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ＯＦＩＸでは、 留学生や外国人住民の方々を外国人サポーターとして登録し、 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。

～ OFIX 国際理解教育外国人サポーター派遣事業～

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

国際理解教育

教室で世界を体験しませんか？

OFIX Cross-cultural Awareness Education Program



Q1: ＯＦＩＸ国際理解教育外国人サポーター派遣事業とは？

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府内の小 ・ 中 ・ 高等

学校などに派遣する事業です。

【２０１８年度実績 : ５８校に１３０名のサポーターを派遣】

府内に住む留学生や社会人などの外国人です。

２４か国・地域の９７名が登録しています。（２０１９年３月末現在）

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。

①　出身国の文化 （衣服、 食生活、 住居、 言葉、 スポー ツ等 ) や歴史などの紹介

②　民族舞踊や楽器演奏、 遊びを通じて、 異文化を身体で感じる体験学習

③　環境、 経済、 教育など特定のテーマについての講義　

外国人サポーター等の派遣に対する謝金 （派遣１名１回につき

6,000 円） について、 派遣をご依頼いただいた小 ・ 中 ・ 高等

学校等に、派遣 1 名 1 回につき 3,000 円をご負担いただきます。

（※）は平成３０年２月末現在の実績です。

国際理解教育に関するよくある質問

Q2: 外国人サポーターってどんな人？

Q3: どんな授業ができるの？

Q4: 外国人サポーターの派遣時の費用は？

OFIX ホームページから申込書をダウンロードできます。

http://ofix.or.jp/training/education/dispatch.html
申込書に希望条件 （日時、 外国人サポーターの人数、 内容、 出身国や地域等） を記入し、

原則として実施希望日の１か月前までに OFIX へ FAX またはメールで提出してください。

（内容によっては、 ご希望に添えない場合があります。）

Q5: 申し込み方法は？

　　　　　　　　　     海外の方と関わる機会が少ない中で、 ５か国の方々との交流ができたので、

とても良い時間を過ごせました。 パワーポイントを使いながらそれぞれの国の様子を紹介してくれ、

とても分かりやすかったです。 また、子どもたちの質問にも明るく答えてくれましたので、どんな子どもも、

「楽しかった」 や 「こんなことがわかった」 と笑顔で話していました。 ありがとうございました。

大阪府内の小学校の先生



授業例 Ａ　（約５０分）　サポーター１名

10:00 サポーター自己紹介

10:05 サポーターの発表

10:30 異文化体験

 （民族衣装、 ゲーム等）

10:40 質問コーナー

10:50 終了

授業例 Ｂ　（約１００分）　サポーター３名

10:00 （全体会で） サポーター自己紹介

10:05 サポーターの発表１人１５分 （計４５分）

10:50 全体会終了 

 各クラスにサポーターが分かれる

11:00 異文化体験 （民族衣装、 ゲーム等） /

          日本に住む経験談等の幅広いお話

11:30 質問コーナー

11:40 終了

※　授業実施後に外国人サポーター等の派遣に対する謝金 

    （派遣 1 名 1 回につき 3,000 円） を OFIX が発行した 

     請求書に基づき、 お支払いいただきます。

※　事業費が予算額に達した場合は、 ご希望に添えない場合が     

     あります。

ＯＦＩＸでは、 教員、 児童 ・ 生徒全員の

満足度１００％をめざしています

日程、 講師、 内容等について

電話相談

実施までの流れ

（様式第3号）

公益財団法人大阪府国際交流財団　理事長　様

学校名

担当教員名

実施日時

参加人数

事業の内容
　　　１　財団のホームページ

　　　２　他学校からの紹介

　　　３　その他　（　　　　　　　　　　　　　       
       

     　
　　）

１　良かった　 ２　普通　
３　良くなかった

具体的に

１　良かった　 ２　普通　
３　良くなかった

具体的に

Ｑ４　本事業の満足度

　　　１たいへん満足　　２満足　　３普通　　４やや不満　５不満

総合評価

平成　　　　年　　　　月　　　　日  

総合評価

※ＯＦＩＸ使用欄

OFIX国際理解教育事業実施報告書

平成　　　年　　　月　　　日（　　）　　～

名

今回の事業の評価

Ｑ１～Ｑ４について

それぞれひとつを

選択し、○をつけて

ください

Ｑ１　国際理解教育を知ったきっかけ

Ｑ２　内容について（面白さ、分かりやすさ、適切さ等）

Ｑ３　講師について（態度、服装、発表の仕方等）

具体的に

（様式第4号）

１　今日の授業の内容について（面白さ、分かりやすさ等）理由

２　講師について（親しみやすさ、面白さ等）

理由

３　この授業に対する満足度

理由

OFIX国際理解教育　児童・生徒用アンケート（中高生用）

当てはまるものに○をつけてください。

１　よかった　　　　　　　２　普通　　　　　　　３　よくなかった

１　よかった　　　　　　　２　普通　　　　　　　３　よくなかった

１　たいへん満足　　　２　満足　　　３　普通　　　４　やや不満　　　５　不満

（様式第5号）

１　今日
き
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２　がいこくじんの先生
せ
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について
理由
り ゆ

う

ＯＦＩＸ国際理解教育
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じ
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う

・生徒用

・ せ
い
と
よ
う

アンケート（小学生用

しょうが
くせ

いよう

）

あてはまるものに○をつけてください。

１　たいへんよかった　　２　よかった　　３　ふつう　　４　あまりよくなかった　　５　よくなかった

１　よかった　　　　　　２　ふつう　　　　　　３　よくなかった

事業実施報告書 （教員用）
・

生徒用アンケート

（小学生及び中高生用）

より良い授業にするため、 授業実施後に教員及び児童 ・ 生徒全員を対象に

授業の満足度を５段階で評価いただくアンケート調査を実施していますので、

ご協力をお願いします。

アンケートは授業実施後 1 週間以内に OFIX へ提出してください。

学校 OFIX 双方

申込書提出

OFIX 職員との
事前打ち合わせ

サポーター決定

授業実施
事業実施報告書 ・

アンケート提出

希望日の１か月前までに提出

授業例

　　　　　　　　　　　エジプトを大阪の子どもたちに少しでも知ってほしくて、サポーターになりました。

授業では、 子どもたちがすぐ分かる 「ピラミッド＆スフィンクス」 を最初に紹介し、 ナイル川、 有名な

モスクなど、 自分が誇りに思うエジプトの特徴を次々と説明しています。 発表後には、 子どもたちから

たくさんの質問があり、 このプログラムにとてもやりがいを感じています。

エジプト出身のサポーター
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OFIX 世界体験キットを貸し出し中 !

2019 年 4 月作成

＜問い合わせ先＞

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

Email: info@ofix.or.jp http://www.ofix.or.jp

OFIX　Facebook: www.facebook.com/osakafoundation
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タイ

OFIX 国際理解教育外国人サポーターを知ろう !

OFIX では、 「国際理解教育」 に役立つ

教材として、外国の民族衣装、日用品、

おもちゃなどの 「OFIX 世界体験キット」 を

用意しています。
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米国

ベトナム

ベナン
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毎年新たに登録されたサポーターを対象に研修を実施しています。

日本の学校の特徴や授業を行う際の効果的な発表の方法等を学びます。

２４か国 ・ 地域の９７名が
サポーターに登録しています。
（２０１９年３月末現在）

詳しくはＯＦＩＸホームページをご覧ください。

http://ofix.or.jp/training/education/teaching.html

新規サポーター育成研修

活躍中のサポーターたちの出身国 ・ 地域

ユネスコ総会で 「国際理解教育」 が提唱

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

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

ＪＩＣＡの国際教育セミナーの発足にあわせ、 OFIX で事業スタート

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

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

小学３ ・ ４年生から外国語活動 （英語） の導入　

小学５ ・ ６年生の英語の正式教科化へ　

国際理解教育をめぐる動き


