
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 小学校 青森市立古川小学校 41 2020年2月20日 ウガンダ 理科教育 JICA青森デスク

1 中学校 弘前市立石川中学校 29 2019年12月4日 ウガンダ 理科教育 JICA青森デスク

高等学校 青森県立田名部高等学校 208 2019年5月23日 ペルー 観光業 JICA東北　市民参加協力課

高等学校 青森県立三沢高等学校 250 2019年6月25日 ペルー 観光業 JICA東北　市民参加協力課

高等学校 青森県立野辺地高等学校 79 2020年2月26日 ウガンダ 理科教育 JICA青森デスク

1 大学 弘前学院大学　文学部 15 2019年10月10日 ウガンダ 理科教育 JICA青森デスク

その他 あおもり地球市民ネット 7 2019年6月15日 ウガンダ 理科教育 JICA青森デスク

その他 南地方中学校教育研究会　社会部会 25 2019年8月8日 教師海外研修　派遣者

その他 あおもり地球市民ネット 15 2019年10月5日 サモア 学芸員

その他 公益財団法人　青森国際交流協会 60 2019年11月27日 ネパール コミュニティ開発

その他 国際ソロプチミスト青森 35 2019年12月19日 ウガンダ 理科教育 JICA青森デスク

高等学校 岩手県立杜陵高等学校 15 2019年5月17日 ボリビア 理学療法士 JICA岩手デスク

高等学校 岩手県立盛岡農業高等学校 388 2019年8月21日 ドミニカ 野菜栽培

高等学校 岩手県立久慈東高等学校 31 2020年1月22日 マレーシア 環境教育

大学 岩手大学理工学部先端理工特別プログラム 20 2019年12月2日 フィリピン コンピュータ技術

大学 岩手大学グローバル教育センター 27 2019年12月3日 ボリビア 理学療法士 JICA岩手デスク

その他
一般社団法人倫理研究所　盛岡市倫理法人
会

26 2019年8月23日 ボリビア 理学療法士 JICA岩手デスク

その他
国際医療福祉専門学校　一関校　理学療法学
科

19 2019年9月4日 ボリビア 理学療法士 JICA岩手デスク

その他 NPO法人　未来図書館 64 2019年9月26日 ボリビア 理学療法士 JICA岩手デスク

その他 岩手県ユニセフ協会 18 2019年10月5日 ボリビア 理学療法士 JICA岩手デスク

その他
岩手県高等学校文化連盟国際理解専門部ユ
ネスコ委員会

150 2020年1月10日 ボリビア 理学療法士 JICA岩手デスク

モンゴル 青少年活動

JICA研修員

ブラジル ソフトボール

フィジー 理学療法士

モンゴル 青少年活動 JICA東北　市民参加協力課

小学校 東松島市立赤井小学校 32 2020年2月5日 ニカラグア/グアテマラ 小学校教育

小学校 利府町立青山小学校 58 2020年2月6日 スリランカ 高齢者介護

小学校 仙台市立燕沢小学校 72 2020年2月13日 モンゴル 看護師

中学校 宮城県古川黎明中学校 150 2019年8月24日 ペルー 観光業 JICA東北　市民参加協力課

ニジェール 体育

コロンビア コミュニティ開発

中学校 仙台白百合学園中学校 50 2019年12月13日 ベナン コミュニティ開発

1 中等教育学校 仙台育英学園　秀光中等教育学校 80 2019年5月25日 ルワンダ 食用作物・稲作栽培

高等学校 宮城県石巻西高等学校 160 2019年6月25日 キルギス 青少年活動 東松島地域復興推進員

高等学校 宮城県石巻西高等学校 160 2019年6月25日 JICA研修員

高等学校 宮城県松島高等学校 75 2019年7月9日 ペルー 観光業 JICA東北　市民参加協力課

高等学校 宮城県泉館山高等学校 34 2019年7月19日 ルワンダ 村落開発普及員 JICA東北　市民参加協力課

高等学校 宮城県角田高等学校 486 2019年10月31日 ルワンダ 青少年活動

高等学校 宮城県名取北高等学校 273 2020年1月21日 ブラジル 野球

高等学校 宮城県石巻西高等学校 160 2020年1月21日 ニカラグア/グアテマラ 小学校教育

1 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

60 2019年7月8日 JICA東北　市民参加協力課　課長

その他 気仙沼市立病院附属看護専門学校 38 2019年4月15日 モンゴル 看護師

その他
一般社団法人　東松島市生涯現役促進地域
連携事業推進協議会

72 2019年5月29日 ブラジル 高齢者介護

その他 仙台市片平市民センター 40 2020年1月9日 ブラジル 高齢者介護

1 小学校 秋田市立土崎小学校 43 2020年1月17日 ウガンダ 村落開発普及員 JICA秋田デスク

高等学校 秋田県立能代松陽高等学校 400 2019年5月10日 ウガンダ 村落開発普及員 JICA秋田デスク

高等学校 秋田県立秋田南高等学校 16 2019年11月12日 ウガンダ 村落開発普及員 JICA秋田デスク

1 大学 秋田看護福祉大学 30 2019年10月19日 バングラデシュ 看護師

その他 秋田しらかみ看護学院 38 2019年7月12日 ペルー 栄養士

その他 一般社団法人　秋田県薬剤師会 60 2020年1月11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

その他 異業種交流会　秋田槻 14 2020年3月10日 ウガンダ 村落開発普及員 JICA秋田デスク

小学校 東根市立東根中部小学校 27 2019年6月26日 カンボジア 小学校教諭 JICA山形デスク

小学校 東根市立東根中部小学校 27 2019年7月2日 インドネシア 助産師

シリア・アラブ 幼児教育

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

ザンビア 農村開発普及員/コミュティ開発 JICA山形デスク

小学校 山形市立西小学校 77 2020年1月24日 ザンビア 農村開発普及員/コミュニティ開発 JICA山形デスク

1 中学校 東根市立大富中学校 151 2020年1月22日 元JICA職員

高等学校 山形県立谷地高等学校 121 2019年7月17日 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 2019年10月21日 パラオ コミュニティ開発

高等学校 山形県立山形東高等学校 242 2019年11月28日 JICA東北　所長

ウガンダ 看護師

カンボジア 小学校教諭 JICA山形デスク

その他
独立行政法人国立病院機構山形病院附属看
護学校

500 2019年5月18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

その他 河北町国際交流協会 50 2019年6月1日 カンボジア 小学校教諭 JICA山形デスク

ホンジュラス 保健師

モロッコ 小学校教育 JICA東北　市民参加協力課

その他 河北町国際交流協会 10 2019年10月27日 カンボジア 小学校教諭 JICA山形デスク

パラグアイ 小学校教育

セネガル 野菜栽培

その他 置賜社会教育振興会 16 2020年2月26日 ザンビア 農村開発普及員/コミュニティ開発 JICA山形デスク

JICA東北　市民参加協力課

東松島地域復興推進員

東松島地域復興推進員

郡山デスク

65 5,874

2019年8月6日25株式会社東京ビックサイトその他11東京都
東日本大震災復興支援イベント「STAND UP
SUMMIT　2019」

復興セッション

2019年12月16日14天童市立津山小学校小学校

2019年7月6日107鶴岡市立朝暘第六小学校PTA小学校 ゆりのき教育フォーラム（PTA主催研修会）

大学 山形県立保健医療大学 10 2019年11月18日 海外における健康支援の実際 国際看護論

その他 2020年2月9日38協力隊を支援するやまがた地球家族の会 エッセイコンテスト2019山形県表彰式

協力隊を支援するやまがた地球家族の会総会2019年6月2日27協力隊を支援するやまがた地球家族の会その他

中学校 岩沼市立岩沼北中学校 78 2019年11月14日 志教育（国際理解） 総合的な学習の時間

総合的な学習

4学年PTA学年行事小学校 富谷市立東向陽台小学校　4学年PTA 100 2020年1月28日

小学校 利府町立しらかし台小学校 50 2020年1月30日 世界に目を向けよう 総合的な学習の時間

単元

国際理解講座

12月定例会

総合的な学習の時間

LHR

コミュニケーション英語3

モーニングセミナー

地域リハビリテーション学

JICAの実践と国際協力のキャリア

教科名

外国語

総合的な学習の時間

総合的な探求時間

Go Global Ⅰ(GGⅠ）

ホームルーム活動

中学校社会

地球市民サロン　10月定例会

キャリアデザインD

地球市民サロン　6月定例会

初年次自由ゼミナール

国際協力開発援助論

What do you want to be?　将来の夢について

「修学旅行」の事前指導

SDGsと日本の取り組み

グローバル社会が抱える諸問題について広
く知る

進路について考える

国際理解講演会

国際理解講演会

世界を知ろう

われら12憶　世界の仲間

ユニセフ講座

夢に向かって

世界の中の日本～今自分にできること～

第16回岩手県高校ユネスコ研究大会

Lesson Bhutan: A Happy Country

キャリア教育支援　未来パスポートプログラム

総合的な学習の時間

総合的な学習の時間

ボランティア活動論

国際コミュニケーション科　集中プログラム

看護の統合と実践Ⅰ

シニア向けセミナー

片平市民センター主催講座「片平シニア麟経大
学」

多文化交流フェスティバル

国際活動の実際（国際協力活動・看護活動）

世界の中の日本～今自分にできること～

社会教育関係者の資質向上研修会

世界の中の日本 総合的な学習の時間と関連した社会科

国際理解教育

国際協力と災害看護

秋田県薬剤師会祭事「神農祭」特別講演

異業者交流勉強会

山形県内看護学生　親睦会

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

総合的な学習の時間

LHR

コミュニケーション英語Ⅱ

ドリームマップを作ろう

キッズクラブ第1回

16

2020/3/31

国　際　協　力　出　前　講　座
　　　　　　　　　　　実施：65件　受講者数：5,874名　※2020/3/31実施分まで

件数

2019年度　JICA東北　開発教育・国際理解教育　実績一覧

社会人講話

国際理解講演会

国際看護

総合的な学習

総合的な学習の時間

社会

青森県 11

3

5

岩手県 10

3

2

5

20

Water

図書館キャリア教育講座

山形県

5

3

6

1

3

宮城県

国際探求Ⅰ

大学祭

総合的な学習

総合的な学習の時間

総合的な探求の時間

国際理解

コミュニケーション英語Ⅱ

総合的な学習の時間

特別活動（LHR）

総合的な学習の時間

3

5

7

秋田県 7

2

3



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

青森県 1 1 高等学校 青森県立青森商業高等学校 1 2019年9月4日 ウガンダ 理科教育 JICA青森デスク

1 小学校 男鹿市立船越小学校 8 2019年6月20日 ヨルダン 障害児・者支援 JICA東北　総務課

中学校 仙台市立三条中学校 5 2019年8月22日 パプアニューギニア 村落開発普及員（コミュニティ開発） 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 2019年11月6日 モロッコ 小学校教育 JICA東北　市民参加協力課

高等学校 宮城県角田高等学校 4 2019年9月5日 モンゴル 青少年活動 JICA東北　市民参加協力課

ザンビア 農村開発普及員/コミュティ開発 JICA山形デスク

モロッコ 小学校教育 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 44 2019年12月24日 JICA東北　所長

高等学校 宮城県白石高等学校 6 2020年12月26日 モロッコ 小学校教育 JICA東北　市民参加協力課

高等学校 秋田県立横手清陵学院高等学校 12 2020年2月19日 モロッコ 小学校教育 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 17 2019年6月3日 JICA東北　所長

1 中学校 秋田県立泉中学校 5 2019年7月10日

高等学校 秋田県立大曲農業高等学校 1 2019年7月11日

高等学校 秋田県立能代高等学校 4 2019年7月25日

高等学校 秋田県立横手城南高等学校 1 2019年7月31日

高等学校 秋田県立秋田南高等学校 4 2019年8月2日

高等学校 秋田和洋女子高等学校 4 2019年8月8日

高等学校 秋田県立秋田南高等学校 3 2019年8月9日

大学 秋田県立大学 5 2019年7月29日

2020年3月4日

2020年3月5日

山形県 1 1 中学校 寒河江市立陵東中学校 32 2019年5月17日 カンボジア 小学校教諭 JICA山形デスク

20 175

青森県 中学校 八戸市立白銀中学校 理科

岩手県 高等学校 岩手県不来方高等学校 英語

中学校 宮城県古川黎明中学校 社会

高等学校 宮城県石巻西高等学校 地理

高等学校 尚絅高等学校 英語

高等学校 秋田県立五城目高等学校 地理

高等学校 秋田県立秋田中央高等学校 生物

小学校 長井市立豊田小学校 全科

小学校 酒田市立西荒瀬小学校 萬年　美由美 養護

福島県 小学校 伊達市立梁川小学校 特別支援

県 校種 氏名 学校名 学年

国内機関長賞 前田　あやね 青森市立沖館中学校 1

佳作 八重垣　麗 八戸市立根城中学校 2

学校賞 板柳町立板柳中学校

学校賞 つがる市立稲垣中学校

1
高校

(205作品)
国内機関長賞 澤田　佳奈 青森県立青森高等学校 2

国内機関長賞 若槻　のどか 岩手県立一関第一高等学校附属中学校 3

大船渡市立吉浜中学校

国内機関長賞 千田　しえる 岩手県立盛岡第一高等学校 1

佳作 杉山　夢香 盛岡中央高等学校 2

特別学校賞 盛岡中央高等学校

学校賞 岩手県立盛岡農業高等学校

1
中学校

(90作品)
国内機関長賞 奥田　萌希 東松島市立矢本第一中学校 2

国内機関長賞 小島　蒼依 宮城県仙台東高等学校 1

佳作 唯　華峰 聖和学園高等学校 1

佳作 浅川　弥慧 宮城県富谷高等学校 1

佳作 遠藤　優希 宮城県仙台二華高等学校 2

OB会長賞 秋場　楓花 宮城県富谷高等学校 1

OB会長賞 ラウラ　ルイサ　ネウランド 宮城学院高等学校 1

特別学校賞 宮城県仙台東高等学校

特別学校賞 宮城県富谷高等学校

学校賞 尚絅学院高等学校

学校賞 東陵高等学校

学校賞 聖和学園高等学校　薬師堂キャンパス

学校賞 宮城県柴田農林高等学校川崎校

1
中学校
（1作品）

最優秀賞 髙橋　麗 秋田大学教育文化学部附属中学校 2

国際協力特別賞 平尾　織花 秋田県立秋田中央高等学校 1

国内機関長賞 近藤　亜紀 聖霊女子短期大学付属高等学校 2

学校賞 聖霊女子短期大学付属高等学校

学校賞 秋田県立秋田中央高等学校

国際協力特別賞 山田　陸大 鶴岡中央高等学校 2

国内機関長賞 佐藤　ほほえみ 谷地高等学校 1

国内機関長賞 鈴木　日優 山形市立第五中学校 2

学校賞 山形県立鶴岡中央高等学校

学校賞 山形県立谷地高等学校

学校賞 山形市立第一中学校

6

2

東北公益文科大学 1

宿泊研修のクラス別研修

SGH

国際探求Ⅱ

国際交流・国際貢献
2

高等学校 宮城県白石高等学校 12 2019年10月1日 課題研究 総合的な探求の時間

総合的な学習の時間

達人訪問

総合的な学習

総合的な学習の時間（課題研究）

単元

レッツGO修学旅行～仕事について考えよう

国際探求Ⅱ

課題研究 総合的な学習の時間

総合的な学習の時間「探求基礎」

国際交流・国際貢献

総合的な学習の時間

スポーツから広がる輪

貧困と、水

未来へ繫ぐ～災害と障がい～

だれかのためにできること

より良い自然環境を次の世代に繋ぐために私たちができること

私の手

繋げたい、私からあなたへ

レジ袋の話

核兵器のない平和で公正な世界を

言葉の壁と異文化理解

言葉の壁、心の壁

「貧困」が結ぶ日本と世界

アフリカの貧困問題と日本

タイトル 単元　/ 時数

タンザニアの「なぜ」とういう疑問に対する理由（仮説・検証方法）を考えることができる。 1学年：総合的な学習の時間/15時間

The world is getting better, but…

中学校
(139作品)

4

作品数 賞名

リボーンからより良い世界へ

3

インターンシップ

1

ウガンダ 村落開発普及員（コミュニティ開発） JICA秋田デスク

食文化のちがいっておもしろい！～食を通してSDGsを考える～

千島　真未

1

訪　問　学　習
実施：20件　受講者数：175名 ※2020/3/31実施分まで

私に出来る“本物の援助”

パレスチナから学ぶ平和

地球温暖化と戦う

総合的な探求の時間

宮城県

5

基礎ゼミ

総合的な学習の時間（キャリア教育）

教科名

アフリカと日本を比べ、答えのない問題を考える

秋田県 2

山形県 2

国際開発の課題と方法

宮城県 9

大学

JICA東北所長賞

JICA東北所長賞

件数

中学校
(39作品)

JICA理事長賞

JICA東北所長賞

宮城青年海外協力協会会長賞

JICA東北所長賞

JICA東北所長賞

宮城青年海外協力協会会長賞

2

6岩手県

5青森県

4
高校

(658作品)

JICA東北所長賞

学校賞

JICA東北所長賞

JICA東北所長賞

派遣日程：2019年7月28日（日）～8月7日（水）　11日間　派遣人数：10名

県 派遣人数 校種

Change your image

浅利　絵里子 日本と世界の感染症教育～エイズを例に～

中居　俊輝

小野寺　明美

タイトル

平和について

「“ちがい”から考えよう！」人とのかかわり 5学年：学活、算数、道徳、総合的な学習の時間/8時間

半澤　敦司 外国の人や文化に興味を持ち、正しく知ろうとする 6学年：道徳科、総合的な学習の時間、社会科/4時間

八栁　英子 地球的課題の解決に向けて、自分たちにできることから始めよう 3学年：地歴歴史・地理/7時間

5学年：外国語活動、社会、総合的な学習の時間/4時間

JICA東北・JICA二本松教師海外研修（タンザニア連合共和国）

秋田県 9

全国応募作品総数　55,461作品　（内訳：中学校27,320作品 高校28,141作品）、JICA東北担当県　3,164作品　（内訳：中学校400作品、高校2,764作品）

インターンシップ

インターンシップ

2学年：コミュニケーション英語Ⅱ/5時間

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

1

1学年：理科（生物基礎）/5時間

2学年：PBLⅡ（異文化理解）/20時間

JICA国際協力　中学生・高校生エッセイコンテスト2019

荒川　清政 国際社会の諸問題を自分事として考えよう 3学年：中学社会、公民分野/24時間

3学年：地理探求/6時間

及川　英恵 世界との“つながり”を意識し、SDGsを自分ごとにする

髙橋　真江美

6

秋田県

宮城県

高校
（320作品）

4

5

13
高校

(1131作品)
12

山形県
高校

（450作品）
6


