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【問合わせ先】    

全国国際教育研究協議会  
 

事務局長  高島みゆき  

（東京都立永山高等学校）  

 
〒206-0025 

東京都多摩市永山 5-22 

Email：zinfo@jafie. jp   

TEL ：042-３７４―９８９１  

HP：http://jafie. jp/ 

【平成 2９（2017）年度都道府県事務局校一覧】  

●は地区事務局校（高等学校）  

ブ ロ ッ ク  県名  事務局校  県名  事務局校  

北海道  北海道  休会    

東北  

青森  三本木農業  岩手  ●花巻北  

宮城  仙台東  秋田  能代松陽  

山形  休会  福島  休会  

関東甲

信越静  

茨城  竹園  栃木  黒磯南  

群馬  館林女子  埼玉  岩槻  

千葉  県立船橋  東京  練馬工業  

山梨  北杜  長野  佐久平総合技術  

神奈川  磯子  静岡  浜松北  

地区  
●東京  

瑞穂農芸  
新潟  休会  

東海  

北陸  

富山  ●伏木  石川  金沢商業  

愛知  津島  三重  四日市南  

福井  美方  岐阜  休会  

近畿  

滋賀  瀬田工業  京都  桃山  

大阪  天王寺  奈良  法隆寺国際  

和歌山  ●日高  兵庫  御影  

中国  

鳥取  鳥取敬愛  島根  浜田水産  

岡山  休会  広島  休会  

山口  休会    

四国  
徳島  ●吉野川  香川  高松第一  

愛媛  伊予農業  高知  春野  

九州  

宮崎  ●宮崎学園  長崎  佐世保西  

鹿児島  錦江湾  福岡  休会  

佐賀  休会  大分  休会  

熊本  休会  沖縄  休会  

都道府県及びブロックごとに会長校、事務局校が  

あり、研究会を運営している全国組織です。  

休会の県については、参加校を募集しています。  

全国事務局にお問い合わせください。  

Q＆A 

 

Q１：「英語・日本語弁論大会」に参加したい

のですが、どうしたらよいでしょうか？  

A：各県で予選が行われます。開催時期は県に

より異なりますので、各県の事務局にお問い合

わせください。  

 

Q２：「高校生国際理解・国際協力に関する研

究発表会」に参加したいのですが、どうしたら、

よいでしょうか？  

A: ２月～3 月頃、公募しています。詳しくは、

県事務局・全国事務局へ問い合わせください。 

 

Q3:加盟したいのですが、どうしたらよいでし

ょうか？  

A:各県の事務局にお問い合わせください。県に

より、規約や会費などが異なります。  

 

Q４：休会県の学校ですが、加盟は可能でしょ

うか？  

A:参加校を募集しています。全国事務局に問い

合わせください。  

 

Q5：どんなことを研究しているのですか？  

A:国際協力、国際交流など国際教育について多

分野で研究をしています。世界平和構築、地球

環境、多文化共生社会、グローバル社会などを

キーワードに時代に即した研究を行っていま

す。  
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学校現場の教員が組織する  

唯一の国際教育の全国研究団体  

全国国際教育研究協議会は、全国の高校（中等

教育学校）21４４校（ 201６年現在）の加盟校

を有し、各都道府県、ブロック、全国研究協議

会を組織しています。  

 

全国国際教育研究大会（毎年 8 月に全国大会実施）  

文部科学省、外務省等から来賓をお招きし、JICA と共催。文部科学省、外務省、国際交流基金、日本国際

協力センター（JICE）、各県の教育委員会等の後援をいただいて実施しています。  

（2017 年岩手大会、2018 年東京大会、2019 年奈良大会  開催予定）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            他「講演会」「教員向け研究発表」  

「生徒国際交流プログラム」などがあります。 

                           

 

長い歴史と国際協力機構（JICA）  

50 年以上の歴史があり、発足当初から現在まで、

JICA（旧 :海外移住事業団⇒国際協力事業団⇒（独

立行政法人）国際協力機構）と継続して連携し、国

際教育・開発教育の推進をしています。下記参照  

HP:http://www.jica.go.jp/about/report/2014/ku

57pq00001nohem-att/67.pdf 

◆高校生国際理解・国際協力に  

関する生徒研究発表会  

 

2012 年より実施。国際協力活動等のグ

ループまた部活動等の研究発表。  

JICA、国際交流基金、JICE、国際研な

どから賞が授与されます。  

毎年、高校生の多岐にわたる活気あふれ

る活動発表があり、生徒同士の交流の場

にもなっています。  

◆高校生英語弁論大会  

1981 年より実施されている歴史ある大会。英語に

よる国際協力等の弁論。英語研究会とは異なり、英

語力だけでなく内容重視。在外滞在経験のある生徒

も参加できます。  

 

◆高校生日本語弁論大会  

在日８年以内で、日本語を母語としない生徒（また

は留学生）の日本語弁論。2001 年より実施。  

 

入賞者には「文部科学大臣賞」「外務大臣賞」「JICA

理事長賞」「国際交流基金理事長賞」「JICE 理事長賞」

等が授与されます。  

JICA 国際協力エッセイコンテスト審査協力  

50 年以上にわたり、JICA 国際協力中学生・  

高校生エッセイコンテストの 1 次審査及び最

終審査に協力しています。1 次審査には約 100 

名の方が審査に参加しています。  

その他  

○全国総会  毎年 5 月に実施  

○全国国際教育研究協議会ホームページを運営  

○JICA 地球ひろばとの連携   

○JICA 教師海外研修への応募勧奨等に協力  

○各ブロックや都道府県研究協議会での活動   

研究報告書（年 1 回）発行  

「 国 際 教 育 ・ 開 発 教 育 イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン 」

（ JAFIE/国際研の一年間の行事をまとめたも

の、付録として過去から現在までの国際研の事業

のデーターを掲載）を年度末に発行。  

全国すべての高校等（約 5000 校）に配布して

います。  

NPO 法人  全国国際教育協会（JAGE :NPO 国際研） 

退職された国際研 OB などが中心になって NPO を

設立。国際教育の専門家も加入。国際研をサポート。

国際研と並立組織で各地区でも活動しています。  

http://www.kokusaiken.org/npo/mt/index.html  

 
全国国際教育研究協議会とは  
  
Japan Association for International Education（JAFIE）  

／国際研  

全国事務局  

東北地区 

関東甲信越静地区 

東海北陸地区 

近畿地区 

四国地区  

九州地区  

都 

道 

府 

県 

事 

務 

局 
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