
№ 申　請　者 事業地 事業名
助成額
（千円）

内　　容

1
タイ山岳少数
民族支援の会

タイ王国
チェンライ
県

山の民に飲める
水を！

250

近年の湧き水の減少や枯渇により健康被
害等の問題が発生しており、生活の維
持・安定化を図るため、貯水槽やパイプ
ラインを設置。

2
新潟県モンゴ
ル技術協力推
進実行委員会

モンゴル国
ウランバー
トル市

スフバートル区
雨水流末処理技
術協力事業

800

ウランバートル市で大きな問題となって
いる道路湛水被害を軽減するため、同市
道路部職員や民間建設技術者を招聘し、
道路改善事業の施工指導及び道路側溝か
ら河川までの流末処理方策や雨水の一時
貯留方策の検討・指導を実施。

3

新潟県モンゴ
ル国中小都市
の中小企業等
への技術協力
実行委員会

モンゴル国

モンゴル国中小
都市の中小企業
等への技術協力
に係る研修生受
入事業

800

モンゴル国の中小製造業等の研修生を招
聘し、新潟県内の中小企業や県工業技術
総合研究所、燕三条地場産業振興セン
ター等での視察・研修等を実施。

4
教育と環境の
「爽」企画室

インド国
アンドラプ
ラディッ
シュ州コッ
タバラサ

JEEVAN JYOTHI
SCHOOL 給食プロ
ジェクト

800

平成24年３月に開校した認可学校で、児
童生徒が安全な食事を取ることができる
よう、掘削井戸と調理室及び食堂の施
設・備品（調理器具、食器類、太陽光発
電、バイオガスシステム、テーブル、椅
子等）を設置。

5 新潟アピの会

スリランカ
国マータラ
市、ハンバ
ントータ市

井戸＆貯水槽建
設と小屋外運動
場建設事業

400

子どもたちや貧困地域に暮らす人々の生
活環境を向上させるため、これまで支援
してきた児童施設に井戸や浄化設備及び
運動場を整備。

6

特定非営利活
動法人フィ
ル・ジャパ
ン・フレンド
シップ

フィリピン
国西サマー
ル州スマラ
ガ村

緊急艇造船事業
（救急体制の確
立）

1,000

無医村のスマラガ島では、医師の診療を
必要とする場合に住民を島外に搬送する
必要があるため、２艘の救急救命艇を建
造し、無償で搬送するシステムを構築。

4,050

１　平成25年度  新潟・国際協力ふれあい基金事業助成一覧１　平成25年度  新潟・国際協力ふれあい基金事業助成一覧１　平成25年度  新潟・国際協力ふれあい基金事業助成一覧１　平成25年度  新潟・国際協力ふれあい基金事業助成一覧

合　　計　（　助成 6 件　）

〈平成７年度（基金設立）～25年度の助成累計〉

助成件数　179件、助成累計額  134,632千円　

うちＮＧＯ助成 169件、126,032千円　

　　協会直接支援　10件、8,600千円  



平成26年3月末現在

１．道の駅

№ 所在地 募金箱常設協力施設名 № 所在地 募金箱常設協力施設名

1 新潟市 花夢里にいつ 28 上越市 うみてらす名立

2 新潟市 新潟ふるさと村「アピール館」 29 上越市 大潟健康スポーツプラザ「鵜の浜人魚館」

3 新潟市 道の駅　豊栄 30 上越市 柿崎上下浜温泉「マリンホテルハマナス」

4 長岡市 Ｒ２９０とちお（インフォメーションセンター） 31 上越市 霧が岳温泉「ゆあみ」

5 三条市 漢学の里しただ（庭月庵悟空） 32 上越市 くわどり湯ったり村

6 柏崎市 風の丘　米山（米山山荘） 33 上越市 高陽荘

7 柏崎市 西山ふるさと公苑（西遊館） 34 上越市 ネイチャリングホテル「米本陣」

8 柏崎市 西山ふるさと公苑　西山ふるさと館 35 上越市 花立温泉「ろばた館」

9 新発田市 加治川さくらの里（加治川ふれあいセンター桜館） 36 上越市 はまなすふれあいセンター

10 十日町市 クロス１０十日町 37 上越市 湯の里　深山荘

11 十日町市 まつだいふるさと会館「おみやげ処ふるさと」 38 上越市 吉川ふれあいセンター「ゆったりの郷」

12 十日町市 まつだいふるさと会館「食事処常春」 39 阿賀野市 白鳥の見える宿　リズム・ハウス「瓢湖」

13 十日町市 まつだいふるさと会館「ショッピングセンター常春」 40 阿賀野市 宝珠温泉保養センター「あかまつ荘」

14 糸魚川市 越後　市振の関 41 佐渡市 相川健康増進センター　ワイドブルーあいかわ

15 糸魚川市 マリーンドリーム能生　物産センター 42 佐渡市 あかどまり城が浜温泉　サンライズ城が浜

16 糸魚川市 マリーンドリーム能生　レストラン味千汐路 43 佐渡市 金井温泉　金北の里

17 糸魚川市 マリーンドリーム能生　レストラン番屋 44 佐渡市 新穂健康保養センター新穂潟上温泉

18 妙高市 道の駅　あらい 45 佐渡市 ロハスの館「こがね荘」

19 上越市 よしかわ杜氏の郷 46 佐渡市 はたの温泉「松泉閣」

20 魚沼市 ゆのたに（奥只見郷インフォメーションセンター） 47 佐渡市 はもち温泉　クアテルメ佐渡

21 魚沼市 ゆのたに（深雪の里） 48 佐渡市 ふれあいハウス潮津の里

22 阿賀町 阿賀の里 49 魚沼市 神湯とふれあいの里　神湯温泉倶楽部

23 長岡市 道の駅　越後川口 50 魚沼市 ふれあい交流センター「見晴らしの湯こまみ」

24 関川村 関川桂の関「せきかわ歴史とみちの館」 51 魚沼市 ゆーパーク薬師

25 村上市 朝日まほろば（物産館、日本玩具歴史館） 52 魚沼市 ユピオ

26 村上市 笹川流れ（夕日会館） 53 聖籠町 聖籠観音の湯「ざぶ～ん館」

27 五泉市 五泉市馬下保養センター 54 阿賀町 かのせ温泉「赤崎荘」

２．日帰り温泉・宿泊施設等 55 阿賀町 かのせ温泉「赤湯」

№ 所在地 募金箱設置協力施設名 56 阿賀町 新三川温泉　ＹＯＵ＆湯ホテルみかわ

1 新潟市 花の湯館 57 阿賀町 津川温泉清川高原保養センター

2 新潟市 福寿温泉じょんのび館 58 阿賀町 御神楽温泉　あすなろ荘

3 長岡市 アクアーレ長岡 59 阿賀町 御神楽温泉　みかぐら荘

4 長岡市 アトリウム長岡 60 津南町 クアハウス津南

5 長岡市 志保の里荘 61 津南町 マウンテンパーク津南カガン

6 長岡市 越後長岡ゆらいや　華の湯 62 津南町 萌木の里

7 柏崎市 海洋センター　ＳＥＡ　ＹＯＵＴＨ「雷音」 63 津南町 竜神の館

8 柏崎市 じょんのび温泉「楽寿の湯」 64 関川村 桂の関温泉「ゆーむ」

9 柏崎市 ソルト・スパ　潮風 65 村上市 朝日きれい館

10 新発田市 新発田温泉「あやめの湯」 66 村上市 朝日まほろば温泉・朝日まほろばふれあいセンター

11 新発田市 深層湯温泉「紫雲の郷」 67 村上市 勝木ゆり花温泉　ゆり花会館

12 十日町市 下条温泉「みよしの湯」 68 粟島浦村 漁火温泉「おとひめの湯」

13 十日町市 千手温泉　千年の湯

14 十日町市 温泉総合保養施設「ミオンなかさと」

15 十日町市 まつだい芝峠温泉　雲海

16 十日町市 松葉荘

17 十日町市 ゆくら妻有

18 村上市 野天風呂　湯元　龍泉

19 燕市 ふれあいパーク　久賀美

20 糸魚川市 笹倉温泉　龍雲荘

21 糸魚川市 長者温泉　ゆとり館

22 糸魚川市 親不知交流センター「まるたん坊」

23 糸魚川市 柵口温泉「権現荘」

24 妙高市 池の平温泉　ランドマーク妙高高原

25 妙高市 杉野沢温泉「苗名の湯」

26 五泉市 村松さくらんど温泉

27 上越市 池田温泉・大峯温泉　ゑしんの里　やすらぎ荘

２　「新潟・国際協力ふれあい基金」募金箱等常設協力施設一覧表２　「新潟・国際協力ふれあい基金」募金箱等常設協力施設一覧表２　「新潟・国際協力ふれあい基金」募金箱等常設協力施設一覧表２　「新潟・国際協力ふれあい基金」募金箱等常設協力施設一覧表



３．その他 　 ４．市町村

№ 所在地 募金箱設置協力施設名 № 所在地 募金箱常設協力役所

1 新潟市 県生協　県庁売店 1 長岡市 長岡市栃尾支所

2 新潟市 県生協　新潟売店 2 長岡市 長岡市国際交流センター・地球広場　

3 新潟市 県立自然科学館 3 長岡市 長岡市寺泊支所　

4 新潟市 こまどり 4 長岡市 長岡市大河津出張所　

5 新潟市 佐渡汽船食堂 5 長岡市 長岡市与板支所　

6 新潟市 新津観光物産館 6 長岡市 長岡市和島支所　

7 新潟市 北方文化博物館 7 柏崎市 柏崎市役所　（他１箇所）

8 新潟市 中華料理火鳳 8 新発田市 新発田市役所（他３庁舎）　

9 新潟市 エブリーワン 9 小千谷市 小千谷市役所（他４箇所）　

10 新潟市 新潟日報社 10 加茂市 加茂市役所　

11 長岡市 県生協　中越営業所 11 見附市 見附市役所　（他１箇所）

12 長岡市 県立近代美術館 12 村上市 村上市役所　

13 長岡市 自然休養体験施設「養楽館」 13 燕市 燕市吉田庁舎

14 長岡市 栃尾産業交流センター 14 燕市 燕市国際交流協会

15 長岡市 ら・なぷう 15 糸魚川市 糸魚川市役所　

16 長岡市 良寛の里美術館 16 五泉市 五泉市役所

17 三条市 県中央地域地場産業振興センター県央メッセピア 17 上越市 上越市役所（国際交流ｾﾝﾀｰ）

18 三条市 県生協　三条売店 18 佐渡市 佐渡市役所　

19 柏崎市 空想ひみつ基地　こどもの時代館 19 魚沼市 魚沼市役所　堀之内庁舎　

20 新発田市 県生協　新発田売店 20 魚沼市 魚沼市役所　小出庁舎　

21 妙高市 くま杉の里　そば処「そばの花」 21 魚沼市 魚沼市役所　湯之谷庁舎　

22 上越市 釜めし割烹花子 22 魚沼市 魚沼市役所　守門庁舎　

23 上越市 県生協　上越営業所 23 聖籠町 聖籠町役場　

24 上越市 上越観光物産センター 24 弥彦村 弥彦村役場　

25 上越市 上越市立水族博物館 25 出雲崎町 出雲崎町役場　

26 上越市 雪だるま物産館 26 刈羽村 刈羽村役場　

27 上越市 レストラン妙高 27 関川村 関川村役場　

28 上越市 レストラン「ヨーデル金谷」 28 村上市 村上市荒川支所

29 佐渡市 県生協　佐渡売店 29 村上市 村上市朝日支所

30 魚沼市 総合ビジターセンター　かたっくり 30 村上市 村上市山北支所（他１箇所）　

31 魚沼市 宮柊二記念館 31 粟島浦村 粟島浦村役場　（他１箇所）

32 南魚沼市 池田記念美術館

33 南魚沼市 県生協　南魚沼売店

34 胎内市 きのと観光物産館

35 阿賀町 狐の嫁入屋敷 募金箱設置施設合計

36 阿賀町 きつねの里「四季菜館」 １．道の駅　　２７施設

２．日帰り温泉・宿泊施設　　６８施設

３．その他　　３６施設

４．市町村　　３１施設

合計　　　　　１６２施設



（１）言語別相談回数、件数

項　目

言　語 電話 来訪 電話 来訪 電話 来訪 電話 来訪 電話 来訪 電話 来訪 電話 来訪 電話 来訪

タイ語 2 22 27 34 9 8 8 10 7 2

中国語 7 2 30 18 14 12 8 4 10 11 2 11

英語 3

日本語 5 3 14 5 9 7 2 1 2 2 2 6

（うち日本人） (5) (1) (7) (2) (5) (5) (2) (2) (1) (2) (4)

その他言語

計 0 0 0 0 14 27 74 57 32 27 18 5 22 13 11 19

項　目

言　語 電話 来訪 電話 来訪 電話 来訪 電話 来訪 電話 来訪 電話 来訪 電話 来訪 電話 来訪

タイ語 3 1 9 18 4 13 2 10 19

中国語 5 8 2 2 3 1 4 3 3 1 3 4 8

英語 2 1 1

日本語 13 1 11 2 1 3 4 19 2

（うち日本人） (8) (1) (11) (19) (2)

その他言語

計 23 11 22 22 7 15 4 0 6 3 0 1 10 0 33 29

項　目

言　語 電話 来訪 電話 来訪 電話 来訪 電話 来訪 電話 来訪 電話 来訪 電話 来訪 電話 来訪

タイ語 1 4 3 15 111 120

中国語 8 2 103 83

英語 1 6 2

日本語 5 2 1 1 15 5 105 38

（うち日本人） (3) (2) (1) (9) (2) (73) (21)

その他言語 0 0

計 0 0 0 0 0 0 1 0 9 2 1 4 38 8 325 243

※相談件数は延べ回数

（２）住所別件数

地域

相談方法 電話 来訪 電話 来訪 電話 来訪 電話 来訪 電話 来訪 電話 来訪 電話 来訪 電話 来訪

件数 65 34 26 27 10 1 1 1 3 7 9 112 72

（３）男女別件数

地域

相談方法 電話 来訪 電話 来訪 電話 来訪

件数 66 49 46 23 112 72

不明 合計

女性 男性 合計

新潟市 下越 中越 上越 佐渡 県外

３　平成25年度 多言語生活相談窓口 言語別・項目別取扱い件数３　平成25年度 多言語生活相談窓口 言語別・項目別取扱い件数３　平成25年度 多言語生活相談窓口 言語別・項目別取扱い件数３　平成25年度 多言語生活相談窓口 言語別・項目別取扱い件数

ｲﾍﾞﾝﾄ・観光 通訳・翻訳

留学等 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ ﾎｰﾑｽﾃｲ等 外国語学習 国際交流・協力 人権 その他 合計

労働 教育 日本語学習 税金 出産・育児 交通・事故

協会事業 緊急時 住まい くらし 在留手続き 医療・健康 福祉・年金・DV 結婚・離婚

総計568



（追加募集分含む）
（円）

開催日 実績事業費
開催地 交付額

H25.4.1～12.31 2,068,665

モザンビーク国カボデルガ
ド州ペンバ

200,000

H25.10.27 189,213

糸魚川市 176,000

H26.2.28～3.9 317,212

柏崎市 160,000

H25.6月 197,400

加茂市 105,000

H25.4.28 280,000

新潟市 126,000

H25.4.6～H26.2.1 109,435

新潟市 72,000

H25.9.15 222,985

上越市 162,000

H25.6.1 110,222

上越市 110,000

H25.4.1～4.7 3,215,732

台湾台中市 112,000

H25.11.23 546,591

新潟市 144,000

H25.4.11～H26.3.31 199,599

新潟市 137,000

H25.9.2 交付取消

新潟市 0

H26.1.15～3.10 478,555

新潟市・長岡市 200,000

H25.6.24～7.1 2,348,399

新潟市・柏崎市 114,000

H25.7.7～7.9 211,497

新潟市 140,000

H25.9.25 524,100

新潟市 178,000

H25.9.21 84,000

新潟市 72,000

H25.9.7～9.8 515,237

新潟市 200,000

H25.9.26～9.29 1,979,980

モンゴル国ウランバートル
市

180,000

H25.10.5～H26.2.16 438,075

新潟市 194,000

H25.11.10～12.8 160,000

新発田市 128,000

H25.10.1～10.2 995,694

新潟市 160,000

3,070,000

モンゴル国立文化芸術大学にてフォーラム「日本の家庭教育」
ワークショップ「日本の文化を伝える」

20 新潟国際情報大学 国際交流フェア

４　平成25年度　国際化推進活動助成金交付一覧４　平成25年度　国際化推進活動助成金交付一覧４　平成25年度　国際化推進活動助成金交付一覧４　平成25年度　国際化推進活動助成金交付一覧

 団体名 事業名（内容）

1
アフリカ眼科医療を
支援する会　新潟事
務所

モザンビーク眼科医療支援事業

柏崎トルコ友好協会 第５回柏崎トルコ児童生徒絵画展

4 加茂市国際交流協会 外国語版市内地図作成

2
糸魚川国際人材サ
ポート協会

医療・行政通訳研修

3

5 国際交流連絡会 国際交流音楽の集い

6 Joy English Club とよさか発異文化への旅

7 上越おやこ劇場 子どものためのはじめての国際交流　グレゴ音楽一座

8
（公社）上越国際交
流協会

技能実習生の日本語指導者養成講座

9
新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ･ﾍﾞｰｽ
ﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ後援会

台湾での野球指導・交流事業

10
新潟内モンゴル親善
交流協会

平成25年新潟内モンゴル文化講演会・伝統芸能披露会

11
(特活)新潟国際ボラ
ンティアセンター

国際協力啓発事業「新潟から世界を学び、地球規模の課題解決に
向けて働きかけるきっかけ作りプロジェクト」

12 新潟県日韓親善協会 平成25年度新潟県日韓親善協会定期総会「記念講演会」

第4回にいがた国際フェスティバル2013～つながり～

13
新潟県モンゴル友好
親善協会

新潟・モンゴル文化交流展

15 新潟青陵大学 日韓大学連携フィリピンボランティア推進事業

(一社)新潟県労働者
福祉協議会

南魚沼アジア交流会

助成金合計

16 新潟日米協会 多文化共生のまちづくりのための音楽会/国際交流会

17 より広い文化や世界へと広がるプレゼンテーション交流

日印交流の未来

ラボ国際交流セン
ター新潟地域会

NPO法人日印交流を
盛り上げる会

22

日本語ボランティア養成講座

18
（特活）にいがた
NGOネットワーク

14
ロシア・ハバロフスク地方労働組合団体連合　少年少女友好使節
団の受入れ

21
新発田市国際友好の
会（SHIP）

19



事業名 主催者 開催日 会場

1 万代アースフェスタ2013 万代アースフェスタ実行委員会 平成25年5月3日～5日 新潟市

2 第9回国際親善チェス大会in新潟2013 新潟チェス倶楽部 平成25年7月13日 新潟市

3 第23回にいがた国際映画祭 にいがた国際映画祭実行委員会
平成25年6月8日～10日
平成25年6月13日～16日

新潟市

4 平成25年度教師海外研修
独立行政法人国際協力機構
地球ひろば

平成25年4月1～5月13日
ブータン、
エルサルバドル

5 第17回国際ユースサッカーin新潟 国際ユースサッカーin新潟実行委員会 平成25年7月12日～15日
新潟市、
新発田市、
聖籠町

6 国際情勢講演会 公立大学法人新潟県立大学
平成25年6月19日
平成25年7月12日
平成25年7月24日

新潟市

7
第10回日本語スピーチコンテスト
「新潟の中心で世界にさけぶ！」

NSGグループ国際推進本部
国際外語・観光・エアライン専門学校
日本語科

平成25年7月6日 新潟市

8 第6回外国籍住民のための医療相談会 外国籍住民のための医療相談会 平成25年6月9日 新潟市

9 国際七夕茶会 日本の伝統文化を学ぶ家 金魚亭 平成25年7月27日 新潟市

10
第4回
にいがた国際フェスティバル2013～つながり～

特定非営利活動法人
にいがたNGOネットワーク

平成25年9月7日～8日 新潟市

11

Youth Volunteer Summer Action 2013
〔平成25年度青少年赤十字リーダーシップ・ト
レーニング・センター及び新潟県青年赤十字奉仕
団連絡協議会夏期研修会〕

日本赤十字社新潟県支部 平成25年9月14日～15日 新潟市

12 ATTARAMON(あったらもん)　養成セミナー ボランティアグループ エンライトン
平成25年10月27日
平成25年11月4日
平成25年11月17日

新潟市

13 第25回NVC愛のかけ橋バザー＆フェスタ 新潟国際ボランティアセンター 平成25年10月5日～6日 新潟市

14 にいがた国際映画祭特別企画　韓国映画祭2013 にいがた国際映画祭実行委員会 平成25年11月8日～22日 新潟市

15 日韓友好親善公演　ＪＵＭＰ 株式会社新潟放送 平成25年12月28日 新潟市

16
「日本の学校を知ろう！」セミナー
～日本語を母語としない子どもと保護者のための
学習支援相談会～

公益財団法人新潟市国際交流協会 平成25年11月16日 新潟市

17 2014小出雪まつり“第26回国際雪合戦大会” 魚沼市 小出雪まつり実行委員会 平成26年2月8日～9日 魚沼市

18
新潟グローバルセミナー
～世界に飛び出せニイガタ人!!～

JICA新潟デスク 平成26年2月16日 新潟市

19
平成25年度
地域国際化ステップアップセミナーin新潟

財団法人自治体国際化協会 平成26年2月1日 新潟市

20 南魚沼アジア交流会国際交流フォーラム 南魚沼市役所 平成26年2月16日 南魚沼市

５　平成25年度　後援事業一覧５　平成25年度　後援事業一覧５　平成25年度　後援事業一覧５　平成25年度　後援事業一覧



①小学校：11校、20回派遣

日程 学校名 対象学年／人数 担当大学 担当グループ

1 平成25年9月6日 魚沼市立須原小学校 6年：22名 新潟国際情報大学
「多文化共生」はもう始まっている

～「共生」ってなんだろう？～

2 平成25年9月11日 柏崎市立北鯖石小学校 5年：20名 敬和学園大学
エゴからエコへ

～ほんとうの豊かさとは？～

3 平成25年9月12日 新潟市立江南小学校
4年1組：38名
4年2組：38名

新潟県立大学 宿題、やるのやらないの？やるでしょ！

4 3,4年：23名
エゴからエコへ

～ほんとうの豊かさとは？～

5 5,6年：25名
クールジャパンって何だ？

～海外から日本を見つめなおす～

6 1～3年：33名 新潟県立大学 宿題、やるのやらないの？やるでしょ！

7 4～6年：36名 新潟国際情報大学
「多文化共生」はもう始まっている

～「共生」ってなんだろう？～

8 4年：30名
肌色って何色？

～人種のるつぼ、アメリカの差別問題～

9 4年：30名
クールジャパンって何だ？

～海外から日本を見つめなおす～

10 4年：30名 宿題、やるのやらないの？やるでしょ！

11 4年：30名 HOME～Family structure in the world～

12 平成25年9月18日 長岡市立宮本小学校 5,6年：19名 新潟国際情報大学
「多文化共生」はもう始まっている

～「共生」ってなんだろう？～

13 6年：40名 新潟国際情報大学 事実はいつもひとつじゃない！

14 6年：40名 新潟国際情報大学
「多文化共生」はもう始まっている

～「共生」ってなんだろう？～

15 6年：40名 敬和学園大学
エゴからエコへ

～ほんとうの豊かさとは？～

16 平成25年9月25日 新潟市立豊照小学校 3,4年：27名 新潟県立大学 HOME～Family structure in the world～

17 平成26年2月12日 新潟市立赤塚小学校 5年：44名 新潟県立大学 宿題、やるのやらないの？やるでしょ！

18 平成26年2月13日 新潟市立万代長嶺小学校
6年1組：27名
6年2組：30名

敬和学園大学
エゴからエコへ

～ほんとうの豊かさとは？～

19 平成26年2月17日 新潟市立万代長嶺小学校 4年：50名 新潟国際情報大学 事実はいつもひとつじゃない！

20 平成26年2月21日 新潟市立江南小学校
3年1組：36名
3年2組：36名

敬和学園大学
肌色って何色？

～人種のるつぼ、アメリカの差別問題～

②中学校：5校、6回派遣

日程 学校名 対象学年／人数 担当大学 担当グループ

1 平成25年11月27日 柏崎市立西山中学校 3年生：34名 上越教育大学 食卓の向こう側

2 平成26年2月7日 新潟市立中野小屋中学校 2,3年：37名 新潟国際情報大学 事実はいつもひとつじゃない！

3 1年：75名 エゴからエコへ

4 1年：75名
クールジャパンって何だ？

～海外から日本を見つめなおす～

平成25年9月19日 新潟市立新津第三小学校

６　平成25年度　国際交流インストラクター派遣校一覧　６　平成25年度　国際交流インストラクター派遣校一覧　６　平成25年度　国際交流インストラクター派遣校一覧　６　平成25年度　国際交流インストラクター派遣校一覧　

派遣学校数：26校/機関（小学校11，中学校5，中等教育学校１，高等学校7，その他2）
派遣回数：45回（小学校20，中学校6，中等教育学校2，高等学校14，その他3）

平成26年2月20日 胎内市立中条中学校 敬和学園大学

平成25年9月13日 新発田市立松浦小学校 敬和学園大学

平成25年9月17日 佐渡市立行谷小学校

平成25年9月17日 三条市立井栗小学校 敬和学園大学

平成25年9月18日 三条市立井栗小学校 新潟県立大学



5 平成26年2月21日 新潟市立赤塚中学校 1年：48名 新潟国際情報大学
これからの＜不平等＞の話をしよう

～「性別」から考えるアンバランスな世界～

6 平成26年2月25日 長岡市立与板中学校 2年：76名 新潟国際情報大学 Imagine We Are All Related to One Another

③中等教育学校：1校、2回派遣

日程 学校名 対象学年／人数 担当大学 担当グループ

1 平成25年10月23日 県立直江津中等教育学校
1年1組：40名
1年2組：40名
1年3組：40名

上越教育大学 世界がもし100人の村だったら

2 平成25年10月30日 県立直江津中等教育学校
2年1組：40名
2年2組：40名
2年3組：40名

上越教育大学 食卓の向こう側

④高等学校：7校、14回派遣

日程 学校名 対象学年／人数 担当大学 担当グループ

1 平成25年9月6日 県立新潟翠江高等学校
「世界の文化」受講
者1～4年：30名

新潟国際情報大学 Imagine We Are All Related to One Another

2 平成25年9月10日 県立新潟東高等学校 3年：40名 新潟県立大学 HOME～Family structure in the world～

3 平成25年9月19日 県立佐渡高等学校 1年：37名 新潟国際情報大学 Imagine We Are All Related to One Another

4 平成25年9月24日 県立向陽高等学校 3年：265名 新潟国際情報大学
これからの＜不平等＞の話をしよう

～「性別」から考えるアンバランスな世界～

5 平成25年9月25日 県立海洋高等学校 1年：15名 上越教育大学 世界がもし100人の村だったら

6 平成26年1月17日 県立新潟翠江高等学校
「世界の文化」受講
者1～4年：30名

新潟国際情報大学
これからの＜不平等＞の話をしよう

～「性別」から考えるアンバランスな世界～

7 2年：80名 新潟国際情報大学
これからの＜不平等＞の話をしよう

～「性別」から考えるアンバランスな世界～

8 2年：80名 新潟国際情報大学 事実はいつもひとつじゃない！

9 2年：80名 新潟国際情報大学
「多文化共生」はもう始まっている

～「共生」ってなんだろう？～

10 1年：70名 新潟国際情報大学
これからの＜不平等＞の話をしよう

～「性別」から考えるアンバランスな世界～

11 1年：70名 新潟国際情報大学 事実はいつもひとつじゃない！

12 1年：70名 新潟国際情報大学
「多文化共生」はもう始まっている

～「共生」ってなんだろう？～

13 新潟国際情報大学 Imagine We Are All Related to One Another

14 新潟県立大学 HOME～Family structure in the world～

⑤その他：2か所、3回派遣

日程 学校名 対象学年／人数 担当大学 担当グループ

1 高校・大学生：30名 新潟国際情報大学
これからの＜不平等＞の話をしよう

～「性別」から考えるアンバランスな世界～

2 高校・大学生：30名 新潟県立大学 HOME～Family structure in the world～

3 平成25年9月27日 燕市立杉名児童館 小学1～4年：40名 新潟県立大学 宿題、やるのやらないの？やるでしょ！

平成26年2月5日 県立五泉高等学校

平成26年2月19日 県立五泉高等学校

平成26年3月5日 県立新潟商業高等学校
国際教養科１年：78
名

平成25年9月14日 日本赤十字社新潟県支部



国　　籍 登録者数 国　　籍 登録者数
中国 5,232 アイルランド 4
韓国・朝鮮 2,081 アルバニア 4
フィリピン 2,049 エリトリア 4
タイ 388 コスタリカ 4
米国 339 コロンビア 4
ブラジル 318 ブルガリア 4
ベトナム 315 ベルギー 4
インドネシア 285 カメルーン 3
パキスタン 259 サウジアラビア 3
ロシア 205 ジンバブエ 3
スリランカ 166 スウェーデン 3
台湾 138 パレスチナ 3
マレーシア 130 東ティモール 3
ネパール 109 アゼルバイジャン 2
モンゴル 92 イスラエル 2
英国 84 ウガンダ 2
バングラデシュ 71 オーストリア 2
ペルー 70 ガボン 2
オーストラリア 67 キューバ 2
カナダ 66 グアテマラ 2
インド 65 シエラレオネ 2
ミャンマー 43 セネガル 2
アフガニスタン 41 チェコ 2
メキシコ 41 トルコ 2
フランス 35 ノルウェー 2
ドイツ 30 パプアニューギニア 2
ニュージーランド 29 ミクロネシア 2
ウズベキスタン 23 モーリタニア 2
イタリア 21 ヨルダン 2
ルーマニア 21 エクアドル 1
ラオス 19 エルサルバドル 1
イラン 17 ギニア 1
キルギス 17 コートジボワール 1
シンガポール 17 スロバキア 1
ガーナ 15 スロベニア 1
スペイン 15 デンマーク 1
エジプト 14 ドミニカ共和国 1
カンボジア 11 トリニダード・トバゴ 1
ジャマイカ 10 トルクメニスタン 1
ウクライナ 9 ニカラグア 1
タジキスタン 9 パナマ 1
カザフスタン 8 パラグアイ 1
ナイジェリア 7 ハンガリー 1
ベネズエラ 7 フィジー 1
南アフリカ共和国 7 フィンランド 1
アルゼンチン 6 ブータン 1
ケニア 6 ポーランド 1
スイス 6 ホンジュラス 1
オランダ 5 マリ 1
シリア 5 ルワンダ 1
ボリビア 5 無国籍 7

合　　計 13,134

（資料：『登録外国人統計』　法務省）

７　新潟県の国籍別外国人登録者数７　新潟県の国籍別外国人登録者数７　新潟県の国籍別外国人登録者数７　新潟県の国籍別外国人登録者数

平成24年12月31日現在


