
開催時期 開催場所 概要

H26.2月（予定） 岩手大学
岩手県内に在学するする留学生が、指定
された演題によりスピーチを行い、協議
会構成団体の代表者が審査・表彰する

H26.2月（予定） 岩手大学
“岩手のいいところ”をテーマに、岩手
県内に在学するする留学生から写真を公
募し、展覧会を行う

H26.2月（予定） 岩手大学
岩手県内に在学する外国人留学生相互の
親睦を図るとともに、日本人学生および
地域の交流団体とも連携し交流する

H25.4.4,
H25.10.4

岩手大学
留学生及びチューターを対象とした、勉
学・生活等に関するオリエンテーション
を行う

H25.6.15
岩手大学国際交流
会館

留学生が自ら企画・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

H25.8.1 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

H25.8.8～H25.8.9
遠野市、釜石市、
陸前高田市ほか

岩手県内の被災地及び歴史・文化遺産な
どを実際に見学し、地域理解を深めると
ともに、留学生相互、また留学生と日本
人学生との交流によって今後の学習面及
び生活面の充実に寄与する

H25.10.19～10.20 岩手大学
留学生と国際交流サークルが共同で模擬
店を出店

H25.5.13,11.12,
12.12（予定）

岩手大学
日本文化理解の一環として留学生が着物
の着付け体験を行う

H25.6.11 岩手大学
日本文化理解の一環として留学生が華道
体験を行う

H25.11.23～11.24 岩手大学
岩手・青森・秋田の国立大学で学ぶ学生
および留学生が集まり、国際理解に資す
る合宿型の研修を行う

H26.1.16～1.17
八幡平リゾートス
キー場

岩手大学在籍の外国人留学生が、母国で
経験することの少ないスキーや雪遊び体
験等を通じて、雪国である岩手の冬に親
しみ、更に留学生相互、教職員並びに地
域住民等との交流を図り、留学生活への
適応と留学生教育の効果を高める

H26.2月（予定） 未定
岩手大学在籍留学生の職業意識高揚や日
本および岩手への理解を深めるため、岩
手県にある企業や施設の見学を実施する

未定 岩手大学
学長、副学長等と留学生が、教育・研究
や留学生活、大学への要望等について意
見交換する

平成２５年度地域交流等実施計画調査

留学生いけばな教室

外国人留学生と学長等との
懇談会

事業・行事名称

留学生オリエンテーション

フィールドスタディ（工場
見学）

北東北３大学学生合同合宿
研修

団体名

岩手大学

大学祭

日本の伝統文化
「着物着付け体験」

岩手県留学生交流推
進協議会

外国人留学生による日本語
弁論大会

交流懇談会

“岩手のいいところ”写真
展

フィールドスタディ
in八幡平

ガーデンパーティー

盛岡さんさ踊り参加

フィールドスタディin三陸
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開催時期 開催場所 概要事業・行事名称団体名

H25.7.20
平泉町
一関市

留学生と日本人学生の交流促進を図ると
共に岩手県の魅力を留学生に知ってもら
う機会を提供

H25.4.4
H25.9.26

岩手県立大学
留学生を対象に生活等に関するオリエン
テーション

H25.10.26～10.27 岩手県立大学
留学生と国際交流サークルが共同で模擬
店を出展
海外研修パネル展示及び報告会の開催

H26.2月上旬 場所未定
留学生と日本人学生の交流促進を図ると
共に岩手県の魅力を留学生に知ってもら
う機会を提供

年4回程度 富士大学
留学生対象に、寮生活、アルバイト等に
関するガイダンスを実施

H.25.6.15 花巻市
留学生が自国の料理を作り、昼食を振舞
い、市民との交流を図る

H.25.8.1 一関市
猊鼻渓や中尊寺など、日本の文化に触
れ、体験する

H.25.9.13～9.15 花巻市
花巻まつりに参加して、日本文化を体験
する

H.25.10.26～10.27 花巻市 模擬店を出店し、自国の料理を披露する

H25.4.15 盛岡大学学生食堂

ロータリー財団主催でメキシコ人使節団
が大学訪問をした際、学生との交流をし
ながら、さんさ踊りの披露や昼食会を
行った。

H25.5月下旬 盛岡大学
交換派遣留学生としてカナダや中国へ留
学した学生の帰国報告会。

H25.5、6月 盛岡大学
中国からの交換留学生が学生を対象に、
中国語会話や文化紹介等を行う。

H25.10.12～10.13
（聖陵祭期間中）

盛岡大学
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。

H25.10月中旬 盛岡市内
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。

H25.10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。

H25.10.20
ベリーノホテル一
関

地域住民と在住外国人とが、意見発表、
舞台発表等で交流を行う。

H25.4月,10月
岩手大学、盛岡情
報ビジネス専門学
校日本語学科

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

H25.11～12月
(中～上級英語)
時期未定
(中国語の予定）

プラザおでって 語学講座

盛岡市
（財団法人盛岡国際
交流協会)

盛岡大学

一関工業高等専門学
校

一関国際交流フェスティバル

在住外国人支援講座～盛岡
生活オリエンテーション～

語学講座

「ﾛｰﾀﾘｰ財団主催ﾒｷｼｺ使節団
大学訪問歓迎会」
盛岡大学学生国際交流委員
会(MIEC)

「留学報告会」
盛岡大学学生国際交流委員
会(MIEC)

「留学生による中国講座」
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』」
盛岡大学学生国際交流委員
会(MIEC)

「わんこそば大会」
盛岡大学学生国際交流委員
会(MIEC)

「ハロウィンパーティ」
盛岡大学学生国際交流委員
会(MIEC)

大学祭

冬季国際交流バスツアー

留学生学外学習

留学生オリエンテーション

花巻文化村一日体験シェフ

夏季国際交流バスツアー

留学生オリエンテーション

岩手県立大学

富士大学

花巻まつり参加

大学祭
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開催時期 開催場所 概要事業・行事名称団体名

H25.7.6
プラザおでってお
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。

H25.6.29
宮古市総合福祉セ
ンター

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。

H25.7月～H26.2月
予定

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。

H25.8月～11月

事前・事後研修：
盛岡市役所本庁舎
海外研修：カナ
ダ・ビクトリア市

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。

H25.7.23 上田公民館
在住外国人に日本の文化を体験してもら
い、日本への理解を深めてもらう講座。

H25.7.31
（韓国料理）
H25.10.26
（中国料理）

プラザおでって
在住外国人を講師に迎え、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。

H25.5.25 盛岡劇場
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。
（国際リニアコライダー）

通年(毎年継続） 盛岡市内
７名を招聘し、市立の中学校・高等学校
に配置し、近隣の小学校にも派遣する。

H25.8月下旬～
H25.12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。

H25.8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説明
し、懇談する。

H25.11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。

H25.10.28～
H25.11.8

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。

H25.8.10～12
秋田県立保呂羽山
少年自然の家

留学生と奨学生が野外炊飯やキャンプ
ファイヤー等のレクリエーションを通じ
て交流し相互理解を深める。

①H25.4.27～29
②H25.10.12～14

国立岩手山青少年
交流の家

被災地域の子ども達を対象に、海外ボラ
ンティアと一緒に自然体験活動を行い、
自立心や自尊心を育む機会とする。

H25.9.29
国立岩手山青少年
交流の家

施設を広く開放し、様々な活動を実体験
してもらう。

通年
国立岩手山青少年
交流の家

各種プログラムや場所を提供し、研修を
支援する。

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

盛岡市
（財団法人盛岡国際
交流協会)

料理講座

盛岡市教育委員会

国際理解講座

盛岡市とアーラム大学との
教育交流
(ＡＬＴの招聘)

盛岡市とアーラム大学との
教育交流
(大学留学生の受入)

教育事業
「kids together えいご de
キャンプ in テンパーク 」

平成25年度米国アーラム大
学留学生オリエンテーショ
ン

平成25年度米国アーラム大
学留学生送別会

盛岡－インディアナ州交流
派遣研修
(生徒・教員の派遣)

アジアの屋台村

世界の屋台村＠宮古市

キッズ・レッツ・プレイ
～英語であそぼう～

中学生ビクトリア市研修

日本文化体験講座

教育事業
「テンパークまつり２０１
３」

研修支援事業

独立行政法人　日本
学生支援機構東北支
部

平成25年度　東北地区留学
生・奨学生交流会
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開催時期 開催場所 概要事業・行事名称団体名

H25.10.27～
H26.2.16まで全6回

アイーナ 会議室
501　等

グローバルな視点から岩手の国際化・多
文化共生への理解を深めるセミナーの開
催

毎月1回
アイーナ　国際交
流センター等

在住外国人等のゲストスピーカーによる
外国文化紹介と、気軽な交流の開催

H25.11.17
アイーナ
他県内3地域（日
程未定）

在住外国人による自国紹介や、音楽・ダ
ンス、食を通じた国際交流イベントの実
施

H25.8.4～H26.1.26
まで全7回

アイーナ他
（合宿研修を含
む）

国際社会で活躍する人材育成に向け、海
外留学に必要な知識やグローバルな視点
を育てる研修会の実施

H25.5.18
アイーナ　国際交
流センター等

「フェアトレード」の理解を通じて、国
際協力の取り組みを推進するイベント

前期 H25.9月～11
月
後期 H25.12月～
H26.2月
（各12回）

アイーナ　会議室
501

在住外国人を対象にした中級日本語教室
を開催し、日本語学習指導を通じて日本
語指導者を育成する

H25.6.30～9.8 釜石市
釜石市での日本語教室開設に向けた在住
外国人への日本語学習指導を通じた日本
語指導者の育成

H25.9.22
アジア民族造形館
（野田村）

アジア民族造形館を舞台に、アジアから
の留学生との交流、音楽ライブなど

H25.10.5～H26.3.1
（毎月1回）

大槌町中央公民館
大槌町での、ネイティブスピーカーとの
英会話と気軽な交流会

H25.10.26-27 山田町
山田町復興フェアにて、国際交流イベン
トを実施

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

通年
アイーナ　国際交
流センター

国際リニアコライダー展、ブラジル県人
会設立55周年・パラグアイ県人会設立50
周年展などをテーマとした企画展示の実
施

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

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

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る定期的
な相談日

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

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

通年随時

地域の講座やイベント、通訳・翻訳とし
て、「いわて国際化人材活用ネットワー
ク」に登録している外国人、日本人を紹
介

公益財団法人　岩手
県国際交流協会

外国文化紹介講師派遣

企画展示

外国人相談窓口の設置

いわてグローカル・カレッ
ジ

世界フェアトレード・デー
inいわて

国際交流センター中級日本
語教室

日本語教室開設研修会 ｉｎ
かまいし

震災地域団体支援事業
アジアとつながろう！
＠アジア民族造形館　in
野田村

日本語サポーターの紹介

外国人との交流会「ちゃっ
とランド」

2013ワン・ワールド・フェ
スタinいわて

いわて青年国際塾

外国人定期相談日

地域巡回相談

多言語サポーター

いわて国際化人材活用ネッ
トワーク

震災地域団体支援事業
おしゃべりカフェ＠大槌町

震災地域団体支援事業
山田町
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開催時期 開催場所 概要事業・行事名称団体名

H25.10.16
プラザおでって
3F[おでってホー
ル]

岩手県在住の外国人（留学生、研修生
他）日本語でのスピーチ

H25.12.11
盛岡グランドホテ
ル

会員、企業からの品物をビンゴの賞品と
して提供(ビンゴカード1枚500円）

H25.8.31～H25.9.1
二戸市民文化会館
等

小・中・高の活動発表、講演会、ユネス
コ活動のパネルディスカッション等。会
員や市民の参加。

推薦締切り・
H25.9.30

県内
教育・科学・文化などの５分野で「ユネ
スコ賞」を設、児童生徒等の活動を表彰

H26.1.24～1.25
国立岩手山青少年
交流の家

県内の高校生が「地球社会の今日的な課
題について、分科会形式で学び考え、実
践力を養う。

通年 県内各ユネスコ協会の事業を支援する。

H25.11.30 釜石市
会員や市民が参加し、持続発展教育
（ESD）について学習する。

H25.5.19 サンセール盛岡
創立６０周年にあたり、記念式典、講演
会、交流祝賀会を開催する。

通年 会報の発行、活動展示等を行う。

H25.5月 市内ホテル 年1回の定期総会

年2回程度 市内ホテル
外国人の方をお招きし、講話を頂き、併
せて懇親会を行います。

随時 会員宅
日帰りや1泊2日で花巻の日常生活体験し
ませんか。随時相談に応じます。

H25.12月中旬 市内ホテル
毎年、外国人ゲストをお迎えし開催しま
す。

ユネスコ国際理解推進事業

持続発展教育推進事業

創立60周年記念事業

ユネスコ運動広報普及事業

岩手県ユネスコ協会
連盟

ユネスコ活動顕彰事業

第10回高校ユネスコ研究大
会

国際ゾンタ 盛岡ゾン
タクラブ

花巻ホームステイ協
会

外国人による日本語スピー
チコンテスト

クリスマスチャリティービ
ンゴパーテイー

定期総会

ホームステイの受入れ

クリスマスパーティー

第18回ユネスコ運動岩手県
大会（二戸大会）

研修会
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