
開催時期 開催場所 概要

H27.12（予定） 岩手大学 地域の抱える課題について、企業関係者と留
学生・日本人学生が一緒に学び、考えること
で、地域の実情を知るとともに、課題解決に向
けた新しいアイデアを探る

H27.1（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

H27.4
H27.10

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

H27.7.4 岩手大学中央食堂
前

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

H27.8.3 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

H27.8.5 平泉町内 岩手県内の歴史・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

H27.10.17～10.18 岩手大学 留学生と国際交流サークルが共同で模擬店を
出店し、異文化理解と交流を図る

H27.5.19
H27.12.8

岩手大学 日本文化理解の一環として留学生が着物の
着付け体験を行うことで、日本の伝統文化に
ついて学ぶ

H27.11.9
H27.11.24
H27.12.7

岩手大学 日本文化理解の一環として、留学生が華道展
の見学、講義、体験等を通じ、日本の伝統文
化について学ぶ

H27.11.21～22 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、多文化社会及び国際理解
に資する合宿型の研修を行う

H27.12（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

H28.1 安比高原スキー場
（予定）

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

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２７年度　各構成団体地域交流等実施計画

団体名 事業・行事名称

フィールドスタディ
in八幡平

岩手県留学生交流推進
協議会

グローカル語り場－いわてのミ
ライをグローバルな視点で考
えよう！

盛岡さんさ踊り参加

フィールドスタディ（平泉）

外国人留学生と学長等との懇
談会

不来方祭（大学祭）

日本の伝統文化
「着物着付け体験」

留学生いけばな教室

北東北３大学学生合同合宿研
修

フィールドスタディ（工場見学）

第３回外国人留学生による“岩
手のいいところ”写真展

岩手大学 留学生オリエンテーション

ガーデンパーティー
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開催時期 開催場所 概要団体名 事業・行事名称

H27.7.4 住田町、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

H27.8.7 岩手県立大学
本学の国際交流協定校からの特別聴講学生
が帰国するにあたり、これまで交流のあった
学生、教職員が集まり送別会を開催

H27.10.24～25 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

H28.2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

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

H27.7.15 宮城県松島
日本文化や被災地を巡り、日本への理解を深
める。

H.27.9.11～9.13 花巻市 祭りに参加して、日本文化を体験する。

H.27.9.30 八幡平市
岩手県の自然に触れ、温泉など日本の文化を
体験する。

H.27.10.10～10.11 花巻市 模擬店を出店し、母国の料理を披露する。

H27.11.21 花巻市交流会館
母国の料理や文化を披露し、地域住民の方々
と交流を深める。

H27.12.13 花南振興センター
地域の中学生とゲームや意見交換等を通じて
交流を深める。

4月、9月 盛岡市内 交換留学生の歓迎会を実施。

4月、9月 盛岡市内
日本人学生が、新しく来た留学生に、バス・電
車の乗り方を教えながら、盛岡市内を案内す
る。

H27.9.7-22
カナダ
カモーソン大学

学内から参加者を募り、姉妹校であるカナダ・
ビクトリア市にあるカモーソン大学で2週間の
英語研修を行う。

H27.11.15 盛岡大学
学内から参加者を募り、英語スピーチコンテス
トを行う。その際、留学生はゲストスピーカーと
して発表する。

H28.2.21(実施予定）
カナダ
カモーソン大学

学内から参加者を募り、姉妹校であるカナダ・
ビクトリア市にあるカモーソン大学で2週間の
英語研修を行う。

盛岡大学

春季海外英語研修

岩手県立大学

富士大学

冬季国際交流バスツアー

「留学生歓迎会」
盛岡大学学生国際交流委員
会(MIEC)

大学祭

花巻まつり

第一回学外研修旅行

「留学生市内ツアー」
盛岡大学学生国際交流委員
会(MIEC)

秋季海外英語研修

「スピーチコンテスト」
英語文化学科

夏季国際交流バスツアー

Farewell Party

第二回学外研修旅行

大学祭

国際フェアinはなまき２０１５

花南地区コミュニティ会議　留
学生交流会

留学生オリエンテーション
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開催時期 開催場所 概要団体名 事業・行事名称

H27.5.16
気仙沼市、
陸前高田市

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。

H27.8.30～9.6
オーストラリア・
ワガワガ市

オーストラリア・ワガワガ市に学生を派遣し、
異文化理解を深め国際交流を促進する。

H27.9.5～9.17
イギリス・カンタベ
リー市

イギリス・カンタベリー市に学生を派遣し、異
文化理解を深め国際交流を促進する。

H27.10月～11月
一関工業高等専門
学校

留学生に華道、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。

H27.4.13 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

H27.4.22
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

H27.5.30
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

H27.7.11 岩手大学
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

H27.6.12 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

H27.7.7 ホテルルイズ
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

H27.7.9
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

H27.8.2 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

H27.11.21（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

H27.10.17
平泉・猊鼻渓

（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

H28.2.20 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

H28.3.8（予定） 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

H27.10.19-H27.11.4 米国
高校生10名が語学学校で実践的な英語を学
ぶ。

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

未定 プラザおでって 入門レベルの語学講座

盛岡生活オリエンテーション

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」

岩手県教育委員会
イーハトーブ・イングリッシュ・
キャンプ（IEC）

一関工業高等専門学校

イギリス海外研修

留学生支援チャリティーゴルフ
会

オーストラリア海外研修

岩手留学生支援会主催「バス
ハイク」

さんさ踊り

旧正月パーティー

卒業パーティー

ＭＣＬ交流会

新入生歓迎ティーパーティー

花見＆バーベキュー会

異文化体験学習

沿岸被災地視察

盛岡市
（財団法人盛岡国際交
流協会)

岩手・ベトナム青少年を支援す
る会主催「リンゴ狩り」

岩手大学留学生ガーデンパー
ティー

岩手留学生を支援する会主催
「留学生を励ます会」

語学入門講座
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開催時期 開催場所 概要団体名 事業・行事名称

７月 岩手大学
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。

６月～12月予定 市内保育園等 子ども向けの異文化体験講座。

９月～12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。

通年 ―
盛岡市・ビクトリア市姉妹都市提携30周年を
記念して，ビクトリア市への訪問やスポーツ交
流試合等，様々な事業を行う。

未定 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
文化紹介を行う講座。

７月，他 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。

４～７月（韓国語全１
０回）
２～３月（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、受講を通じて国際理解を深める。

５～３月 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
た国際理解・交流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。

H27.8～H27.11 盛岡市内

アーラム大学生の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，日米の教
育実践の比較研究等に協力するための受け入れ事
業。

H27.8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。

H27.11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。

H27.10.26
～H27.11.6

アメリカ・インディア
ナ州

米国の学校・社会生活の体験，教育･文化等の視察
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。

H27.9.2～H27.9.7
国立岩手山
青少年交流の家

　岩手山青少年交流の家の法人ボランティア
との交流、小学校訪問、ホームスティ体験を通
して、日本のボランティア活動の事例や教育
文化等を知る。

盛岡市教育委員会

キッズ・レッツ・プレイ

盛岡－インディアナ州交流派
遣研修
(生徒・教員の派遣)

盛岡市とアーラム大学との教
育交流
(大学留学生の受入)

幼児国際理解交流会

滝沢市

盛岡市とアーラム大学との教
育交流
(ＡＬＴの招聘)

世界の屋台村

中学生ビクトリア市研修

日独学生リーダー交流事業

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

地域活動推進講座

姉妹都市提携30周年記念事
業

日本文化体験講座

国際理解講座

外国語講座

平成27年度米国アーラム大学
留学生オリエンテーション

平成27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 概要団体名 事業・行事名称

H27.5.23～H27.5.24
小岩井農場
花巻（志戸平）

H27.7.25～H27.7.26 安比高原

H27.10.11～
H27.10.12

国立岩手山
青少年交流の家

　英語に触れながらハロウィンパーティーやピ
ザ作りなど非日常的な体験を行う。

H27.12.12～
H27.12.13

国立岩手山
青少年交流の家
アイスアリーナ

　英語に触れながら、スケート体験、交流ゲー
ムなど非日常的な体験を行う。

H28.1.9～H28.1.11 安比高原

H28.3.26～H28.3.27 安比高原

１～２か月に１回
アイーナ
国際交流センター
内

県国際交流員に留学生等と協働で企画、外国
人との交流を深める。

H27.12.6
アイーナ
国際交流センター、
県民プラザ等

在住外国人との交流を目的に、外国人やボラ
ンティア等と連携して開催。

通年 県内各地
若い世代の発想でイベント実施や海外発信等
を行うクラブの設置。

H27.10.13
アイーナ
国際交流センター
内（会議室５０１）

多文化共生への理解を深めることを目的とし
た講演会。

通年 県内３カ所程度
各市町村国際交流協会と連携し、外国人支援
体制を整備。

えいごdeキャンプ　①

　被災地地域の子供たちの復興支援の一環と
して、海外ボランティアと一緒に国際交流を兼

ねた自然体験活動を行う。

えいごdeキャンプ　②

えいごdeキャンプ　③

　英語に触れながら、沿岸地域ではできない
スキー・スノーボードの体験を行う。

えいごdeキャンプ　⑥

公益財団法人　岩手県
国際交流協会 外国人との交流会

多文化コミュニティ基盤整備事
業

えいごdeキャンプ　④

えいごdeキャンプ　⑤

２０１５ワンワールドフェスタIin
いわ

「世界とのかけはしクラブ」設
置運営事業

いわてグローカルカレッジ
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開催時期 開催場所 概要団体名 事業・行事名称

３か月に１回 県内全域に配布
国際交流や多文化共生等に関する情報を掲
載。

年１回 県内全域に配布
県民の国際交流等への理解を深め国際交流
の地域づくりをテーマに発行。

H27.9.19 岩手県水産会館
持続可能な減災社会の構築に向け、本県の
現状と課題について理解を深める。

H27.11.7
メトロポリタン盛岡
（ニューウイング）

戦後７０年の節目にあたり戦争体験を踏まえ、
平和の文化構築と継承をめざす。

H28.1.22～23
国立岩手山青少年
交流の家

岩手県の高校生が課題ごと(国際理解等含
む）の分科会で意見交換と交流をする

H28.1.31
ホテルサンルート
一関

世界遺産・平泉を岩手県の高校生が英語で世
界に発信する

9月27日 江陽グランドホテル
ロータリークラブ会長・米山委員長への研修
会

10月
奨学生の各クラブスピーチ並びに非世話クラ
ブへの奨学生派遣スピーチ

10月18日 米山梅吉記念館
奨学生に日本文化の理解を求め、日頃の慰
労を兼ねた研修旅行

11月22日
岩手県一関市館ヶ
森

親睦会

1月10日 アイーナ
次年度の奨学生の応募者に対し選考試験の
実施

1月17日 戦災復興記念館
次年度の奨学生の応募者に対し選考試験の
実施

2月6日 江陽グランドホテル 奨学生歓送会及び囲む会の実施

3月27日 仙台国際センター 奨学生に地区大会への参加要請

4月10日 江陽グランドホテル
合格した奨学生に対し
オリエンテーションの実施

歓送会
（宮城・岩手合同）

奨学生選考試験
（宮城地区）

米山月間

国際ロータリー第2520
地区

持続可能な開発のための教育
（ESD）セミナー

第２０回ユネスコ運動岩手県大
会

第１２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

米山記念奨学会研修会

世界遺産・平泉スピーチコンテ
スト

地区大会

研修旅行

りんご狩り

奨学生選考試験
（岩手地区）

多言語国際交流情報紙
JIENGOの発行

機関誌「いわて国際交流」の発
行

オリエンテーション
（宮城・岩手合同）
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