
駐日外交官による交流プロジェクト 

実施状況（ゲストティーチャーの肩書は講演当時のもの） 
2016年 6月 1日現在 

実施日 実施校（場所） 教科等 大使館ならびにゲストティーチャー名 

2015年 

4月 16日 福島市立渡利中学校 学校行事（修

学旅行） 

サウジアラビア王国大使館 

清水春奈職員 

3月 18日 京都教育大学附属桃山中学校 学校行事（修

学旅行） 

アルバニア共和国大使館 

ディダ・ブヤール特命全権大使 

ディダ・レコ大使夫人 

2014年 

12月 3日 鹿児島県立蒲生高等学校 学校行事（修

学旅行） 

中華人民共和国大使館 

孫永剛・一等書記官（友好交流部） 

王磊・三等書記官（友好交流部） 

張晗・アタッシェ（政治部） 

12月 3日 鹿児島県立蒲生高等学校 学校行事（修

学旅行） 

南アフリカ共和国大使館 

モハウ・ペコ特命全権大使 

マブーザ・ユディ科学技術担当公使 

マンレイ・バーナード参事官（経済担当） 

ピンディウィ・ディンギレ参事官（農業・林

業・漁業担当） 

トーマス・クロニエ一等書記官（政治担当） 

10月 17日 北海道帯広三条高等学校 総合的な学習

（修学旅行） 

国際連合広報センター 

妹尾靖子広報官ほか 

10月 16日 北海道帯広三条高等学校 総合的な学習

（修学旅行） 

ロシア連邦大使館 

ヴィノグラドフ・コンスタンチン部長 

03月 20日 東京都立大田桜台高等学校 社会科 オーストラリア大使館 

ジョージ・マネタキス商務官（教育） 

2013年 

10月 18日 北海道帯広三条高等学校 総合的な学習

（修学旅行） 

アフガニスタン大使館 

ジェイソン・プラット広報官 

10月 17日 北海道帯広三条高等学校 総合的な学習

（修学旅行） 

ベラルーシ共和国大使館 

プーシキン・イリヤ・アタッシェ 

2月 21日 東京学芸大学附属国際中等教

育学校 

総合的な学

習、社会科 

ルワンダ共和国大使館 

シャルル・ムリガンデ特命全権大使 

2012年 

10月 19日 北海道帯広三条高等学校 総合的な学習

（修学旅行） 

ベトナム社会主義共和国大使館 

ド バン チュン一等書記官（教育と訓練事

務所長） 

10月 18日 北海道帯広三条高等学校 総合的な学習

（修学旅行） 

タイ王国大使館 

シントン・ラーピセートパン臨時代理大使 

パッタラット・ホントン公使参事官 

パクウィパー・アーウィパン一等書記官 

2011年 

12月 20日 トキワ松学園中学・高等学校

（東京都目黒区） 

国際交流部活

動 

ロシア連邦大使館 

ブーチナ・ナタリヤ公使夫人 

メルニク・ユーリ二等書記官 

アレクセイ・フィォドロフ三等書記官 

ゴロホワ・タチヤナ報道官 

  



10月 21日 北海道帯広三条高等学校 総合的な学習

（修学旅行） 

キューバ共和国大使館 

アンドレス・バジェステル臨時代理大使 

10月 20日 北海道帯広三条高等学校 総合的な学習

（修学旅行） 

南アフリカ共和国大使館 

トーマス・クロニエ一等書記官 

2010年 

2月 8日 東京都世田谷区立桜町小学校 総合的な学習 米国大使館 

ナオミ・ウォルコット二等書記官 

2月 4日 東京都世田谷区立桜町小学校 総合的な学習 エジプト・アラブ共和国大使館 

ミセルヒィ・ラガブ・ミセルヒィ・ザイード文化

参事官 

2月 1日 東京都世田谷区立桜町小学校 総合的な学習 コロンビア共和国大使館 

オルガ・ルシア・アレナス二等書記官 

1月 27日 東京都世田谷区立桜町小学校 総合的な学習 ウズベキスタン共和国大使館 

ガイポフ・オタベク二等書記官 

1月 12日 浦和美術専門学校（埼玉県さ

いたま市） 

学校行事 チェコ共和国大使館 

チェコセンター 

ホリー・ペトル所長（一等書記官） 

2009年 

3月 3日 兵庫県宝塚市立長尾台小学校 総合的な学

習、英語科、道

徳 

ケニア共和国大使館 

ピーター Ｋ． モーセ一等書記官 

2008年 

6月 20日 長野県長野市立西部中学校 総合的な学

習、学校行事、

地域公開講座 

トルコ共和国大使館 

セルダル・ジェンギズ一等参事官 

3月 14日 東京都立竹台高等学校 学校行事 ミクロネシア連邦大使館 

ジョン・フリッツ次期大使 

1月 21日 兵庫県宝塚市立長尾台小学校 総合的な学習 レソト王国大使館 

モケレ・リカテ特命全権大使 

2007年 

1月 25日 熊本県熊本市立向山小学校 総合的な学習 トルコ共和国大使館 

セルダル・ジェンギズ一等参事官 

2006年 

10月 11日 兵庫県西宮市立甲陽園小学校 学校行事 アルジェリア民主人民共和国大使館 

ザイラ・ラムダニ元領事・広報・文化担当 

10月 3日 朋優学院高等学校（東京都品

川区） 

学校行事、英

語 

アイルランド大使館 

アッシュリン・ブレーデン報道・文化担当官 

3月 23日 東京都立竹台高等学校 学校行事 エクアドル共和国大使館 

ホアン・ラレア公使 

2月 20日 東京都世田谷区立八幡小学校 総合的な学習 アルゼンチン共和国大使館 

パブロ・ロドリゲス・ブリスエラ二等書記官 

2月 6日 兵庫県神戸市立鈴蘭台小学校 総合的な学習 ケニア共和国大使館 

ナイリマス・オレ・セイン一等書記官 

2005年 

11月 2日 朋優学院高等学校（東京都品

川区） 

特別活動 ナイジェリア連邦共和国大使館 

イノセント・アロマ・イウェジュオ二等書記官 

10月 13日 兵庫県宝塚市立中山五月台小

学校 

道徳 モザンビーク共和国大使館 

ダニエル・アントニオ特命全権大使 

10月 6日 兵庫県川辺郡猪名川町立猪名

川中学校 

総合的な学習 トルコ共和国大使館 

セルダル・ジェンギズ一等参事官 



9月 15日 岡山県美作高等学校（岡山県

津山市） 

学校行事 在大阪オーストラリア総領事館 

マイケル・ジョン・クリフトン駐大阪オースト

ラリア総領事 兼 シニアトレードコミッショ

ナー 

9月 14日 岩手県水沢市立羽田小学校 総合的な学

習、・生活科 

ベナン共和国大使館 

バントーレ・ヤバ特命全権大使 

9月 12日 鹿児島県鹿児島市立鴨池中学

校 

総合的な学習 マラウイ共和国大使館 

エフレム・Ｚ・チリマ参事官 

7月 1日 高知県香美郡土佐山田町立山

田小学校 

総合的な学習 オマーン国大使館 

ハメド・サイド・アルアラウィ一等書記官 

6月 30日 愛媛県新居浜市立惣開小学校 学校行事 ポーランド共和国大使館 

ボジェナ・ソハ二等書記官 

6月 4日 江刺市役所多目的ホール（岩

手県江刺市） 

社会教育 エチオピア連邦民主共和国大使館 

コアング・トゥトゥラム・ドゥング特命全権大

使 

5月 11日 福島県会津若松市立第四中学

校 

学校行事（修

学旅行） 

アルジェリア民主人民共和国大使館 

ザイラ・ラムダニ領事・広報・文化担当 

3月 24日 東京都立竹台高等学校 学校行事 ケニア共和国大使館 

ナイリマス・オレ・セイン一等書記官 

2月 22日 千葉県白井市立池の上小学校 社会科 サウジアラビア王国大使館 

アブドゥルラハマン・アルシャヤ一等書記

官 

2月 16日 兵庫県三田市立けやき台小学

校 

総合的な学習 ネパール王国大使館 

パラス・ギミレ公使参事官 

2月 10日 東京都大田区立新宿小学校 総合的な学習 ラオス人民民主共和国大使館 

ポイペット・サダオフオン三等書記官 

1月 20日 愛媛県松山市立鴨川中学校 学校行事 ギリシャ大使館 

エレナ･トリアンダフィル一等書記官 

2004年 

3月 24日 東京都立竹台高等学校 学校行事 英国大使館 

クライブ・ヒューズ広報担当アタッシェ 

3月 16日 高知県香美郡赤岡町立赤岡小

学校 

総合的な学習 

社会科 

ザンビア共和国大使館 

シルベスター・ムンダンダ一等書記官 

3月 11日 東京都世田谷区立玉堤小学校 総合的な学習 ミャンマー連邦大使館 

ソー・フラ・ミン特命全権大使 

ドー・キン・スウィ・ユー大 使夫人 

ドー・ウィン・サンディ・チョー二等書記官 

2月 18日 千葉県船橋市立三咲小学校 教員研修 シンガポール共和国大使館 

スティーブン・パン一等書記官 

2月 17日 兵庫県宝塚市立美座小学校 総合的な学習 ガーナ共和国大使館 

バフォ・アジェベゥワ特命全権大使 

2月 10日 徳島県徳島市・徳島プリンスホ

テル 

教育長研修 イスラエル大使館 

ギル・ハスケル政治広報担当参事官 

タイ王国大使館 

シントン・ラーピセートパン参事官 

11月 30日 東京都立田園調布高等学校 進路指導 ケニア共和国大使館 

ナイリマス Ｓ．オレ セイン一等書記官 

11月 25日 大阪府泉南市立砂川小学校 学校行事 エジプト・アラブ共和国大使館 

イブラヒム・マブルーク参事官 

  



7月 28日 コムズ松山市男女共同参画推

進センター（愛媛県松山市） 

教員研修 マレーシア大使館 

エルディーン・フセイニ・モード・ハシム二等

書記官 

7月 14日 東京都立芝商業高等学校 総合的な学習 ブラジル連邦共和国大使館 

マルコ・アントニオ・中田二等書記官 

7月 13日 福岡県太宰府市立太宰府西中

学校 

総合的な学習 カンボジア王国大使館 

イン・キェット特命全権大使 

6月 30日 石川県能美郡川北町立川北中

学校 

社会科 マラウイ共和国大使館 

エフレム・Ｚ・チリマ参事官 

2003年 

11月 28日 徳島県徳島市立八万南小学校 学校行事 ガボン共和国大使館 

ジャン・クリスチャン・オバム 特命全権大

使 

  



11月 4日 福岡県三池郡高田町立開小学

校 

総合的な学

習、学校行事 

アイスランド共和国大使館 

インギムンドゥール・シグフッソン特命全権

大使 

7月 16日 私立聖ドミニコ学園中学校（東

京都世田谷区） 

学校行事 モンゴル大使館 

ルフサンドー・ダシプレブ公使 

7月 4日 千葉県白井市立池の上小学校 総合的な学習 イスラエル大使館 

ギル・ハスケル政治広報担当参事官 

6月 25日 高知県香美郡土佐山田町立楠

目小学校 

人権教育 モンゴル大使館 

ルフサンドー・ダシプレブ公使 

5月 7日 東京都立深川高校 英語科 スウェーデン王国大使館 

オーサ・アルヴィッドソン報道参事官 

3月 7日 熊本県熊本市立出水小学校 総合的な学習 インド大使館 

アフターブ・セット特命全権大使 

3月 6日 神奈川県鎌倉市立御成中学校 総合的な学習 コートジボワール共和国大使館 

チャールズ・ヨザン文化担当官 

2月 28日 愛媛県伊予三島市立中曽根小

学校 

総合的な学習 セネガル共和国大使館 

ガブリエル・アレクサンドル・サール特命全

権大使 

2月 20日 東京都世田谷区立玉堤小学校 総合的な学習 スーダン共和国大使館 

モハメッド・Ｅ・エルティガニ臨時代理大使 

2月 18日 埼玉県本庄市立本庄東中学校 総合的な学習 アルジェリア民主人民共和国大使館 

ザイラ・ラムダニ領事・広報・文化担当 

レバノン共和国大使館 

ジアド・アタラ一等書記官 

ウズベキスタン共和国大使館 

ベルニ・アリモフ二等書記官 

1月 31日 神奈川県横浜市立中丸小学校 総合的な学習 キューバ共和国大使館 

ホセ・マヌエル・ガレゴ参事官 

2002年 

12月 7日 私立開成中学校（東京都荒川

区） 

総合的な学習 べネズエラ・ボリバル共和国大使館 

マリア・エレナ・エルナンデス参事官 

11月 30日 香川県三豊郡三野町「ふれあ

いパークみの」 

社会教育 タンザニア連合共和国大使館 

Ｅ・Ｅ・Ｅ・ムタンゴ特命全権大使 

11月 28日 東京都荒川区立第二瑞光小学

校 

総合的な学習 カメルーン共和国大使館 

ポール・エトガ氏（嘉悦大学専任講師） 

中華人民共和国大使館 

田輝二等書記官 

11月 27日 東京都荒川区立第六日暮里小

学校 

総合的な学習 タイ王国大使館 

シントン・ラーピセートパン参事官 

  



11月 13日 私立佼成学園中学校（東京都

杉並区） 

道徳 アルジェリア民主人民共和国大使館 

ザイラ・ラムダニ領事・広報・文化担当 

グアテマラ共和国大使館 

ベロニカ・グラヘダ・カスティージョ公使参

事官 

10月 29日 神奈川県横浜市立綱島小学校 教員研修 フィリピン共和国大使館 

ルース・バーニエゴ・ディラオ三等書記官 

10月 25日 私立栄東中学校（埼玉県さいた

ま市） 

総合的な学習 ポルトガル共和国大使館 

浜岡究文化参事官補佐 

10月 10日 東京都足立区立本木小学校 総合的な学習 イラク共和国大使館 

アブドゥルワハブ・Ｍ・ガザル二等書記官 

10月 2日 東京都豊島区立仰高小学校 総合的な学習 イラン・イスラム共和国大使館 

ハミッド・Ｒ・ボダーギ一等書記官 

ルーマニア大使館 

マントゥレスク・アンカ一等書記官 

ジンバブエ共和国大使館 

ピーター・チャリ参事官 

9月 25日 東京都世田谷区立玉堤小学校 総合的な学習 バングラデシュ人民共和国大使館 

ダウド・アリ一等書記官 

ボリビア共和国大使館 

パブロ・モンテネグロ二等書記官 

マダガスカル共和国大使館 

ラザフィマハチャチャ・ドュードンネ財務課

長 

ウクライナ大使館 

ルトヴィノフ・ユーリ大使秘書官 

7月 13日 大阪府寝屋川市立第五小学校 地域教育 エジプト・アラブ共和国大使館 

イブラヒム・マブルーク参事官 

ハナー・ハマッド文化担当官 

7月 11日 埼玉県本庄市立本庄東小学校 総合的な学習 ブルガリア共和国大使館 

エリザベス・コンスタンチノバ文化担当官 

カメルーン共和国大使館 

ポール・エトガ氏（嘉悦大学専任講師） 

中華人民共和国大使館 

田輝二等書記官 

トルコ共和国大使館 

トゥンジャ・オズジュハッダル二等書記官 

5月 7日 私立佼成学園中学校（東京都

杉並区） 

道徳 リトアニア共和国大使館 

アルギルダス・クジス特命全権大使 

ダイニュス・カマイティス参事官 

2月 8日 東京都中央区立日本橋小学校 学校行事 英国大使館 

マーラ・マイヤーズ二等書記官 

2001年 

10月 30日 神奈川県横浜市立樽町中学校 総合的な学習 リトアニア共和国大使館 

ダイニュス・カマイティス臨時代理大使 

 


