

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 2019年2月28日 ベトナム 獣医・衛生

1 中等教育学校 仙台市立仙台青陵中等教育学校 138 2018年10月18日 ウガンダ 村落開発普及員 JICA岩手デスク

高等学校 東北高等学校（小松島校舎）創進コース 33 2018年7月4日 パプアニューギニア コミュニティ開発

高等学校 宮城県一迫商業高等学校 57 2018年7月13日 ケニア コミュニティ開発

高等学校 宮城県富谷高等学校 824 2018年9月27日 タンザニア 数学教育

高等学校 宮城県仙台東高等学校 40 2018年11月7日 シリア 幼児教育

高等学校 聖和学園高等学校 80 2018年12月13日 モンゴル 看護師

高等学校 宮城県白石高等学校 140 2018年10月29日 ブータン 助産師

高等学校 尚絅学院高等学校 27 2018年12月18日 パラオ 看護師

高等学校 宮城県仙台二華高等学校 220 2019年3月20日 ペルー 観光業

大学
東北福祉大学　学生生活支援センター
ボランティア支援課

50 2018年6月25日 JICA東北　市民参加協力課課長

大学 仙台大学 70 2018年7月10日 ケニア コミュニティ開発

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

20 2018年12月14日 キルギス 青少年活動 東松島地域復興推進員

その他 気仙沼市立病院附属看護専門学校 34 2018年4月9日 ブータン 助産師

セネガル JICA研修員

モロッコ JICA研修員

キルギス 青少年活動 東松島地域復興推進員

モロッコ JICA研修員

小学校 由利本荘市立東由利小学校 31 2018年7月19日 ネパール 小学校教諭

小学校 由利本荘市立尾崎小学校 93 2018年12月6日 マーシャル諸島 看護師

小学校 にかほ市立院内小学校 55 2019年2月6日 コスタリカ 気象学、参加型保護区管理

1 中学校 秋田市立城南中学校 179 2018年12月7日 ウガンダ PCインストラクター JICA秋田デスク

1 高等学校 秋田県立大曲高等学校 35 2018年6月21日 マラウイ 村落開発普及員

1 その他 秋田しらかみ看護学院 38 2018年7月2日 ウガンダ 感染症対策 JICA二本松青年海外協力隊訓練所　診療室

1 中学校 川西町立川西中学校 122 2019年1月17日 インドネシア 助産師

ネパール 野菜栽培

カンボジア 小学校教諭 JICA山形デスク

高等学校 山形市立商業高等学校 81 2018年6月11日 マラウイ コミュニティ開発

高等学校 山形県立谷地高等学校 126 2018年7月4日 カンボジア 小学校教諭 JICA山形デスク

ボリビア 助産師

カンボジア 小学校教諭 JICA山形デスク

その他 高畠町国際交流協会 30 2018年5月27日 インドネシア 助産師

ニカラグア 作業療法士

マラウイ コミュニティ開発

その他 河北町国際交流協会 85 2018年10月28日 カンボジア 小学校教諭 JICA山形デスク

その他 山形市霞城倫理法人会 30 2018年10月17日 ニカラグア 青少年活動

その他 山形市霞城倫理法人会 30 2018年12月26日 ボリビア エアロビクス

ニカラグア 青少年活動

マラウイ コミュニティ開発

マラウイ エイズ対策 JICA東北　市民参加協力課

東松島地域復興推進員

68 8,277

国際理解・国際協力

経営者モーニングセミナー

経営者モーニングセミナー

東松島市矢本西市民センター
わらすっこクラブ第5回学習会

野蒜市民センター「東松島ふるさと実感講座」第5
回

LHR

高畠町国際交流協会講演会

総合的な学習の時間

総合的な学習の時間

社会・総合的な学習の時間

総合的な学習の時間

英語・異文化理解

国際協力と災害看護

社会科

安全保障論

国際看護

総合学習

英語・社会

総合的な学習の時間

外国語（英語表現）

グローバルウィークイベント

LHR

多文化交流フェスティバル

国際看護論

協力隊を支援するやまがた地球家族の会総会

社会

総合学習

英語・総合的な学習

総合的な学習の時間

総合学習

PBL(Project Based Learning)

課題研究ⅡB

ボランティア活動論

教養展開科目

総合的な学習の時間

産業社会と人間

キャリア形成の基礎

初年次自由ゼミナール

キャリア教育支援　未来パスポートプログラム

家庭科（家庭クラブ連盟）

一関市多文化共生事業

平成30年度東山地域教育振興運動研修会

教科名

クラブ活動

クラブ活動

特別活動

キャリア教育

総合的な学習の時間

総合学習

災害国際看護

上十三地区青少年赤十字高校
リーダーシップトレーニングセンター

国際看護

総合的な学習の時間

総合的な学習の時間

特別活動

総合的な学習の時間

国際科学学系行事

総合

総合的な学習の時間

総合的な学習の時間

国際活動の実際、国際協力活動・看
護活動

これからの地球社会と日本

国際コミュニケーション科　集中プロ
グラム

海外における健康支援の実際

単元

進路講話

ボランティア活動

SDGs講演会

表現サポート　テーマ2（自分と社会）

総合的学習

国際看護の実際を学ぶ

国際理解

異文化理解

ホームプロジェクトと学校家庭クラブ
活動

先輩に学ぼう

世界の人々共に生きる

山形県 11

3

1

6

社会教養

海外での仕事

公民館講座（中学生のボランティア学
習会）

秋田県 6

3

学校法人新庄学園　新庄東高等学校 12 2018年4月12日高等学校

大学

その他 協力隊を支援するやまがた地球家族の会 30

世界の文化や職業に目を向けよう

課題研究　社会科学ゼミ

外部講師講演会（国際理解・国際協
力について）

体育系大学の基礎教養

人間の安全保障

看護の統合と実践

2018年5月26日

50 2019年3月10日

国際交流 総合的な学習の時間

JICAエッセイコンテスト表彰式・帰国報告会

総合英語（国際理解）

その他 協力隊を支援するやまがた地球家族の会

特別講義

東松島市野蒜市民センターその他 30

3

中学校 岩沼市立岩沼北中学校 84 2018年10月30日

2019年1月29日

3

3
2018年9月11日

その他 東松島市矢本西市民センター 15 2019年1月12日

2018年11月8日

青森県 9

2

岩手県 18

5

小学校 仙台市立西中田小学校 91

4

2

11

2

宮城県 23

8

利府町立青山小学校小学校 54

5

2019/3/31

国　際　協　力　出　前　講　座
　　　　　　　　　　　実施：68件、　受講者数：8277名　※2019/3/31実施分まで

件数

2018年度　JICA東北　開発教育・国際理解教育　実績一覧

われら12才世界の仲間 総合的な学習の時間

志教育（国際理解） 総合的な学習の時間

東京都 1 1 その他 株式会社東京ビッグサイト 20 2018年8月7日 復興セッション
東日本大震災復興支援イベント「STAND UP
SUMMIT 2018」

山形県立保健医療大学 4 2018年11月12日

世界と未来と日本の役割

総合英語（国際理解）

NEW HORIZON Unit3 生き方学習



県 校種 依頼団体名 人数 実施日 講師派遣国 講師職種 講師備考

1 中学校 青森市立沖館中学校 12 2018年9月5日

1 高等学校 青森県立青森商業高等学校 5
2018年9月4日
2018年9月5日
2018年9月6日

1 大学
弘前大学　農学生命科学部
国際園芸農学科

1 2018年9月4日

1 中学校 岩手町立川口中学校 1
2018年9月5日
2018年9月6日

1 高等学校 岩手県立花巻農業高等学校 7 2018年4月24日

1 小学校 岩手県花巻市立矢沢小学校 25 2018年6月15日 モロッコ 小学校教諭 JICA東北　市民参加協力課

中学校 仙台市立三条中学校 6 2018年8月23日 ペルー 観光業 JICA東北　市民参加協力課

中学校 富谷市立富谷第二中学校 6 2018年11月6日 ペルー 観光業 JICA東北　市民参加協力課

高等学校 宮城県角田高等学校 5 2018年9月4日 ケニア 感染症対策 JICA東北　市民参加協力課

高等学校 山形県立山形東高等学校 33 2018年12月25日 ペルー 観光業 JICA東北　市民参加協力課

1 大学
東北大学　高度教養教育・学生支援機構
教養教育院

17 2018年6月4日 JICA東北　所長

中学校 秋田市立城南中学校 6 2018年6月28日

中学校 秋田市立泉中学校 13 2018年7月3日

中学校 由利本荘市立大内中学校 1 2018年7月31日

高等学校 秋田県立能代高等学校 3 2018年7月25日

高等学校 秋田県立秋田南高等学校 8 2018年11月13日

大学 東北公益文科大学 1 2018年8月23日

大学 東北公益文科大学 2 2019年2月27日

18 152

青森県 中学校 八戸市立白銀中学校 英語

岩手県 高等学校 岩手県立大船渡東高等学校 工業

宮城県 特別支援 宮城県立角田支援学校 英語

中学校 高畠町立高畠中学校 英語

高等学校 新庄学園新庄東高等学校 社会

高等学校 九里学園高等学校 英語

小学校 郡山市立芳山小学校 全科

小学校 いわき市立汐見が丘小学校 全科

高等学校 福島県立いわき総合高等学校 英語

県 校種 氏名 学校名 学年

国内機関長賞 若佐　心音 今別町立今別中学校 2

OB会長賞 佐藤　那奈 八戸市立白銀南中学校 3

板柳町立板柳中学校

八戸市立白銀南中学校

八戸市立白銀中学校

国内機関長賞 林　士真 青森県立三沢高等学校 2

OB会長賞 祐川　実夕 青森県立田名部高等学校 1

大和山学園　松風塾高等学校

青森県立田名部高等学校

青森県立八戸北高等学校

優秀賞 留畑　瑞穂 釜石市立唐丹中学校 3

大船渡市立吉浜中学校

国内機関長賞 佐々木　菜奈 学校法人一関学院一関学院高等学校 2

OB会長賞 千葉　凜々子 盛岡中央高等学校 1

岩手県立一関第二高等学校

盛岡中央高等学校

岩手県立盛岡農業高等学校

審査員特別賞 阿部　想 宮城県仙台二華中学校 3

OB会長賞 佐々木　美玖 仙台市立六郷中学校 2

学校賞 仙台市立郡山中学校

学校賞 岩沼市立岩沼西中学校

国際協力特別賞 西野　麗華 宮城県仙台第二高等学校 2

国内機関長賞 關　百咲 宮城県仙台二華高等学校 2

佳作 大友　理緒 宮城県仙台東高等学校 1

佳作 佐藤　天音 学校法人古川学園　古川学園高等学校 2

OB会長賞 栁　茉里奈 尚絅学院高等学校 2

OB会長賞 西原　寧希 宮城県富谷高等学校 1

OB会長賞 渡部　和花 宮城県富谷高等学校 1

宮城県仙台東高等学校

宮城県迫桜高等学校

宮城県富谷高等学校

宮城県亘理高等学校

宮城県柴田農林高等学校川崎校

学校法人東陵学園　東陵高等学校

1
中学校
(7作品)

国内機関長賞 柿崎　天空 湯沢市立湯沢南中学校 1

国内機関長賞 柴田　理子 秋田県立由利高等学校 2

聖霊女子短期大学付属高等学校

国内機関長賞 太田　珠伽 南陽市立宮内中学校 3

飯豊町立飯豊中学校

山形市立山寺中学校

国内機関長賞 庄司　百伽 山形県立山形東高等学校 2

OB会長賞 伊藤　北斗 山形県立鶴岡中央高等学校 2

学校賞 山形県立鶴岡中央高等学校

山形県立谷地高等学校

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

ウガンダ PCインストラクター JICA秋田デスク

基礎ゼミ

総合的な学習

総合的な学習の時間

単元

自分の将来について考える

プロジェクト学習

プロジェクト学習

総合学習の時間

総合的な学習の時間（課題研究）

総合的な学習の時間

国際開発の課題と方法

勤労体験学習

職場体験学習

平成30年度中堅教諭等資質向上研修
選択研修

総合的な学習（インターンシップ）

国際探求Ⅰ

インターンシップ

教科名

総合的な学習

総合的な学習の時間（インターンシップ）

インターンシップ

職場体験学習

総合実習

修学旅行自主研修

達人訪問

総合学習

子供達に仕事と学校を-世界の幸せのために私たちができること

養護教諭が世界を変える

異国の風に吹かれて

輪がつくる世界の幸せ

私の故郷を世界へ

同じ青空の下

強く願う

世界を広げる

差別の種に気づいて

みんなに広めたい

今、僕にできること。

世界の幸せのために持つべき意志

「世界の幸せは地域の幸せから」

幸せのインフォームド・コンセント

発展途上国のために

世界を変える一滴に私はなりたい

『世界の人の声、聞いて届ける笑顔の花』

幸せと笑顔の花畑

僕らが声を上げるとき

4学年：総合的な学習の時間・道徳5時間

1学年：総合的な学習の時間7時間3

3

学校賞

青森県青年海外協力協会会長賞

モンゴル

派遣日程：2018年7月29日（日）～8月8日（水）　11日間　派遣人数：9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

3

インターンシップ応用演習科目

笑顔から見えてくるもの 1学年：道徳5時間

広く活躍する技術者となるために

中学校
(450作品)

5

タイトル

小さなことから

1

1

1

特別学校賞

学校賞

学校賞

細山　美栄子

阿部　貴治

13

17

学校賞

優秀賞

学校賞

全国応募作品総数　72,486作品　（内訳：中学校37,748作品 高校34,738作品）、JICA東北担当県　4,098作品　（内訳：中学校1,103作品、高校2,995作品）

作品数 賞名

JICA東北所長賞

2学年：工業3時間

中学校
(373作品)

4

佳作

学校賞

私だって、できること。

新田　弥奈子 半分大人になるということ

山形県 7

JICA東北所長賞

特別学校賞

NPO法人山形県青年海外協力協会会長賞

学校賞

JICA東北所長賞

学校賞

高校
(422作品)

中学校
(228作品)

3

4

宮城青年海外協力協会会長賞

特別学校賞

特別学校賞

審査員特別賞

特別学校賞

宮城青年海外協力協会会長賞

秋田県 3

JICA東北所長賞

JICA東北所長賞

学校賞

宮城県

高校
(1403作品)

特別学校賞

学校賞

宮城青年海外協力協会会長賞

佳作

国際協力特別賞

宮城青年海外協力協会会長賞

高校
(100作品)

2

JICA東北所長賞

5
高校

(317作品)

特別学校賞

特別学校賞

青森県青年海外協力協会会長賞

中学校
(45作品)

2

7岩手県

特別学校賞

学校賞

JICA東北所長賞
10青森県

5
高校

(753作品)

岩手県青年海外協力協会会長賞

JICA東北所長賞

JICA東北・JICA二本松教師海外研修（フィリピン共和国）

青森県 3

2岩手県

2

2

秋田県 7

宮城県 6

2

2

件数

JICA国際協力　中学生・高校生エッセイコンテスト2018

三本松　由里子 「ご飯茶碗の向こう側」～お米から考えるSDGs～ 高等部1学年：総合的な学習の時間4時間

齋藤　久美子 将来どんな人生を送りたいかを考えよう 3学年：道徳5時間

東郷　尚子 グローバルリーダーの資質を養う

江口　俊文 豊か社会を実現するために 6学年：総合的な学習の時間6時間

佐藤　智子 フィリピン社会を学んで、価値観を広げよう 2・3学年：異文化理解12時間

松岡　大地 支援とは 2学年：グローカル演習2時間

山形県

福島県

訪　問　学　習
実施：18件、　受講者数：152名 ※2019/3/31実施分まで


