
 地域交流等実施計画（平成２３年度）

機関・団体名 事業・行事名称 開催時期 場　所 概　要　等

外国人留学生と日本人
学生の公開座談会

H23.12.14 岩手大学

「いわての絆－KIZUNA留学生が語る東日本
大震災」と題し、震災直後から現在まで留学
生が感じたことや、そこから見えてくる課題を
時系列ごとに振り返るとともに、被災地での
ボランティア活動などを通じて彼らが感じた思
い、今後の留学生交流の展望などについて
語り合う未来志向型の公開型座談会

交流懇談会 H23.12.14 岩手大学
岩手県内に在学する外国人留学生相互の交
流・親睦と日本人学生及び地域の交流団体
と連携し交流する

留学生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ
H23.5.10
H23.10.6

岩手大学
留学生及びチューターを対象として、勉学・生
活等に関するオリエンテーション

ガーデンパーティー H.23.6.18
岩手大学国際交
流会館

留学生が企画・主催して、地域の住民を招待
し、それぞれの国の文化紹介や料理等を提
供して交流を図る

盛岡さんさ踊り参加 H23.8.2 盛岡市内
盛岡地域の伝統文化行事である「さんさ踊り」
に留学生が参加し、市民との交流を図る

フィールドスタディ in 平
泉、遠野

H23.8.8
H23.8.29

平泉町、一関
市、遠野市、釜
石市

岩手県内の歴史・文化遺産などの施設見学
等を通じて、国際的視点で県内地域の理解を
深め、留学生や日本人学生、教職員、地域住
民などとの相互交流の活性化を図るととも
に、留学生活の適応や地域文化への理解を
含めた国際理解教育の効果をより一層高め
ることを目的とする

大学祭（不来方祭）へ
の参加

H23.10.22～23 岩手大学
留学生と国際交流サークルが協同で模擬店
を出展する

日本の伝統文化着物
「着付け体験」

H23.11.9 岩手大学
留学生に日本文化理解野一環として着物の
着付け体験を行う

日本の伝統文化着物
「着付け体験」

H23.11.16 岩手大学
留学生に日本文化理解野一環として華道体
験を行う

北東北国立３大学学生
合同合宿研修会

H23.11.26～27 弘前大学
岩手・青森・秋田の国立大学で学ぶ学生及び
留学生が集まり、国際理解に資する合宿型
の研修会を行う

外国人留学生と学長等
との懇談会

H23.12.2 岩手大学
学長、副学長等と留学生が、教育・研究や住
居・奨学金、また大学への要望等について意
見交換する

フィールドスタディ in 八
幡平

H23.1.5～1.7
八幡平リゾートス
キー場

岩手大学に学ぶ外国人留学生が、母国で経
験することの少ないスキーや雪遊び体験など
を通じて、雪国である岩手の冬に親しむ。さら
に、留学生相互、教職員ならびに地域住民等
との交流を図り、留学生活の適応と留学生教
育の効果を高めることを目的とする

岩手県留学生交
流推進協議会

岩手大学
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機関・団体名 事業・行事名称 開催時期 場　所 概　要　等

夏季国際交流バスツアーH23.7.23 遠野市
留学生と日本人学生の交流推進を図ると共に
岩手県の魅力を留学生に知ってもらう機会を提
供（参加者22名）

滝沢村民登山 H23.7.30 岩手山
登山及びバーベキューを通して村民との交流
を図る（本学参加者14名、うち留学生１名）

特別聴講学生修了式 H23.8.4 岩手県立大学
特別聴講学生４名に対し学長より修了証書を
交付。その後懇談会を実施。

秋期入学式及び歓迎会 Ｈ23.10月上旬
特別聴講学生及び秋期入学の留学生等を対
象に入学式及び歓迎会を実施

大学祭 Ｈ23.10.29～.3岩手県立大学
留学生と国際交流サークルが共同で模擬店を
出店
海外研修パネル展示及び報告会の開催

秋季研修 H23.11.5 平泉町 いわて学の授業の一環で平泉を見学

冬季国際交流バスツアー
Ｈ24.2月上旬
予定

留学生と日本人学生の交流推進を図ると共に
岩手県の魅力を留学生に知ってもらう機会を提
供

送別会 Ｈ24.2月下旬 卒業予定の留学生を対象に送別会を実施

盛岡大学
盛岡大学言語教育研究
委員会(MODIL)
MODIL夏の英語研修

H23.9.21
盛岡大学図書館
学習室

午前は、コンピュータを使った様々な英語学
習方法を体験。午後は、英語母語話者を交え
て、アメリカの文化紹介と発音クリニックを行
う。

盛岡大学学生国際交
流委員会(MIEC)
わんこそば大会

9月下旬 東家
交換留学生の歓迎会として、盛岡名物わんこ
そばを体験する。

盛岡大学学生国際交
流委員会(MIEC)
聖陵祭国際交流イベン
ト『SAMPO』

H23.10.15～16
(盛岡大学聖陵
祭期間中)

滝沢村森林公園
盛岡近郊に住む留学生や外国人を募り、学
生や一般の方々との交流を目的としたウォー
クラリーを行う。

盛岡大学学生国際交
流委員会(MIEC)
ハロウィンパーティー

10月下旬
盛岡大学セミ
ナーハウス

盛岡近郊に住む留学生や外国人を呼び、ハ
ロウィンパーティーをする。

在住外国人支援講座
～盛岡生活オリエン
テーション～

４月、10月 岩手大学
在住外国人への生活支援事業としてごみの
分別を取り上げる予定

語学講座

６月～７月（中
国語）、
時期未定（韓国
語、ロシア語）

プラザおでって 語学入門講座

アジアの屋台村 H23.8.6 おでって広場
アジア各国の料理を屋台形式で市民に味
わってもらい交流する。

世界の屋台村＠山田
町

H23.9.10 山田町
世界各国の料理を屋台形式で被災者に味
わってもらい交流する。

キッズ・レッツ・プレイ～
英語であそぼう～

９月～２月開催
予定

盛岡市内保育園
等

幼児が英語に興味を持ち外国人や外国語に
抵抗をなくすきっかけを作る講座

岩手県立大学

盛岡市
（財団法人盛岡国
際交流協会）

 - 2 -



機関・団体名 事業・行事名称 開催時期 場　所 概　要　等

中学生ビクトリア市研
修

H23.10.8～16
姉妹都市カナダ・ビクトリア市に中学生を派遣
し、ホームステイや現地中学校での授業体験
を通じて国際理解と姉妹都市交流を図る。

日本文化体験講座 10月
在住外国人に、日本の文化を体験し日本へ
の理解を深めてもらう講座

料理講座
10月、11月、２
月

プラザおでって
留学生等を講師に迎え、その国の料理を一
緒に作ることで理解を深めるための講座。

国際理解講座
12月
場所未定

カナダ・ビクトリア
市

市民に海外に広く関心と興味を持ってもらう
ための講座

盛岡市とアーラム大学
との教育交流
(ＡＬＴの招聘)

通年（毎年継
続）

盛岡市内
７名を招聘し、市立の中学校・小学校・高等学
校に派遣する

盛岡市とアーラム大学
との
教育交流
(大学留学生の受入)

H23.8月下旬～
12月上旬

盛岡市内

アーラム大学生の日本語習得、公立中学校
での英語授業への参加、盛岡市内でのホー
ムステイをとおして、日本の生活習慣･伝統の
研究、日米の教育実践の比較研究に協力す
るための受け入れ事業

平成23年度米国アーラ
ム大学留学生等オリエ
ンテーション

H23.8月下旬 盛岡市内
上記留学生と引率教授を対象に、盛岡市勢
及び盛岡市の教育概要について懇談する

平成23年度米国アーラ
ム大
学留学生送別会

H23.11月下旬 盛岡市内
アーラム大学短期留学の終了にあたり、盛岡
市滞在の最後の思い出になるよう、夕食会を
開催する

盛岡－インディアナ州
交流
派遣研修
(生徒・教員の派遣)

H23.10.22～
11.2

アメリカ
インディアナ州

米国の学校生活・社会生活の体験，教育･文
化･社会諸事情の視察をとおして日米相互の
理解･交流，国際的視野の育成のため，市立
中学生5名，市立高等学校生1名，引率教員2
名を派遣する

国際理解講座
H23.11月～12
月

滝沢ふるさと交
流館等

各国の講師を招き、自国の文化や言語、歴
史等について紹介していただく

幼児国際理解交流会
H23.9月～H24.3
月

滝沢村内各保育
園

保育園に各国の方々を派遣し、園児と遊びや
文化紹介などを通じて交流を図る

広報・普及事業
「テンパーク広場2010」

H23.9.3～9.4
国立岩手山青少
年交流の家

国立岩手山青少年交流の家（テンパーク）を
広く地域に開放し，当施設の様々な活動プロ
グラム等の体験を通して，施設の理解と利用
の促進を図る

研修支援事業 通年
国立岩手山青少
年交流の家

生活体験を始め、野外活動、創作活動等の
各種体験活動や体育館・研修室等を利用し
た研修活動を支援する

独立行政法人日
本学生支援機構
東北支部

北海道・東北「留学生・
奨学生地域交流集会」

H23.8.26～
H23.8.28（2泊3
日）

北海道立洞爺少
年自然の家

野外炊飯やキャンプファイヤー等のリクレー
ションを通じて、外国人留学生と日本人学生
の相互理解を深める（中島記念国際交流財
団助成事業）

滝沢村（滝沢村教
育委員会）

盛岡市
（財団法人盛岡国
際交流協会）

盛岡市教育委員
会

独立行政法人国
立青少年教育振
興機構国立岩手
山青少年交流の
家
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機関・団体名 事業・行事名称 開催時期 場　所 概　要　等

いわてグローカル・カ
レッジの開催

H23.9.25
14：00～16：00
12月まで全8回

アイーナ501会議
室

グローバルな視点から岩手の国際化・多文
化共生の歴史と現状に理解を深めるセミナー

外国人との交流会
「ちゃっとランド」の開催

毎月1回
　アイーナ・国際
交流センター等

県民に外国人との交流の場を設け、文化紹
介等、在住外国人等をゲストスピーカーとし
て開催

「2011ワン・ワールド・
フェスタinいわて」の開
催

11月下旬予定
アイーナ・国際交
流センター等

国際交流・協力・多文化共生の啓発普及を図
るため、外国人や関係団体等と連携して開催

ワン・ワールドで踊ろう
「さんさ踊り」

H23.8.2 　盛岡市
「2011ワン・ワールド・フェスタinいわて」の一
環として在住外国人等と参加

外国文化紹介講師派
遣

通年随時 県内各地
県内で開催される外国文化理解に関する行
事等にいわて留学生大使等を派遣

「世界学びプラザ」 年3回
アイーナ・国際交
流センター

平泉の世界遺産登録、アルゼンチン県人会
設立40周年及びパラグアイ・イグアス移住50
周年、日独交流150周年をテーマとした展示
会の開催

日本語サポーターの紹
介

通年随時
様々な日本語学習ニーズに対応するため、
日本語サポーターを紹介

外国人相談窓口の設
置

通年随時
アイーナ・国際交
流センター

在住外国人が安心して生活できるよう外国人
相談窓口を設置

行政手続定期相談日
毎月第3水曜
日15：00～18：
00

アイーナ・国際交
流センター相談
室

岩手県行政書士会との連携により定期的な
相談日を設ける

地域巡回相談 通年随時 県内各地
外国人相談専門員が地域を巡回し、相談対
応や情報提供を行う

震災関連の相談対応 通年随時
震災に関する相談等に対応及び被災地を中
心とした巡回相談

多言語サポーターの紹
介

通年随時
在住外国人が安心して生活できるよう通訳等
として多言語サポーターを紹介

平成23年度ユネスコ活
動研修会・第7回岩手
県高校ユネスコ研究大
会

H23.1.20～21
岩手山青少年交
流の家

ユネスコ精神を学び、地球社会の今日的課
題を学び考え、「共生」のための実践力を養
う。　　　　対象：ユネスコ会員、県内高校生、
行政担当者　人員：約120名

国際理解推進事業 通年
県内各ユネスコ
協会、県内各地
域

国際理解の推進に関する講演会や講座の開
催の助成・支援
対象：県内ユネスコ協会、社会教育団体等主
催団体　人員：多数

財団法人岩手県
国際交流協会

岩手県ユネスコ協
会連盟
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機関・団体名 事業・行事名称 開催時期 場　所 概　要　等

ユネスコ運動普及事業 H23.10.2
盛岡市アイーナ
他

国際理解に関する講演会やユネスコ活動の
紹介展示等の実施。今年度は世界遺産登録
記念研修会を実施。
対象：ユネスコ会員、一般県民、中・高生
人員：多数

県内ユネスコ協会情報
交換交流会

H23.11.26 岩手県公会堂

県内ユネスコ協会間の情報交換を行い、ユネ
スコ活動の活性化を図る
対象：県内ユネスコ協会代表者
内容：基調講演、事例報告、情報交換

市町村ユネスコ活動促
進事業

通年 県内各地

県内ユネスコ活動の活性化を目指し、県内市
町村を訪問し懇談し支援する
対象：県内市町村、ユネスコ協会、行政担当
者等、ユネスコ関係者

盛岡ゾンタクラブ
第20回外国人による日
本語スピーチコンテスト

H23.10.25 プラザおでって
岩手県に在住の外国人に5分間のスピーチを
していただく　（スピーチコンテスト後に交流会
を企画）

花巻ホームスティ
協会

ホームステイ体験
（ショートステイ体験）

随時 花巻市内
ホームステイやショートステイを通じて、この
地域の日常生活や文化に触れてみませんか
（1泊2日や日帰りから相談応需）

岩手県ユネスコ協
会連盟
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