
開催時期 開催場所 概要

H30.2.12
ホテルメトロポリタ
ン盛岡本館4階

いわてグローカル人材育成推進協議会と協
力して、外国人留学生等を岩手県内で確保
するため、グローバルキャリアフェアを開催
する。

H30.2（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

H29.4
H29.10

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

H29.7.8
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

H29.8.3 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

H29.10.21～10.22 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

H29.5.9
H29.12.12

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

H28.11.25～26
国立岩手山青少年
交流の家

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

H30.01.11（予定）
トヨタ自動車東日
本株式会社　岩手
工場

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

H29年11月中 岩手大学

岩手大学では学生・教職員及び一般市民に
対し、国際理解力の増進と国際交流への関
心度を向上させ、各事業の波及効果の上昇
を図ることを目的に、「岩手大学国際月間-
Iwate University International Month-」を開
催。海外派遣プログラムに参加した学生の体
験談発表展示や報告会、国連UNHCR難民
映画祭、協定大学の教員による英語での講
演会等様々なイベントを集中的に開催。

H30.2（予定）
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

H29.7.1 一関市、奥州市
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

月１回（５月～７月、
10月～12月）

岩手県立大学 留学生や国際交流員等による母国文化紹介

H29.8 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

H29.10.21～22 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

H29.10月頃 岩手県沿岸
留学生と日本人学生らを対象とした防災教
育ツアー

岩手県立大学

平成２９年度地域交流等実施計画調査

日本の伝統文化
「着物着付け体験」

フィールドスタディ
in八幡平

事業・行事名称

Farewell Party

第5回外国人留学生による
“岩手のいいところ”写真展

フィールドスタディ（工場見学）

秋季国際交流バスツアー

夏季国際交流バスツアー

岩手大学国際月間

大学祭

団体名

不来方祭（大学祭）

風のモントで国際交流

北東北３大学学生合同合宿
研修

留学生オリエンテーション

ガーデンパーティー

盛岡さんさ踊り参加

（協力事業）グローバルキャリ
アフェアin岩手

岩手県留学生交流推
進協議会

岩手大学
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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

H.29.4月～6月 富士大学 地域の方たち対象に、英語講座を開講する。

H.29.4.26
北上展勝地
民俗村

日本文化を体験し、日本への理解を深める。

H.29.7月下旬 平泉　中尊寺他 日本文化を体験し、日本への理解を深める。

H.29.9.8～9.10 花巻市 祭りに参加して、日本文化を体験する。

H.29.10.14～10.15 富士大学 模擬店を出店して、母国の料理を披露する。

H.29.12月 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。

H29.8.20～ 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。

H29.11 盛岡大学
学内から参加者を募り、英語によるスピーチ
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。

H30.2中旬～
（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。

H29.6.17
盛岡市、紫波町、
平泉町

伝統工芸の南部鉄器について知識を深める
とともに世界遺産を見学し日本文化への理
解を図る。

H29.10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。作品は学園祭（高
専祭）で展示する。

H29.4.11 ホテル東日本
入学式にご出席いただいたご来賓と新入生
が懇談する。

H29.4.21
石割桜、盛岡城跡
公園、中津川原

専門学校盛岡カレッジオブビジネスの学生が
留学生に盛岡市内を案内し、中津川原で
バーベキューを行う。

H29.5.28
盛岡ハイランドカン
トリークラブ

秋に実施予定のりんご狩りの支援資金調達
のため実施。集めたお金は、留学生のりんご
狩り招待資金に使用。

H29.6.28 ホテル東日本
中国、ネパール、台湾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。

H29.7.8 岩手大学
岩手大学留学生とともに、ベトナム・ネパー
ルの屋台を出店し、市民に自国の文化を紹
介する。

H29.7.19
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。

H29.7.6
専門学校盛岡カ
レッジオブビジネス

専門学校盛岡カレッジオブビジネスの学生が
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。

一関工業高等専門学校

MCL交流会

盛岡大学

留学生研修

異文化体験学習

富士大学

盛岡情報ビジネス専門
学校

第一回学外研修旅行

第二回学外研修旅行

新入生歓迎ティーパーティー

花見＆バーベキュー

留学生支援チャリティーゴル
フ

岩手・留学生を支援する会主
催「留学生を励ます会」

岩手大学留学生ガーデン
パーティ

留学生オリエンテーション

ダニエル先生の英語講座

花巻まつり

紫陵祭（大学祭）

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」

花南地区コミュニティ会議
留学生・中学生交流会

春季海外英語研修

秋季海外英語研修

スピーチコンテスト
英語文化学科
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開催時期 開催場所 概要事業・行事名称団体名

H29.8.1 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。

H29.10. ホテル東日本
入学式にご出席いただいたご来賓と新入生
が懇談する。

H29.11
矢巾町徳田
高舘農園

りんご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。

H30.2.
（予定）

小岩井農場
（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。

H30.2.17
専門学校盛岡カ
レッジオブビジネス

アルバイトサキヤ支援会会員の方々を招待
し、一緒に自国の料理で新年（旧正月）を祝
う。

H30.3.9 ホテル東日本
２年間または１年半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。

H29.7.15－7.17
岩手県立総合教育
センター

中高校生約60名がALT等の指導により実践
的な英語を学ぶ。

H29.11.23－11.25
岩手県立総合教育
センター

中高校生約60名がALT等の指導により実践
的な英語を学ぶ。

H29.10.14-10.29
カナダ（トロント）、
米国（ニューヨー
ク・ワシントンＤＣ）

高校生１０名が語学学校と現地企業・政府系
団体を訪問しグル―バル感覚を身に付け
る。

H29.9～12（予定） 一関市内
外国人や地域住民との多文化共生について
考えるWS

H29.9～12（予定） 一関市内
留学生や海外派遣経験のある学生等による
WS

H29.7月～8月
姉妹都市
セントラルハイラン
ズ市

市内中学3年生7人を海外姉妹都市に派遣
（12日間）

Ｈ30.1月上旬
アメリカ・インディア
ナ州フランクリン市

姉妹都市であるインディアナ州フランクリン市
に市内中高生を派遣し、友好親善と相互の
国際理解を深める。

H29.6.6～8.8（毎週火
曜日）

市役所分庁舎３階
大会議室

英語、中国語、スペイン語、イタリア語の研修
を実施

H29.12月～2月
（週１回・10回）

市役所分庁舎３階
大会議室

英語、中国語、スペイン語、イタリア語の研修
を実施

H29.8月下旬～10月
上旬（週１回・７回）

市役所分庁舎３階
大会議室

英語能力のレベルアップを図るための勉強
会を開催

H29.6.18 フラットピアみやこ メキシコ伝統料理の講習会を開催

H29.8.4 陸中ビル
ハワイ日系移民の歴史から多文化理解につ
いて学ぶ機会を提供

H29.8.5 浄土ヶ浜遊覧船
浴衣を着て、夜の浄土ヶ浜を堪能してもらう
機会を提供

H29.9.17 市内
地元のお祭りの手踊りに参加する機会を提
供

岩手留学生支援会主催「バス
ハイク」

希望郷いわてグローバル人
材育成事業イーハトーブ・イン
グリッシュ・キャンプ（夏ＩＥＣ）

一関市

多文化共生WS

世界のかけはしクラブWS

中学生海外派遣事業

≪国際交流・国際理解活動事
業≫三陸ジオの星めぐり　浴
衣で過ごす初夏の夜～浄土ヶ
浜ナイトクルーズ　YUKATA

希望郷いわてグローバル人
材育成事業 北米派遣研修

旧正月パーティー

卒業パーティー

希望郷いわてグローバル人
材育成事業イーハトーブ・イン
グリッシュ・キャンプ（秋ＩＥＣ）

久慈市中高生海外派遣研修

久慈市

岩手県教育委員会

新入生歓迎ティーパーティー

岩手・ベトナム青少年を支援
する会主催「りんご狩り」

さんさ踊り

≪国際交流・国際理解活動事
業≫みやこ秋祭り参加

宮古市
外国人観光客おもてなし研修
会（上半期）

外国人観光客おもてなし研修
会（下半期）

英検対策勉強会

≪国際交流・国際理解活動事
業≫¡México en Miyako!（ﾒﾋｺ・
ｴﾝ・ﾐﾔｺ）「メキシコ料理」講習
会
≪国際交流・国際理解活動事
業≫荒了寛大僧正講演会「ハ
ワイ日系移民の歩み」（仮称）
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開催時期 開催場所 概要事業・行事名称団体名

H29.12.10（予定） 三陸鉄道（予定）
外国のクリスマスの過ごし方を知る機会を提
供

H29.6月～12月予定 市内保育園等 子ども向けの異文化体験講座

H29.7月，H30.1月他 上田公民館等
英語以外の言語について入門レベルの語学
講座

H29.6月，9月
仙北地区老人福祉
センター等

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

H29.5月，12月 上田公民館等
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

H29.4月，10月
岩手大学、盛岡情
報ビジネス専門学
校日本語学科等

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

H29.7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。

H29.9月～12月

事前・事後研修：盛岡
市役所本庁舎等
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

H29.7月，H30.１月予
定

中央公民館等
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

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。

H29.8～H29.12 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。

H29.8月下旬 盛岡市内
上記留学生と引率教授を対象に，盛岡市及
び盛岡市の教育概要について説明し，懇談
する。

H29.11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。

H29.10.29
～H29.11.9

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４名，市立高等学校生1名，
引率教員2名を派遣する。

H29.7.22
IPU第二イノベー
ションセンター

地域課題や教育課題を解決できる地域づくり
を目指した地域課題解決支援講座を行いま
す。

H29.7月　全5回
滝沢ふるさと交流
館

国際感覚豊かな地域づくりリーダー育成を目
指した国際理解・国際交流講座を行います。

H29.8.30～H29.9.4
国立岩手山
青少年交流の家

日独の青少年団体リーダーとして活躍する
学生等が，文化体験等を行うことにより，日
独の相互理解と交流の発展を図る。

H29.10.7～H29.10.9
国立岩手山
青少年交流の家 東日本大震災被災地域の小中学生を対象と

して 海外ボランティアと一緒に自然体験活

えいごdeキャンプ
ｉｎ　テンパーク　①

日本文化体験講座

異文化理解講座

語学入門講座

国際理解講座

盛岡市とアーラム大学との教
育交流
(大学留学生の受入)

盛岡市

滝沢市

平成29年度米国アーラム大
学留学生オリエンテーション

世界の屋台村

キッズ・レッツ・プレイ

中学生ビクトリア市研修

生活オリエンテーション

インドネシア国際理解講座

世界はひとつ！国際交流講
座＆木工工作教室

国際交流事業
日独学生青年リーダー交流

盛岡市教育委員会 盛岡市とアーラム大学との教
育交流
(ＡＬＴの招聘)

国立岩手山青少年交
流の家

平成29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)

≪国際交流・国際理解活動事
業≫クリスマストレイン
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開催時期 開催場所 概要事業・行事名称団体名

H29.12.8～H29.12.10
国立岩手山
青少年交流の家

毎月２回（第1および
第３土曜日）

アイーナ5階
国際交流センター
内

・在住外国人をゲストスピーカーに迎え、
様々なテーマで県民との交流を図る。
・英語、中国語、スペイン語サークル

H29.11.19

アイーナ
国際交流セン
ター、県民プラザ
等

在住外国人やボランティア団体等と連携し国
際交流イベントを実施する（各国紹介ブース
等）
テーマ：ワールド・スポーツ

H29.8.3 盛岡市
在住外国人と一緒に参加し、交流を深めると
ともに、国際交流への啓発普及を図る。

通年 県内各地
若い世代が中心となってイベント実施や海外
への情報発信等を行うクラブを設置する。

H29.7.23他 アイーナ内
若い世代を対象に、留学セミナー、ワーク
ショップ、語学研修を行う。

H29.9.18他 アイーナ内
様々な視点で多文化共生への理解を深める
講演等を開催する。

通年

沿岸４地域
（洋野町、田野畑
村、山田町、釜石
市）

留学生と沿岸地域の相互交流を行う。

通年 県内４地域
スポーツや文化をテーマにしたイベントを通
じて、国際交流の推進を図る。

通年 県内各地
外国人や海外で活躍する日本人を派遣して
講演やワークショップなどを実施する。

隔月 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
載した情報紙を発行する（日本語、英語、中
国語）。

H29.11.8～11.21 岩手県内
岩手県内の防災と復興の取組み、地域コミュ
ニティの活性化について学び被災地への理
解を深める。

H29.11.13 岩手大学(予定）
岩手大学留学生との交流を深めイラク情勢
を理解する。

H29.9.2 岩手県水産会館
SDGsの目標の12「持続可能な生産消費形態
を確保する」をテーマに、岩手における持続
可能な社会づくりについて学ぶ

H29.10.7
奥州市・ホテル
ニュー江刺新館
イーズ

いにしえより地域に根付いている「平和のこ
ころ」を掘り起こし、伝える、講演･活動発表な
ど

H30.1.19～20
滝沢市・国立青少
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

H30.1.28
一関市・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

H29.11.8 プラザおでって
岩手県在住の外国人がそれぞれの目で見、
肌で触れ、心に感じた岩手での体験或いは
意見と日本語で発表する

H29.9.24
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

 国際ゾンタ盛岡ゾンタ
クラブ

第27回　外国人による日本語
スピーチコンテスト

して，海外ボランティアと 緒に自然体験活
動を行う。

公益財団法人岩手県
国際交流協会

2017　ワン・ワールド・フェスタ
inいわて

米山記念奨学会研修会

外国人等出前講座開催事業

盛岡さんさ踊りへの参加

えいごdeキャンプ
ｉｎ　テンパーク　②

「世界とのかけはしクラブ」設
置運営事業

いわて青年国際塾

いわてグローカルカレッジ

多言語情報誌「世界はともだ
ち」の発行

外国人との交流会
「ちゃっとランド」

ワールド文化・スポーツフェス
タ

留学生交流活動支援事業

第１4回岩手県高校ユネスコ
研究大会

持続可能な開発のための教
育（ESD）セミナー

第22回ユネスコ運動岩手県大
会

世界遺産・平泉スピーチコン
テスト

ＪＩＣＡ青年研修事業
「イラク災害リスクエリアにお
ける地域活性化コース」

ＪＩＣＡ国別研修
「イラク行政官と話そう！」

国際ロータリー第2520
地区

岩手県ユネスコ協会連
盟

一般財団法人　岩手県
青少年会館
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開催時期 開催場所 概要事業・行事名称団体名

H29.10
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

H29.10.18 松島・奥松島方面
日本文化の理解を求めるとともに、東日本大
震災の被災地を訪ね現況を理解してもらう

H29.11.26 岩手県一関市近郊 親睦会

H30.1.7 アイーナ
次年度の奨学生応募者に対し選考試験の実
施

H30.1.14 戦災復興記念館
次年度の奨学生応募者に対し選考試験の実
施

H30.2.3
江陽グランドホテ
ル

奨学生歓送会及び囲む会の実施

H29.4.8
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

H29.4.22 メトロポリタン仙台 奨学生に地区大会への参加要請

随時 会員宅
9月に1名の方を2週間ほど受け入れる予定
があります。

H29.9月中旬 ホテル花城
花巻を訪れる海外在住者や外国人を講師に
研修を行います。

H29.12.23 ホテル花城 花巻在住の外国人を招き、交流を行います。

H29.7.14～8.3 台湾からの来日生1名を受け入れする予定

未定

りんご狩り

奨学生選考試験（岩手地区）

歓送会

奨学生選考試験（宮城地区）

オリエンテーション
（岩手・宮城合同）

クリスマスパーティー

ホームステイの受入れ

会員研修会

地区大会

夏期来日生受け入れ（1名）

来日生がガバナー表敬訪問
並びに歓迎会

米山月間

ライオンズクラブ国際協
会322-B地区

国際ロータリー第2520
地区

研修旅行

花巻ホームステイ協会
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