
実施日 主催団体 種類別 開催地 国籍（出身地） 受講者数（人）

2017/5/13 佐賀生活文化交流会 民 佐賀市 インドネシア 22

2017/6/4 ほっこり本の会 民※ 佐賀市 スリランカ 36

2017/6/8 上峰公民館 公※ 三養基郡 韓国 10

2017/6/11 唐津市立厳木小学校 学 唐津市 メキシコ 62

2017/6/13 佐賀県立武雄青陵中学校 学 武雄市 スリランカ 70

カンボジア

中国

ドイツ

2017/7/3 吉野ヶ里子ども園 保 神埼郡 台湾 40

2017/7/15 佐賀清和高等学校 学 佐賀市 フィリピン 159

2017/7/18 鹿島市生涯学習課 公 鹿島市 スリランカ 29

2017/7/20 巨勢児童クラブ 公 佐賀市 韓国 53

2017/7/25 鏡保育園 保 唐津市 メキシコ 30

ネパール

香港

2017/7/27 佐賀県立佐賀農業高等学校 学 杵島郡 ベトナム 25

2017/7/27 佐賀県教育庁教育振興課 公※ 佐賀市 マレーシア 26

2017/7/28 NPO法人　夢の学校をつくる会 民 佐賀市 台湾 24

香港

スリランカ

韓国

ベトナム

2017/8/17 東ブロ浄青年会 他※ 福岡県久留米市 ペルｰ 68

スリランカ

フィリピン

バングラデシュ

ドイツ

2017/8/19 ラボ国際交流佐賀地域会 民 佐賀市 ベトナム 20

2017/8/22 佐賀県高等学校 教育研究会工業部会 民 佐賀市 台湾 30

2017/8/22 鹿島市生涯学習課 公 鹿島市 スリランカ 20

タイ 89

スリランカ 105

ベトナム 93

2017/9/13 神埼市教育委員会社会教育課（ドリームパーク） 公 神埼市 ニュｰジｰランド 46

2017/9/17 北方区サマースクール 民※ 武雄市 メキシコ 50

2017/9/23 津の里ミュージアムレッツチャレンジ隊 民 小城市 香港 20

2017/10/1 佐賀県立生涯学習センター（アバンセ） 公※ 佐賀市 韓国 24

2017/10/10 吉野ヶ里子ども園 保 神埼郡 ニュｰジｰランド 40

2017/10/13 NPO法人　夢の学校をつくる会 民 佐賀市 フィリピン 25

2017/10/21 南里英語教室 民※ 小城市 イギリス（アイルランド） 50

2017/11/4 おへそこども園 保 佐賀市 マレーシア 64

タイ 56

マレーシア 51

2017/11/11 みやき町教育委員会 公 三養基郡 韓国 450

2017/11/18 みやき町教育委員会 公 三養基郡 フィリピン 450

2017/12/7 佐賀県教育庁教育振興課 公※ 玄海町 オランダ 75

2017/12/9 南里英語教室 民※ 多久市 ドイツ 52

マレーシア

ミャンマー

バングラデシュ

スリランカ

2017/12/26 嬉野医療センター 公 嬉野市 インドネシア 57

2018/1/10 神埼市教育委員会社会教育課（ドリームパーク） 公 神埼市 スリランカ 22

中国 65

ニュｰジｰランド 59

香港 59

2018/1/17 神埼市教育委員会社会教育課（ドリームパーク） 公 神埼市 メキシコ 22

2018/1/25 （一財）鹿島市民立生涯学習・文化振興財団 民※ 鹿島市 中国 17

2018/2/9 NPO法人　夢の学校をつくる会 民 佐賀市 スリランカ 20

2018/2/22 コープさが生活協同組合 民※ 佐賀市 インドネシア 34

2018/2/23 吉野ヶ里子ども園 保 神埼郡 ベトナム 40

2018/2/24 おへそこども園 保 佐賀市 ベトナム 85

2018/3/14 一般社団法人 佐賀青年会議所 民※ 佐賀市 台湾 60

＜総件数＞４８件（うち、紹介のみ（※）１４件）
＜主催団体種類別内訳＞学（小・中・高等学校）８件、保（幼稚園、保育園）７件、公（公共機関）１６件）、民（民間団体）１６件、その他１件
＜総講師数＞６３人（うち、紹介のみ講師人数１8人）

計：3,609

平成29年度 国際理解講座 実施状況

2017/8/6 ラボ国際交流佐賀地域会（村田パーティー） 民 佐賀市 134

2017/6/26 佐賀市立鍋島小学校 学 佐賀市 126

2017/7/25 北方区サマースクール 民 武雄市 36

2017/8/17 上峰町公民館 公 三養基郡 32

2017/8/18 佐賀県教育庁教育振興課 公※ 神埼市 41

東原庠舎　西渓校（義務教育学校） 学 多久市

2017/11/8 玄海みらい学園 学 東松浦郡

2018年３月22日現在

2018/1/17 東原庠舎　西渓校（義務教育学校） 学 多久市

2017/12/25 佐賀県教育庁教育政策課 公※ 神埼市 160

2017/12/13 海童保育園 保 鹿島市 76

2017/9/6


