∕∞∑⇯⇓∉∏⇶∙↗↞
ȁࡇඤ͈͞ࢷڠȂڠپਠ۾ܥ߸۾Ȃ͍࣭ͅषၠ౬ఘ൝̦࣭षၑٜ͈௯ૺͬ࿒എ̱̹͂মު࣐̠ͬ
षͅȂ૽࣭ٸ൝࣒͞४ڠ߿حਠ͈̹͈͛έΏςΞȜΗȜͬ෩ࡍ̳ͥଷഽ̳́ȃ४ح৪ͅȂ͂૽࣭ٸ
ೄ୪చდ̳ͥܥٛ͞Ȃٳอ͈֗ޗχȜ·ΏοΛί൝ͬఘࡑ̳ͥܥ̭̳ٛͬ̀̽͂ͥ͢ͅރȂ࣭षၑٜ
ͬ૬͛Ȃ࣭ष২ٛ́ڰ̧́ͥ૽ऺ଼͈̭֗ͬͥ͂ͬ࿒എ̱̞̳͂̀͘ȃ

小学校事例

桜川市立大国小学校

土浦市立神立小学校

ȁȁȁȁȁȁ

 ࢷ ڠಿȇൖࡔȁකঊ
ڠȁࢷȁಿȇൖࡔȁකঊ
ঔশȇ଼ĳĹාĲĲĲĹȪ߄ȫĲıȇĴıȡĲĴȇĴı
ঔાਫ਼ȇࢥ
చȁȁયȇĲȡķාĲĳĺྴ
࣒ȁȁȇͺϋΕΣȜġΏζ̯ͭȟͺιςȟࡇ࣭षၠ֥
ȁȁȁȁȁ;ġγ;Ά̯ͭȟಎ࣭ȟၣڠఱঀ
ȁȁȁȁȁϋΡρġ;ȜȜ̯ͭȟȜΑΠρςͺȟࡇ࣭षၠ֥
ȁȁȁȁȁΓεϋġΓΏιġΨ·η̯ͭȟαϋȟၣڠఱঀ
ȁȁȁȁȁΙλίτͼġΐνΑΠρ̯ͭȟΗͼȟၣڠఱঀ
ȁȁȁȁȁςΌġσιϋġΰτϋ̯ͭȟέρϋΑȟၣڠఱঀ

ڰ൲ඤယ
ɟٳٛ
Ȫ࣒તٚȫ
ɟχȜ·ΏοΛί
Ȫ࣒ͥ͢ͅ༦࣭͈તٚȂ
ৗ݃؊൞ȫ
ɟٛȪൺͥ͢ͅΕȜρϋ୯ȆࣣႺȂ̤ႛ͈࡞ဩȫ
ɟ࣒͂͏̜̞ͦݯ

 ࢷ ڠಿȇਿȁၻ
ڠȁࢷȁಿȇਿȁၻ
ঔশȇ଼ĳĹාĲĲĲĹȪ߄ȫĲıȇııȡĲĳȇıı
ঔાਫ਼ȇఘ֗܁ȂزشȂၑش
చȁȁયȇĵාĸĳྴ
࣒ȁȁȇȪ֟ઽ౷֖ၣڠၠଔૺ݈ފٛͤ͢෩ࡍȫ
ȁȁȁȁȁȁͺϋΡτͺġ·ςΑΞͻġΏσΫͺ̯ͭȟΆςΏλȟၣڠ
ȁȁȁȁȁȁ΅θġηΆοϋ̯ͭȟ࣭܀ȟၣڠ
ȁȁȁȁȁȁΫΗΦόġςΟͻͺ̯ͭȟήσ΄ςͺȟၣڠ

ڰ൲ඤယ
ɟ̷̸͈࣭͈ͦͦ͞اਠȆ໓ਠ͈તٚ
ɟུ͈֑̞͂ͬအș̈́۷ത́ڛ
ɟ࡞ࢊ͈֑̞̜̞̯͈͂̾Ⴏਠȁ࣒͈༷̈́̓ͬˎྴ
̴̫̹̾ͩͅȃ

ൺ͈ۜே
Ȇ͈࣭͈̓୶͈̤დ͂̀͜͜࿂ฒ̩

ൺ͈ۜே

̹̱̹̀͛̈́ͤ͘ͅȃ
Ȇြ̩̺̯̹࣭̀̽ٸ
͈૽̹̻͉Ȃུࢊ
̦ષ̱̹́ȃఉȂ
ຈঘͅ༓̥̹̱ͣޑ

Ȇ͈࣭܀ဋ͍̹̱ͬͤͩ͘ޗȃ͙ͭ̈́
֚͂ͅဋ͓̥̹̳̀̽́͢ȃ࣭܀
͈ঊ̦̓͜࿂ฒ̞ဋ͍͉Ȃུ͈ঊ
̓͜͜࿂ฒ̞̲͂ۜͥ͂এ̞̱̹͘ȃ
̹͘Ȃ͙ͭ̈́͂ဋ͍̹̞̳́ȃ

̺͂এ̞̳͘ȃজ͜

Ȇήσ΄ςͺ͈࡞ဩ͉֑̻̀̽͂̽͂͜͡ࢊםඳ̱̞̈́͂এ̞̱̹͘ȃ

̷ͦͬࡉਠ̽̀ఈ͈

ȆΆςΏλ͈૰ș͈ȜΡ̢̳̹̥̱ͬͣ̀́̽͜ܘȃྴஜ̞ͬ̽̀

࣭͈࡞ဩ̢ͬ̀ژȂ
̞̞࣭ͧͧ̈́ͬၫ࣐
̧́ͦ͊͂এ̞̳͘ȃ
Ȇ̹̥̱͂̀́̽͜ڢ
̳ȃଲ࣭͈ٮș͈༷
͂୪̱̀Ȃ̷͈࣭͈

̹૰အ̞̹̫̓͜Ȅ͈ة૰အ̥͉̥̹͈́ͣ̈́̽́͘Ȅ̢ͣ̀͜ޗ
̠̱̥̹̳̽̀ͦ̽́ȃ
Ȇ̠͛̀ٛ୶͈࣭ٸో̺̹̫̽̓Ȃ͈̓୶̱̩̥̹̀̽́͜͢
̳ȃ͈࣭͈̓୶͜࡞ဩ̦֑̠̺̫́Ȃ࡞ဩ̦̲ͦ͊ఱસຳȪ̭ͩ
̩̞̈́ȉȫ̺̲̱̹͂ۜ͘ȃ̹̞̹̞̳ٛ́͘ȃ
Ȇ࣒͈୶ͅȂͅݙུ̢͈̭̹̱̩̹̬̜͂ͬͤ̈́̀͘ޗȃ

̢ޗ̯̩̹ͭͬا
̞̱̹̀ͣ͘͜ȃ̭
ͭ̈́ͅచ࿂͈૽͂
დ̳͈̦࿂ฒ̥̹̽
̵̭͉̜͂ͤͭ́͘
̱̹ȃ

୶͈ۜே
Ȇঊ̻̹ރոષͅȂু
̦დͬྙޟ૬̩̞̀
̱̞̱̹͘͘ȃ
Ȇ̫̺̻̹̈́́૽͈࣭ٸ
̩Ȃ
အș̈́૽͈͂͏̜ͦ

୶͈ۜே
Ȇ࣒͈୶༷͈ಎͅةഽ̥χȜσΡ΅λρΨϋͅ४༷̞̯ͥ̀ͦ͜ح
̞̀Ȃঊ͈̓͜ե̞ͅુ̞̈́ͦ̀̀ͅȂအș̈́࿂́ુͅ੩̥ͤ͘
̱̹ȃ̤ན̱̞ಎȂ୍̜̦̠̮̰̞̱̹ͤ͂͘ͅȃ
Ȇอນুఘ͉͈ة࿚ఴ̞͈̳̦̈́́͜Ȃ̧̹̽̀̀ͣ̽͜ˬ˟̦͈ࢷڠ
ȜΡ͉́ίυΐͿ·ΗȜ̬̥̹̾̈́̈́̽ͤͅȂͼϋΗȜΥΛΠ۪̦ޏ

̞͞ఘࡑ̭̥ͬͦͣ͜

ା̞̞̹̽̀̈́͛Ȃ̧̞́̈́ڰ൲̦̜̹࣒͈̽ͤ͂୶̦൚̹ͤஜ

ْ̧̱̞̹̞ࠗ̀͂এ

ུ̲̞̭̦͂ۜ̀ͥ͂ࢷ͉̠̩̞̥̥̹̦́̈́̽ͤ͂͘ఱ་ۜͅ

̞̳͘ȃ

̲̱̹͘ȃ࣒͈́͜୶༷ͅႉܥ؊་ͅచ؊̧̱̞̹̺̱̹̀͘ȃ

中学校事例

桜川市立岩瀬西中学校

高萩市立君田中学校

 ࢷ ڠಿȇֳऎȁഔ
ڠȁࢷȁಿȇֳऎȁഔ
ঔশȇ଼ĳĹාĸĲĵȪ࿐ȫĲĴȇĵĶȡĲĶȇĴĶ
ঔાਫ਼ȇఘ֗܁
చȁȁયȇĳාĺĹྴ
࣒ȁȁȇා٬ފٸႁబ˫˲
ȁȁȁȁȁ૬ȁ̯ࠫͭȪ෩ࡍ࣭ȇΓΥ΄σȫ

 ࢷ ڠಿȇȁ៍֚
ڠȁࢷȁಿȇȁ៍֚
ঔশȇ଼ĳĹාĲĲĺȪକȫĲĲȇııȡĲĴȇĳı
ঔાਫ਼ȇޗ
చȁȁયȇಎڠĲȡĴාĴྴ
࣒ȁȁȇΩȜέͻȜġͼ΅ϋΑ̯ͭȟ΄Ȝȟ࣭ڎমૂત࣒ٚ

ڰ൲ඤယ
ɟ࣒ȪΑρͼΡȆΫΟ܄ȫ
ɟ࣒͈͒ৗ࿚ͥ͢ͅచდ

ڰ൲ඤယ
ɟ࣒დȶ΄Ȝ͈ঊ̹̻͈̓͜ڰȪུ͈֑̞͂ȫ
̞̾̀ͅȷ
ɟ։اఘࡑȶ΄Ȝ͈ܕڢுȷ
ɟ͏̜̞ͦݯȪര͈͂ٛȫ

ര͈ۜே
ര͈ۜே
Ȇ΄Ȝ͈̞̞ͧͧ̈́
ͬܕڢఘࡑ̳̭ͥ͂
̧̦́Ȃ̱͂̀͜ڢ
̥̹̳̽́ȃ͉͛
ະհ̱̹̦́Ȃ͙ͭ
̈́́ு̱̞̠̀ͥ
̻ͅܨ̞̱ڢ̻ͅ
̱̹̈́ͤ͘ȃ
Ȇ΄Ȝ͈֚́ܕڢ๔
͉͈̹̞ޥఊࡻ́
̳ȃ͂̀͜ఱ̧̩
̀Ȃఱ̧̱̦̈́̀إ
Ȇ࣭षފႁڰ൲͈ਹါ̯̲̱̹ͬۜ͘ȃུ͉อജഷષ࣭̥ͣఉ̩͈͜
͈ͬව̱̞̳̀͘ȃ̷̷̷̱͉͈࣭͈̀ͦͣ૽ș͈ފႁ̦̫̈́ͦ͊
̵̧̳̭̦ͥ͂́ͭ͘ͅȃ̷͈࣭͈૽ș͈͒آ༐̱̞̠͂փྙ́͜
͂̀͜ఱ୨̭̺̈́͂͂এ̞̱̹͘ȃ
Ḙ̥͉̑ͦͣఈ̧͈࣭͈̭̞̹̞͂̽̀͂͜এ̞̳͘ȃ̞࣭͈ͣ̈́
̧̭̞̹̞̳͂̽̀́͜ȃ̱̥ࣽٝ̀ڰ̢̭̹̞̺̹̞ͬ͂̀ޗȂ

̤̱̥̹̳ͧ̽́͜ȃडࢃ͙ͭ̈́́ͅςΒθ̵ࣣͩ̀ͅு̱̱̹͘
̦Ȃ͙ͭ̈́ઢ̞̹͈̠̱̞̈́̽̀́ͦͅܨ̻̱̹̈́ͤ͘ͅȃ
Ȇ΄Ȝ͉́Ȃ̯̞̭̥ͧͣز͈֥̱֚͂̀ॽ͈زমͬু̹̻́
̧̧̻̞̭ͭ͂̽̀ͥ͂ͬ͞Ȃ̧̹̱͘ޥȃ౷֖͈༷ș͂ಏၻ̩̜
̞̯̳̭͉̾ͬͥ͂͂̀͜ఱম̺̞̠̭̦̥̱̹͂͂ͩͤ͘ȃ̹͘Ȃ
ز͈ಎ͉́Ȃ̤̲̞̻̦֚ͭ͝๔ఄࠉ̯̞̭̦̥ͦ̀ͥ͂ͩͤ͘
̱̹ȃ

ଲ̞̀̾ͅٮȄδρϋΞͻͺ̞̾̀ͅࣉ̢̧̞̹̞̀͂এ̞̳͘ȃ
ȆΓΥ΄σུ͉͉́ࣉ̢̞̩̞͉ͣͦ̈́ͣڰະ༒̷̺̠̳̦́Ȃ̷
̭ͅਯ͚ΓΥ΄σ૽͉͂̀͜࿂ฒ̩̀ΘϋΑ̦ࢡ̧̺̞̹͈͂́Ȃ
̳̪ͅজ͜ಏၻ̷̩̠̳̱̦̈́ͦ̈́͘ܨȃ
ȆΓΥ΄σ͈ঊ̓͜ో͉Ȃުಎ͂̀͜ୟޭഎ̞ͥ́ͭͅڠအঊ̱̹́ȃ
ཥ̹̻͜ࡉਠ̩͉ͩ̈́̀͂এ̞̱̹͘ȃ
Ȇজ͜Ȃြ૽͈̹̭̱̹̞͛̈́ͥ͂ͬ͂ͅএ̞̱̹͘ȃ

୶͈ۜே

Ȇ࣒͈૬̯͈̤ͭდ͈ඤယ̦ఱ་̳̱̥̹̳͊ͣ̽́ȃര͈ྙޟ
̧̫ͬ֨̾ͥࢹ଼̱̹́ȃ̷̱̀૬̯ͭু̷̦̤̠̱͂̀͜ͅڢ
დ̯̞̹͈ͬ̈́̽̀́Ȃ̧ࣺ֨ͦ̀͘രో̞̱͜ڢս͈ܨಎȂڠ
ਠ̧̞̱̹́̀͘ȃު̦ଲڰ́ٮ̱̞̀ͥম႕ͅ͏ͦȂఱ་႗
͙̹̈́̽ͅအঊ̱̹́ȃ̭͈̠̈́͢ܥٛͬဓ̢̧̞̹̺̀ۜ৫̳́ȃ
̜̦̠̮̰̞̱̹ͤ͂͘ȃ

୶͈ۜே
Ȇ࣒͈࣭͈დ̞ͬ̀Ȃఱ૽͈ୣහ̱͂̀Ȃ̢̠̳́ͥڰఱ୨
̭̈́͂ͬঊ̢̹̻̱̥̞̫̥̞̓̽ͤ͂̈́ͣ̈́͊ͦ̈́̀͜ͅޗএ̞͘
̱̹ȃ
Ȇঊ̹̻̓͜ͅȂ̹̩̯͈ͭΩχȜͬဓ̢̩̀ͦͥު̱̹́ȃരͅ
ȶ૽͈̦͂̾̈́ͤȷ͈ఱ୨̵̯̲̯ͬۜͥު́Ȃ͂̀ۜ͜൲̱̱͘
̹ȃ̞ٛۜͅ৫ȃ
Ȇდ̞ͬ̀Ȃ΄Ȝͬ߃̲̠̱̹ۜͣͦͥ̈́ͤ͘͢ͅͅȃ
Ȇ̹̩̯͈̦ͭܕڢ૧̱̹́ȃ։ͅاచ̳ͥര͈۾ྙޟͬࣞ
̹͛ͥ͛ͅȂ͂̀࢘͜ضഎ̺̹̽͂এ̞̳͘ȃ
ȆςΒθ͈ܕڢு̦̩̱ڢȂ࡞ဩ͈༃̢ͬ̀ק̦̦̹̾̈́̽͂এ̞
̳͘ȃര̷̦̠̱͂̀́͜ڢȂ͙̞ͭ̈́́͢শً̦̭̳̮́͂ͬۼ
̧̱̹͘ȃ
Ȇু͂։̈́ͥࡉ༷͞ࣉ̢༷ͅೄ୪ͦͥܥٛ͂̈́ͤȂര͈ণͬࢩ
̬ͥఱ་ခփ݅̈́ఘࡑ͂̈́ͤ
̱̹͘ȃȁ࣒͈༷̦ര͈
؊̩ͬ͢ࡉ̦̈́ͣȂྶ̩ͥ
̞̥أս́ܨު̱̩ͬ̀
̺̯̹͈̽́Ȃຽ͉̤͂̈́
̱̞ര̞ͬ̀͜ٳ̧
̧͂ڰ൲̱Ȃఈ࣭͈͈͢ا
̯ͬͅྙ̧̠̭̦ͩ͂́
̞̱̀͘ ̹ ȃ ࣭ ष ၑ ٜ ͅ ̳ ۾
ͥު̹̤̞̹̱̞ͬ͂͘ܐ
এ̞̱̹͘ȃ

高等学校事例

つくば開成高等学校

茨城県立結城第二高等学校

ڠ
ڠȁࢷȁಿȇ؈നȁ୍
ࢷ ಿȇ؈നȁ୍
ঔশȇ଼ĳĹාĲıĳĵȪȫĲĴȇĲĶȡĲĶȇıĶ
ঔાਫ਼ȇޗ
చȁȁયȇĲȡĴාĵྴ
࣒ȁȁȇΦ;σȜΒͻȜġΗͼα̯ͭȟͼρϋȟၣڠఱঀ

 ࢷ ڠಿȇশȁוহ
ڠȁࢷȁಿȇশȁוহ
ঔশȇ଼ĳĹාĲĲĺȪକȫĲĸȇĴıȡĲĺȇĴı
ঔાਫ਼ȇޗ
చȁȁયȇĲාĺྴ
࣒ȁȁȇΏϋυ;ġηρͼ̯ͭȟαρσȜΏȟၣڠఱঀ

ڰ൲ඤယ

ڰ൲ඤယ

ɟ̜̞̯̾Ȃ
ুࡨતٚ
ɟΩχȜεͼϋΠͥ͢ͅͼρϋ͈ႤঃȆاȪاȫ
Ȇ
࡞ࢊȆ֗ޗȆྦྷ֏൝͈તٚ
ɟβσΏλࢊ͈ව࣒ज
ɟ࣒͈͒˭ɕ˝

ര͈ۜே

ɟαρσȜΏ͈౷ၑȂاȂ࡞ࢊȂࣞࢷڰȂࣞࢷ
ުࢃ͈ૺႹȂ̷ུ̱͈̀͂̓̈́ڛఉ̹ͥͩͅܚ
ΑρͼΡΏοȜͬဥ̞̹࣒დ
ɟ୶̱͈͂̀૽ͺΡΨͼΑ
ɟৗ݃؊൞

ര͈ۜே

Ȇ͞ړ࿚ఴ͈ͼιȜΐ̦̜ͤȂͼρῢ̢͉ࣉ͉͈࣭͂́̈́̈́ࡏܓ
̞̱̹̦͘Ȃ୶͈̤დ̧̱ͬȂఉ̩͈ྛႁ̧̭̦̱ͬͥ͂́͘
̹ȃ̢̹͂͊Ϊΐλῄͬັ̫̹੫͉̱̞̱Ȃཅີ̈́ਅ႒͈
͓̈́̓͂̀͜ளഌ̱̹́ȃඅͅȂד௨́ࡉ̹ͼρϋ͈੫̦ိͤظ
̠အঊ͉ͅȂͼρϋ͈අͬว̧̲̭̦̱̹́ۜͥ͂́͘ȃ̹͘Ȃ
ུ͉̜̥̫͂ͤ͘͜ͅၗ̹̜̞̯͈ͦ̾ॽ̧༷̹̱͂̀͘͜ͅޥȃଲ
͉ͅٮ̦̞֑͈اఉ̩̜̭̱͙̲͙̲̱̹ͥ͂ͬۜ͘ȃ

୶͈ۜே

Ȇু͈ࢡ̧֚̈́ͬشޗ࠼ྵ༓̳͂͂ͥ͜ͅޑȂఈ̷͈̥̤ͧ͜شޗ
̱̞̈́́ͅ༓̠̱͂͢ޑএ̞̱̹͘ȃ
ȆαρσȜΏ͈͉ఱ̞̱߳͂̈́ڠૺͅڠబͅව̫̞ͣ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́
̱̹͂ͤ͘ȃུ͈̞֑͈͂ͅاఱ་̧̹̱͘ޥȃ࣒͈༷͈͢
̠ͅȄྪ̥࢜̽̀ͅಫ̹̞ͤ͂এ̞̳͘ȃ
Ȇაၑ͈·ͼΒ͞ΩΒσ̦࿂ฒ̥̹̳̽́ȃ

୶͈ۜே

Ȇ̩̱͂̀͜ڢȂփ݅૬̞ͼαϋΠͬঔ̧̳̭̦̱̹ͥ͂́͘ȃ֟ઽ

Ȇমஜ̵̻ࣣ͈ͩඤယ̱ͬ̀ͅ൚ͅႉ̞̹̺̫̱ͭ́͘

ࡇ͈ၣڠఱঀ̜́ͥΗͼαུ̯͉ͭࢊ̦͂̀͜۔ෝ͈̈́
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特別支援学校事例

生涯学習事例

茨城県立下妻特別支援学校
茨城県立伊奈特別支援学校
茨
城県立伊奈特別支援学校
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No.

派遣先

開催日

No.

派遣先

開催日

1

那珂市国際交流協会

平成28年5月21日

49

茨城県立結城第二高等学校

平成28年11月14日

2

茨城大学教育学部附属小学校

平成28年6月3日

50

茨城県立結城第二高等学校

平成28年11月14日

3

メサフレンドシップ

平成28年6月21日

51

水戸市立浜田小学校

平成28年11月15日

4

桜川市立岩瀬西中学校

平成28年7月14日

52

龍ケ崎市立八原小学校

平成28年11月16日

5

つくばインターナショナルスクール

平成28年7月28日

53

鉾田市立当間小学校

平成28年11月17日

6

笠間市市民活動課

平成28年8月27日

54

茨城県立茨城東高等学校

平成28年11月17日

7

古河市立中央小学校

平成28年9月6日

55

土浦市立神立小学校

平成28年11月18日

8

茨城県立玉造工業高等学校

平成28年9月8日

56

茨城県立美浦特別支援学校

平成28年11月18日

9

日立市立坂本中学校

平成28年9月9日

57

桜川市立大国小学校

平成28年11月18日

KIFA（北茨城国際交流会）

平成28年9月11日

58

石岡市市立恋瀬小学校

平成28年11月18日

11

茨城県高等学校国際教育研究協議会

平成28年9月13日

59

日立市立大みか小学校

平成28年11月24日

12

つくば市立葛城小学校

平成28年9月13日

60

茨城県立古河中等教育学校

平成28年11月28日

13

那珂市立横堀小学校

平成28年9月13日

61

茨城県立下妻特別支援学校

平成28年12月1日

14

稲敷市立古渡小学校

平成28年9月20日

62

北茨城市立大津小学校

平成28年12月1日

15

水戸市立鯉淵小学校

平成28年9月21日

63

日立市立多賀中学校

平成28年12月1日

16

潮来市立大生原小学校

平成28年9月23日

64

常陸太田市立幸久小学校

平成28年12月2日

17

ひたちなか市立那珂湊第三小学校

平成28年9月27日

65

茨城県立明野高等学校

平成28年12月2日

18

日立市立大久保小学校

平成28年9月28日

66

日立市立大久保中学校

平成28年12月2日

19

城里町立石塚小学校

平成28年10月4日

67

那珂市国際交流協会

平成28年12月3日

20

日立市立櫛形小学校

平成28年10月5日

68

茨城県立友部東特別支援学校

平成28年12月6日

21

茨城県立茨城東高等学校

平成28年10月6日

69

茨城県高等学校国際教育研究協議会

平成28年12月8日

22

土浦市立土浦第二小学校

平成28年10月7日

70

水戸英宏中学校

平成28年12月9日

23

ひたちなか市立市毛小学校

平成28年10月12日

71

石岡市立瓦会小学校

平成28年12月15日

24

小美玉市立玉里小学校

平成28年10月13日

72

石岡市立南小学校

平成28年12月15日

25

医療法人蔦会

平成28年10月13日

73

茨城県立伊奈特別支援学校

平成28年12月15日

26

日立市立中小路小学校

平成28年10月13日

74

愛国学園大学付属龍ヶ崎高等学校

平成28年12月19日

27

日立市立久慈中学校

平成28年10月17日

75

石岡市立高浜小学校

平成28年12月20日

28

塙山学区住みよいまちをつくる会

平成28年10月19日

76

水戸英宏小学校

平成28年12月27日

29

水戸市立稲荷第二小学校

平成28年10月21日

77

茨城県立茨城東高等学校

平成29年1月12日

30

常総市立五箇小学校

平成28年10月21日

78

メサフレンドシップ

平成29年1月17日

31

つくば開成高等学校

平成28年10月24日

79

茨城県立内原特別支援学校

平成29年1月19日

32

神栖市立深芝小学校

平成28年10月25日

80

日立市立中里小学校

平成29年1月25日

33

北茨城市立関本小学校

平成28年10月25日

81

常総市立大花羽小学校

平成29年1月27日

34

茨城県立茨城東高等学校

平成28年10月27日

82

那珂市国際交流協会

平成29年1月28日

35

守谷市立郷州小学校

平成28年10月29日

83

北茨城市立磯原中学校

平成29年2月1日

36

日立市立大沼小学校

平成28年11月1日

84

茨城県立茨城東高等学校

平成29年2月2日

37

日立市立会瀬小学校

平成28年11月2日

85

日立市立坂本小学校

平成29年2月3日

38

那珂市国際交流協会（4/4）

平成28年11月3日

86

つくば市立吾妻中学校

平成29年2月6日

39

日立市立日高小学校

平成28年11月4日

87

古河市立古河第六小学校

平成29年2月7日

40

つくばみらい市立福岡小学校

平成28年11月5日

88

日立市立泉丘中学校

平成29年2月9日

41

フレンドシップいしおか

平成28年11月6日

89

メサフレンドシップ

平成29年2月14日

42

水戸市立浜田小学校

平成28年11月7日

90

茨城県立茨城東高等学校

平成29年2月16日

43

古河市立釈迦小学校

平成28年11月7日

91

江戸崎総合高等学校

平成29年2月17日

44

鹿嶋市国際交流協会

平成28年11月8日

92

石岡市立杉並小学校

平成29年2月23日

45

茨城県立結城第二高等学校

平成28年11月9日

93

大成女子高等学校

平成29年2月25日

46

高萩市立君田中学校

平成28年11月9日

94

国際交流ボランティアネットワークさくら

平成29年3月4日

47

水戸市立浜田小学校

平成28年11月11日

95

茨城県立古河中等教育学校

平成29年3月17日

48

茨城県立土浦特別支援学校

平成28年11月14日
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