
国際理解ボランティア一覧 

性別 国籍 市町名 国際理解国名 国際理解テーマ 国際理解特記
女 日本 さぬき市 オーストラリア オーストラリアの自然・アボリジニの

文化
Fraser Islandの自炊キャンプ体験有

女 日本 さぬき市
ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭほか発展途
上国

発展途上国におけるﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
協力隊に参加した時のこと
海外でのﾎﾞﾗﾝﾃｨｱを国内で生かすために

女 日本 さぬき市
男 日本 まんのう町
女 日本 綾川町 アメリカ・中南米 講師経験有

男 スペイン 宇多津町 ｽﾍﾟｲﾝ ｽﾍﾟｲﾝの文化について
文化・習慣・簡単な料理など
H19年4月～H20年3月聾学校非常勤講師、その他ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰなど

男 日本 宇多津町
北朝鮮、東南アジア、
中東、スリランカ、南
ア、西ア、豪州、北南米

船員の目で見た世界と日本について
外国人船員に支えられる日本の物流の現場や、海上保安庁から派遣された
諸外国の人々、南米日系移民、在日外国人友人との出会い交流を通し身近
なところから、生活に根付く課題と日本内外の人々と発見し、取り組んでいき

女 日本 観音寺市 アジア各国 アジアの国々の文化や生活 香港在住ＦＡとしての経験を伝えたい
女 日本 観音寺市 インドネシア インドネシア語の紹介
男 日本 観音寺市
女 日本 丸亀市 アメリカ

女 日本 丸亀市 イギリス 児童教育
英検２級、イギリスにボランティアステイ（１年間）
公立学校勤務経験有、ＧＥＯS勤務経験有

女 日本 丸亀市
開発途上の自立のた
めの支援

ラオス人民共和国
ラオスの人々の自立のために支援をしている（小学校・職業訓練校の建設、
絵本の贈与等）

女 日本 丸亀市 テーマー（いろいろ）－英語圏
子供たちに、いろいろな外国行事の体験を提供してきました。（キャンプ遊び
を教えたい）

男 日本 丸亀市
女 日本 丸亀市
女 日本 丸亀市 ユネスコ活動の普及

女 日本 丸亀市

女 日本 丸亀市
女 日本 丸亀市 カナダに2年滞在、IELTS　band 6
男 インド 高松市 インド 文化、食べ物、スタイル、カレー 小学校3回、女子高1回講演経験あり
男 インドネシア 高松市 インドネシア インドネシアの食べ物、文化
女 グアテマラ 高松市 グアテマラ スペイン語、料理、文化 岡山の小学校でグアテマラの料理教室をした。
男 ニジェール 高松市 ニジェール共和国

男 フィリピン 高松市 フィリピン
興奮フィリピンへの６０分旅（フィリピ
ンのすべて）

フィリピンの文化・習慣及び日本との比較
フィリピンの教育、観光地、フィリピン日本親交歴史およびその発展等につい

女 フィリピン 高松市
女 ベトナム 高松市 ベトナム 食文化（異文化理解)
女 ポーランド 高松市 ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ
女 韓国 高松市 韓国
男 中国 高松市 ウイグル・中国
男 中国 高松市 中国
女 中国 高松市 中国 日本でいろいろ体験した事や日本と中国の違いを比較など
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国際理解ボランティア一覧 

性別 国籍 市町名 国際理解国名 国際理解テーマ 国際理解特記
女 中国 高松市 中国

女 中国 高松市 中国

女 中国 高松市 中国 山水画 山水の基本的描き方、代表的人物、流派等の紹介。小学校で紹介・指導経
験あり男 中国 高松市 中国

女 中国 高松市 中国 中国文化

女 中国 高松市 中国
世界の人々、みんな手をつなげてくだ
さい。

みなさん、それぞれな国だけど熱心を持つことは同じですよ。一緒に異文化を
勉強して仲良しになりましょう。今回、中国の伝統文化や風俗を紹介します。

女 中国 高松市 中国の文化について 最新の中国事情（若者の考え方な
ど）

女 中国 高松市 中国語・中国の習慣
日本語能力試験1級
日本滞在7年(2008年現在）

女 中国 高松市
女 中国 高松市
男 中国 高松市

女 中国 高松市

女 日本 高松市 アメリカ
男 日本 高松市 アメリカ
女 日本 高松市 アメリカ ハワイ
女 日本 高松市 アメリカの文化 アメリカ 英語、ボストンの文化を教えることが可能。

女 日本 高松市
オーストラリア・ホン
ジュラス

青年海外協力隊（小学校教育）としてホンジュラス共和国で「教育環境の改善
を通して留年率・退学率を下げる」を活動内容を目標として、現地の職員、現
地の教員、保護者を巻き込んで継続できる改善策を練り、普及するよう尽力
した。ホンジュラス全般の紹介。

女 日本 高松市 スペイン 中国武術４級

女 日本 高松市 スリランカ ODA活動

女 日本 高松市
ドイツ・フランス・ヨー
ロッパ諸国

男 日本 高松市 バヌアツ、アメリカ バヌアツ、アメリカ
ピピ島での被災経験を元に孤児院を作ったこと、バヌアツの文化・生活、交換
留学、ホームステイ受け入れ、抽選移民、個人旅行

女 日本 高松市 ブルガリア 国際理解全般・ブルガリアについて ブルガリア青年海外協力隊として2年8ヶ月滞在

日本 高松市 ホンデュラス 多文化共生
テーマ：外国人との共生、異文化理解（適応）、他文化間教育
ホンジュラス2年滞在

男 日本 高松市
英語圏国民（又は英語
を話す人々）

日本文化、習慣等に関して
英検2級(３０年前取得）
労働安全コンサルタント技術士(建設部門)に登録

女 日本 高松市
皆、友達　How to
communicate.

英語が理解できること。 小学校ALT。教員免許有。Y.M.C.A講師。

女 日本 高松市
共に生きる共生社会を
めざす異文化交流、文
化財の保護

すべての世界の国々
外国の人と世界遺産、遺跡、史跡、寺社めぐり等をして文化財の保護につい
て考え、交流したり青尐年の育成を含めた異文化体験交流をサポートしま
す。幼稚園、小学校教師資格、指導経験あり。

女 日本 高松市 世界 写真 これまでに行った国の写真の展示
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性別 国籍 市町名 国際理解国名 国際理解テーマ 国際理解特記

男 日本 高松市 中国 中国留学について
中国留学についての心構え、注意する点。公費留学を目指す方へのアドバイ
ス。

女 日本 高松市
男 日本 高松市 パルネット香川にて英語・中国語指導
女 日本 高松市
男 日本 高松市
女 日本 高松市
男 日本 高松市
女 日本 高松市
男 日本 高松市

女 日本 高松市
ドイツ・スウェーデンの学校生活や、
クリスマスなどのイベントについて

上記の他15カ国以上の国を訪問。子供を伴う滞在であり、教育や生活など貴
重な体験を持つ。

女 日本 高松市
ヨガの紹介、カナダでの生活・体験談
（日本人対象）

カナダでヨガ講師経験（フルタイム）３年半。
全米ヨガアライアンス認定クリパルヨガインストラクター資格保持
（文化としての）ヨガ講演、ヨガ体験クラスを日本語・英語で提供可能。

女 日本 高松市

男 日本 高松市
異文化の考え方と日本人の考え２６７
方の相違　（特に危機意識の失われ
た日本人の海外旅行について）

外国貿易船の船長として長年勤務。南米、ポーランド、ロシア、スペイン、英
国、ニューヨークの事務所と取引。

男 日本 高松市
女 日本 高松市
女 日本 高松市
男 日本 高松市

女 日本 高松市
国際交流のあり方、日本と発展途上
国のあり方

日本は確かに先進国だが、交流に関して立場は対等。
中・高英語科教員免許/大学ゼミ（助手）

男 日本 高松市
男 日本 高松市
女 日本 高松市
女 日本 高松市
女 日本 坂出市 学校教育機関等で外国人に語学指導の経験あり
女 台湾 三豊市 台湾の紹介 台湾国について　講演経験有 学校のPTA会などで台湾の歴史、地理、文化、観光案内をするなど。
女 日本 三豊市 日本
男 日本 三豊市
女 日本 三豊市

女 カナダ 三木町 カナダ（相談に応じる）
①日本とカナダ②カナダの教育につ
いて③カナダの環境問題について④
日本からみた外国人

男 日本 小豆島町

女 日本 善通寺市

3



国際理解ボランティア一覧 

性別 国籍 市町名 国際理解国名 国際理解テーマ 国際理解特記

女 日本 善通寺市
小学校での「国際理解」の催しに通訳として参加したことがあります。イギリス
人と中国人（共に日本在住）を呼び、体育館で文化についての話をしてもらい
ました。その際、（企画会議、授業etc含め）サポートした経験はあります。

男 日本 多度津町 中国
中国進出日系企業の行動様式と直
面する諸問題

日本文化歴史の一般的な説明を主として中国進出日系企業の体験有
東南アジアでの企業等の経験（タイ、マレーシア、シンガポール、中国等）

女 日本 多度津町
女 日本 直島町 アメリカ
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