
開催時期 開催場所 概要

H26.12（予定） 岩手大学など “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

H26.4

H26.10

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

H26.6.14 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

H26.8.4 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

H26.8.7～H26.8.8 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

H26.10.18～10.19 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

H26.6

H26.11

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

H26.6.18 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

H26.11 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

H27.1 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 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

H26.7中旬 盛岡市近郊 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

H26.10.25～10.26 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

H27.2上旬 岩手県内

（未定）

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

平成２６年度地域交流等実施計画調査平成２６年度地域交流等実施計画調査平成２６年度地域交流等実施計画調査平成２６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）

夏季国際交流バスツアー

大学祭

団体名

岩手大学

岩手県立大学

大学祭

日本の伝統文化

「着物着付け体験」

冬季国際交流バスツアー

岩手県留学生交流推

進協議会

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十和

田

外国人留学生による“岩手

のいいところ”写真展

北東北３大学学生合同合宿

研修
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開催時期 開催場所 概要事業・行事名称団体名

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

H26.4.25 北上市 展勝地の桜や、民俗村の見学など日本の

文化を体験する

H26.9.12～9.14 花巻市 花巻まつりに参加して、日本文化を体験

する

H.26.10.11～10.12 花巻市 模擬店を出店し、自国の料理を披露する

H26.4 盛岡大学 ４月来日交換留学生の歓迎会を実施。

H26.4 盛岡市内 留学生が日本人学生の案内で盛岡市内の

史跡をめぐるとともに、バス電車利用方

法を学ぶ。

H26.5 倉掛山 留学生と登山をしながら、親睦を深め

る。

H26.6 盛岡大学 盛岡大学の姉妹校であるカナダ・カモー

ソン大学の先生をお招きし、ビクトリア

市の紹介、海外英語研修のお話をしてい

ただく。

H26.6 仙北市角館 留学生に着物の着付けや茶道など日本文

化を体験してもらい、日本への理解を深

めてもらう。

H26.9 カナダ・BC

ビクトリア市

姉妹校カモーソン大学で2週間の英語研修

を行う。

H26.10 盛岡市内 ９月来日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。

H26.10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催す。

H26.2 カナダ・BC

ビクトリア市

姉妹校カモーソン大学で2週間の英語研修

を行う。

H26.5.24 気仙沼市 留学生及び学生が沿岸被災地を巡り、津

波の被害と復興の様子を視察し、災害に

対しての理解を深める。

H26.6.27 一関市立藤沢中学

校

中学生がグローバル化時代に対応する人

材となるための一助とする。

H26.10～11 一関工業高等専門

学校

留学生が華道、書道を体験してもらい、

日本への理解を深めてもらう。作品は高

専祭で展示する。

盛岡大学

一関工業高等専門学

校

日本文化体験

秋季海外英語研修

「わんこそば大会」

盛岡大学学生国際交流委員

会主催

「ハロウィン仮装大会」

盛岡大学学生国際交流委員

会主催

異文化体験学習

春季海外英語研修

「留学生歓迎会」

盛岡大学学生国際交流委員

会主催

留学生オリエンテーション

花巻まつり

留学生学外学習

大学祭

富士大学

「留学生市内ツアー」

盛岡大学学生国際交流委員

会主催

「国際交流登山＆温泉体

験」

盛岡大学学生国際交流委員

会主催

カナダ・カモーソン大学特

別講演会

沿岸被災地視察

中学校での交流会
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開催時期 開催場所 概要事業・行事名称団体名

H26.4.11 ホテル東日本 入学式に出席いただいたご来賓と新入生

が懇談する

H26.4.23 岩手城跡公園

中津川原

石割桜、岩手城跡公園を散策し桜を鑑賞

する。その後、中津川原でバーベキュー

パーティーを行う

H26.6.8 盛岡ハイランドカ

ントリークラブ

秋に実施予定のリンゴ狩りの支援資金調

達のためチャリティーゴルフ会を実施

し、集めたお金は、留学生のリンゴ狩り

招待資金に使用する

H26.6.22 プラザおでって 岩手大学留学生とともに、郷土料理の屋

台を出店し市民に自国の文化を紹介する

H26.6.19 ホテル東日本 中国、アメリカ、その他の学生と支援す

る会会員の方々とが交流し学生を励ます

H26.7.10（予定） ホテルニューカ

リーナ

ベトナム留学生と支援する会会員の方々

とが交流し学生を励ます

H26.7.9 未定 普段見られない北東北の自然を満喫し友

人との親睦を深める

H26.7下旬 専門学校

盛岡カレッジオブ

ビジネス

モリカレの学生が企画する日本文化紹介

セミナーに参加し同年代の学生との親睦

を深める

H26.8.1 盛岡市 専門学校盛岡カレッジオブビジネスの学

生と合同で、盛岡さんさ踊りに参加し日

本の伝統文化に親しむ

H26.10.10 ホテル東日本
日本語学科創立10周年を記念して、これまでお世

話になった各界の方々をご招待し、これまでの10

年間を振り返るとともに、新たな10年に向け学生

を励ます

H26.11.15（予定） 矢巾町徳田

高舘農園

リンゴ収穫を体験するとともに、芋の子

汁を食べながら、支援会会員と秋の収穫

を祝う

H26.10.18（予定） 八幡平

（予定）

岩手県内の名所を見る機会が少ない留学

生に岩手の名所を案内する

H27.2.21 MCL教育会館 アルバイト先や支援会会員の方々を招待

し、いっしょに自国の郷土料理で新年

（旧正月）を祝う

H27.3.6 盛岡ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 2年間お世話になった支援会会員の方々と

卒業を祝い、これまでの支援に感謝する

通年 市内国際交流団体への補助金の交付。国

際姉妹都市との交流など。

H26.6～12 市内中学校 一関高専留学生を中学校に招待し交流を

深める。

H26.9.18～20 やませ土風館

多目的ホール

姉妹都市のあるリトアニア共和国の各所

の空撮写真を展示。久慈市民ほか来場者

のリトアニアへの理解を深める。

一関市 国際交流事業

旧正月パーティー

盛岡情報ビジネス専

門学校

岩手・ベトナム青少年を支

援する会主催「留学生を励

ます会」

岩手・ベトナム青少年を支

援する会主催「リンゴ狩

り」

岩手留学生支援会主催「バ

スハイク」

バスハイク

新入生歓迎ティーパー

ティー

花見＆バーベキュー会

卒業パーティー

留学生支援チャリティーゴ

ルフ会

日本語学科10周年記念パー

ティー

クライペダ市姉妹都市締結

２５周年記念事業

リトアニア写真展

ＭＣＬ交流会

さんさ踊り

世界の屋台村

岩手留学生を支援する会主

催「留学生を励ます会」

一関高専留学生との交流会

久慈市
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開催時期 開催場所 概要事業・行事名称団体名

H26.4、10 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

未定 プラザおでって 語学講座

H26.6.22 プラザおでってお

でって広場

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。

H26.10 釜石市内 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。

H26.6～H27.2 市内保育園等 幼児が外国人や外国語に抵抗をなくす

きっかけを作る講座。

H26.9～11
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。

H26.9 未定 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。

未定 市内 地域在住の在住外国人を講師に料理講座

や文化紹介を行う。

H26.7 上田公民館 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。

H26.10～11 滝沢ふるさと交流

館

講師を招聘し文化紹介を行ってもらうこ

とで、国際交流の場を提供し、異文化理

解を深める。

H26.4～7（韓国語

全10回）

H27.2～3（英会話

全5回）

韓国語・滝沢ふる

さと交流館

英会話・公民館

交流を図るための手段として外国語学習

を行い、受講を通じて異文化理解を深め

る。

H26.5～H27.3 市内４保育園 早期国際理解教育の一環として、幼児が

外国人と直接触れ合う機会を提供し、将

来に向けて異文化理解を図るための素地

を醸成する。

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。

H26.8～H26.11 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。

H26.8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。

H26.11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。

H26.10.27

～H26.11.7

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。

キッズ・レッツ・プレイ

世界の屋台村＠釜石

盛岡市

（財団法人盛岡国際

交流協会)

盛岡市教育委員会

国際理解講座

世界の屋台村

地域活動推進講座

中学生ビクトリア市研修

日本文化体験講座

盛岡－インディアナ州交流

派遣研修

(生徒・教員の派遣)

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

幼児国際理解交流会

国際交流講座

外国語講座

滝沢市

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)

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
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開催時期 開催場所 概要事業・行事名称団体名

H26．8．23～25 国立岩手山青少年

交流の家

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。

H26.8.20～9.2

（岩手山プログラ

ム 8.26～9.1)

岩手山青少年交流

の家

陸中海岸青少年の

家

日本とドイツの青少年団体等でリーダー

として活動する学生・青年等が，文化体

験，意見交換等を行うことによりリー

ダーとしての資質を高め，交流を深め

る。

H26.9以降 アイーナ内 グローバルな視点から岩手の国際化・多

文化共生について理解を深めるセミナー

H26.7、9、10、

11、12、2（予定）

アイーナ・国際交

流センター等

在住外国人をゲストスピーカーに迎え文

化紹介等を行うとともに交流を深めるイ

ベント

通年随時 県内各地 いわて留学生大使等、在住外国人を講師

として派遣し外国文化紹介を行う事業

通年随時 外国人の日本語学習をサポートする日本

語サポーターを紹介する制度

通年随時 通訳や翻訳などを行うサポーターを紹介

する制度

H26.7（一関市）

8、10、H27.2（盛

岡市）

一関市及び盛岡市 読み書きを中心とした中級の日本語教室

を開設

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

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

（中国人、韓国人、フィリピン人対応の

相談専門員が対応）

外国人定期相談

日

毎月第3水曜日

15:00-18:00

アイーナ・国際交

流センター

行政書士が外国人相談に対応（協力：岩

手県行政書士会）

地域巡回相談 通年随時 県内各地 外国人相談専門員が県内各地域を巡回

し、相談に対応

H26.10.8 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

公益財団法人　岩手

県国際交流協会

いわてグローカルカレッジ

の開催

平成２６年度日独学生青年

リーダー交流

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

独立行政法人　日本

学生支援機構東北支

部

国際ゾンタ 盛岡ゾン

タクラブ

外国人による日本語スピー

チコンテスト

多言語サポーターの紹介

平成26年度　東北地区留学

生・奨学生交流会

中級日本語教室の開設

外国人との交流会

「ちゃっとランド」の開催

外国文化紹介講師派遣

日本語サポーターの紹介
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開催時期 開催場所 概要事業・行事名称団体名

Ｈ26.5.14～18 岩手県青少年会

館、盛岡市、滝沢

市

カンボジア、東ティモール大学生を受入

れ県内大学生、高校学生及びホームス

ティを通じ交流をした。

Ｈ26.9.22～28 中国北京、

桂林、冨川

隔年事業で実施し、中国青少年指導者と

の交流

Ｈ26.10.8～23 岩手県内 フィリピン青年研修員を受け入れ県内農

業施設及び団体との交流を計画

H26.11.22 ホテル東日本盛岡 講演（登山家・田部井淳子）、パネル

ディスカッション（世界に羽ばたくを

テーマに市内高校生による）等

H26.9.30締切り 県内小・中・高校

が主な対象

児童生徒の活動に対して文化賞、科学

賞、活動奨励賞、震災特別賞を、指導者

に教育賞を設けて顕彰

H27.1.23～24 国立岩手山青少年

交流の家

講演会、４～５分科会、全体会、交流会

を行う。地球社会の今日的課題をテーマ

に討議し、実践力を養う。

通年 県内の単位ユネス

コ協会

国際理解に関する講演会等の事業に助成

する

H26.9.27 アイーナ ESDに関する基調講演、取り組み状況の報

告と意見交換会。

活動紹介展示、講演会と考えている。

（他団体との共催による）

年３回会報を発行する

市町村ユネスコ活動の活性化や新たなユ

ネスコ協会の設立を目指して関係者と情

報交換していく

H26.9.30 ６０周年記念誌（５０周年以降の記録

集）を発刊する

H26.9.28 仙台：江陽グラン

ドホテル

クラブ会長・米山委員長への研修会

H26.10 奨学生の非世話クラブへのスピーチ派遣

H26.10.18 岩手県 米山奨学生との研修旅行

H26.11.23 一関市：館ヶ森 米山奨学生とのりんご狩り

H27.1.11 盛岡：アイーナ ロータリー米山記念奨学金への申込

H27.1.18 仙台：戦炎復興記

念館

ロータリー米山記念奨学金への申込

H27.2.7 仙台：江陽グラン

ドホテル

米山奨学生を囲む会

H27.4.12 仙台：江陽グラン

ドホテル

奨学金授与等

歓送会（岩手・宮城合同）

持続発展教育（ESD）推進事

業

国際ロータリー第

2520地区

第１９回ユネスコ運動岩手

県大会

ユネスコ活動顕彰事業

創立６０周年記念事業

ユネスコ運動普及事業

第１１回岩手県高校ユネス

コ研究大会

岩手県ユネスコ協会

連盟

奨学生選考試験（宮城地

区）

米山奨学会研修会

米山月間

ユネスコ運動広報事業

市町村ユネスコ活動促進事

業

ユネスコ国際理解推進事業

オリエンテーション

（岩手・宮城合同）

研修旅行

りんご狩り

奨学生選考試験（岩手地

区）

一般財団法人　岩手

県青少年会館

国際交流事業

日本国際協力センター

（JICE）受諾事業

国際交流派遣事業

国際交流事業

日本国際協力機構（ＪＩＣ

Ａ）

受諾事業
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