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　ＯＦＩＸでは、 留学生や外国人住民の方々を講師として登録し、 府内の学校等が行う

国際理解教育授業に派遣しています。

　この活動により、 世界のさまざまな民族の文化や生活様式について理解を深め、 国際

的な連帯や協力の必要性を認識できるグローバル人材の育成をめざしています。

公益財団法人大遊協国際交流・援助・研究協会（共催）
DAI-YU-KYO FOUNDATION OF INTERNATIONAL EXCHANGE, ASSISTANCE & RESEARCH



平成 25 年度実績
69 校に 159 名の
サポーターを派遣

サポーターの方が、自分

の国の民族衣装や写真な

どを利用し、実際にイ

メージできるように配慮

をしてくれて、あっとい

うまの２時間でした。

事前にこちらからお願いした授
業構成の希望を実現していただ
き満足です。とても良い交流が
できたと思っています。

実際に外国の方にきてい
ただいてその国の説明を
してもらうと理解しやす
く、とても有意義な 50 分
となりました。

外国人サポーターってどんな人？外国人サポーターってどんな人？Ｑ３

６人以上の講師を派遣してほしい場合は？ ６人以上の講師を派遣してほしい場合は？ Ｑ２

　　　　　　国際理解教育を支援するためにＯＦＩＸで登録している外国人サポーター

を大阪府内の小 ・中 ・高等学校などに派遣する事業です。 サポーターの派遣

人数は原則一回あたり最大５名で、 １名１クラスを担当します。 時間は最大２コ

マ （１コマ５０分） となります。

　　　　　　国際理解教育を支援するためにＯＦＩＸで登録している外国人サポーター

Ｑ１ ＯＦＩＸ国際理解教育外国人サポーター派遣事業とは？

　　　　　　クラス編成の都合で６人以上の講師が必要な

場合はＯＦＩＸまでお問合せください。

　　　　　府内に住む留学生などの外国人です。 22 ヶ国 80名が登録しています。

　　　　　（30 名は （公財） 大遊協国際交流・援助・研究協会の奨学生です。）

Ｑ5 外国人サポーターの派遣時の費用は？

　　　　　　交通費及び謝礼は無料です。 なお、 調理実習など

の経費については学校負担となります。

Ｑ４
　　　　　　①母国文化 （衣服、 食生活、 住居、 言葉等） や歴史などの紹介

　　　　②体験学習　遊びや歌、 踊りなどを通じて、 異文化を身体で感じる学習

③環境、 経済、 教育など特定のテーマについての講義

どんな授業ができるの？

インターネット回線を利用した遠隔授業

　講師が学校を訪れて授業をする派遣型の授業ではなく、 インターネット回線を利用し、

外国人講師からの国際理解教育の授業を受けることもできます。 詳細については、

ＯＦＩＸに相談してください。

ＯＦＩＸ世界体験セットの貸出

　ＯＦＩＸでは、 国際理解教育に役立つ教材として、 世界各国の民族衣装、 日用品、

おもちゃなどがあります。 利用料金は無料ですが、 送付をご希望の場合は往復の送料

を負担してください。 利用希望する場合は、ＯＦＩＸのホームページからダウンロードできる

所定の利用申込書に必要事項を記入のうえ、 利用希望日の 2 週間前までにＯＦＩX へ提

出してください。

実施までの流れ

サポーター決定

授業実施

電話相談
詳細 （日程、 講師人数、
内容等） について相談

申込書提出 実施希望日の１カ月前まで
にファックス

事前打ち合わせ

授業例 Ａ　（約５０分）　サポーター１名

10:00　　講師自己紹介

10:05　　講師の発表

10:30　　質問コーナー

10:40　　異文化体験 （民族衣装、 ゲーム等）

10:50　　終了

授業例 Ｂ　（約１００分）　サポーター３名

10:00　　（全体会で） 講師自己紹介

10:10　　講師の発表１人　１5 分

10:55　　全体会終了  各クラスに講師が分かれる

11:05　　質問コーナー

11:15　　異文化体験 （民族衣装、 ゲーム等）

11:40　　終了

公益財団法人大阪府国際交流財団（OFIX）　企画推進課

〒540-0029　大阪市中央区本町橋 2-5　マイドームおおさか 5階

TEL: 06-6966-2400　FAX: 06-6966-2401
http://www.ofix.or.jp/training/education/dispatch.html

E-mail：info@ofix.or.jp

国際理解教育をめぐる動き

　1974 年　ユネスコ総会で 「国際理解教育」 が提唱

　1987 年　総務省が JET プログラムの制度化に伴い 「国際交流員」 を導入し、 国際

　　　　　　　 理解教育を推進

　2002 年　文部科学省　学習指導要領にゆとり教育の一環として 「国際理解教育」 を

　　　　　　　 導入

　2011 年　文部科学省  小学生５ ・ ６年生を対象とした外国語活動 （英語） の導入

　2014 年　文部科学省　小学校 3 年生からの英語授業を中央教育審議会に諮問

　2020 年　小学３ ・ ４年生から外国語活動 （英語） の導入 （予定）　

　　　　　　　 小学５ ・ ６年生の英語の正式教科化へ （予定）　
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（様式第 号）
平成 年 月 日

国際理解教育外国人サポーター派遣依頼申込書

公益財団法人大阪府国際交流財団 理事長 様

貴校 団体 名

代表者 担当者

所在地 〒

電話 ﾌｧｯｸｽ

○貴校 団体 の希望 条件など

種類 □ 派遣 □ インターネット回線を利用した遠隔授業

希望日時
年 月 日（ 曜日） 時 分～ 時 分

第 希望

実施場所 会場

住所・最寄り駅 （最寄駅）

対象者
□児童・生徒（ 年生） □その他（ ）

人

内容

目的・テーマ

具体的な内容）

使用できる機

器等

□パソコン □プロジェクター □ビデオ □スライド □ ラジカセ

□パワーポイント □世界地図 □ホワイトボード（黒板）□その他（ ）

○希望する人材について

希望の講師

□ 国際理解教育外国人サポーター

第 希望 国・地域名

第 希望 国・地域名）

第 希望 国・地域名

希望人数 人程度 （最大 人まで 最低 人欲しい）

その他

要望事項

 


