Teleclass theWorld

Teleclass the World 実践報告
国際テレビ会議によるテレクラス実践リストとトピックス

サテライト国際テレビ会議[ 1991-1994] 4 回
ＩＳＤＮ国際テレビ会議 １１２回
[1994-1995/1996/1997/1998/1999/2000/2001/2002]
ルマ交信記録表[1985-2000] ４８３回

合計 599 回

サテライト国際テレビ会議[1991-1994] / [▲Top]
＃１

１９９１年１１月１９日

東京都立三田・駒場・国際高校 / ハワイ６高校
｢伝統・地理・水の実験・手話」

＃２

１９９３年８月１３日

大阪府立千里高校・同住吉高校・大阪市立南高校
ハワイ ワイルア高校 「流行と文化の比較」

＃３

１９９４年１月１５日

大阪府立 生野・住吉・千里高 大阪市立 大阪南・大阪東高校
私学 信愛女学院・高槻高校・帝塚山学院泉ｶﾞ丘高校
民間 JALTA/ ハワイ９高校
｢大阪とハワイで綴る１９９４年カレンダー」

＃４ １９９４年５月１４日 高校教師による国際会議
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大阪府立 花園・住吉・千里高校 大阪市立 大阪南・大阪東高校
私学 信愛女学院高校

／ ハワイ６校教師

｢ 高校新カリキュラムに対応する国際新コミュニケーション時代を探る」

ＩＳＤＮ国際テレビ会議[1994-1995] / [▲Top]

＃５

１９９４年１月１９日

国際キリスト教大学付属高校 / ハワイ・ダラス・ベネズエラ
｢海外に定着する日本人ステレオタイプ矯正」

＃６

１９９４年８月５日

岐阜大学付属中学校 / ワイルア中学校
「地域社会・文化・教育・生活にみられる変化」

＃７

１９９４年９月２１日 ＦＣＣ委員長リード ハント氏を迎えて

大阪府立 千里高校 / カラニ高校
｢テレクラスによる異文化間コミュニケーション」

＃８

１９９４年１１月１８日

佐倉市寺崎小学校 / ワイルア小学校
｢It's a small world. 音楽と伝統文化交流」

＃９ １９９５年１月１４日
テレクラス大阪プロジェクト参加校
大阪・神戸・京都の１１校 / ハワイ１０校
｢高校生の目から見た教育の現状と希望」ｼﾘｰｽﾞ
＜高校に於ける授業展開の比較＞

＃１０ １９９５年４月２２日
高槻中・高校生 / プノホ校生「テレビ会議で掛け合い交流」

＃１１ １９９５年４月２２日
大阪・ハワイ教師による次回５月高校生テレビ会議打ち合せ

＃１２ １９９５年５月１３日
大阪府立花園・住吉・枚方高校・帝塚山学院泉ｶﾞ丘高校 / ハワイ４校
「高校生の目から見た教育の現状と希望」ｼﾘｰｽﾞ
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＜ 環境・男女の役割・フィールド トリップ＞

＃１３ １９９５年１１月１１日 第１回 STUDENT APEC
大阪府花園・住吉・千里 大阪市南
帝塚山泉が丘・大阪信愛 神戸市葺合 高校
香港・シドニー・シンガポール・ホノルル
"Pacific Waves Foster Communication and Friendship"

ＩＳＤＮ国際テレビ会議[1996] / [▲Top]

＃１４ １９９６年２月３日 第２回 STUDENT APEC: ASIA
大阪府花園・千里・枚方 大阪市南 帝塚山泉が丘
ソウル・バンコク・マニラ・クアラルンプール
"Sit Closer For Better Understanding"

＃１５ １９９６年３月９日 第１回神戸ーハワイ テレビ会議
神戸市葺合・神戸西・赤塚山・兵庫商業・神港・須磨 / ハワイ４校
「災害と復興」

＃１６ １９９６年４月２１日
兵庫県上郡中学校 / アイエア中学校（ハワイ）
"My Town, My School, Myself"

＃１７ １９９６年６月８日 第３回 STUDENT APEC: NZ
大阪府立千里高校・長野高校 / Marsden Collegiate School
"Teleclass Trip to New Zealand" ISDN KDD Airlines Flight #001

＃１８ １９９６年６月２２日 第２回神戸ーハワイ テレビ会議
葺合・神戸西・赤塚山・兵庫商業・神港・須磨高校 /
ハワイ３高校(Kapa'a, Waipahu, UH Lab.)
「テレクラス高校生会議：文化紹介」

＃１９ 1９９６年１１月３日
銚子高等学校（テレクラス千葉）/ Killarney Height 高校（シドニー）
「学校文化祭を一緒に」

＃２０ １９９６年１１月９日
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花園・大阪市立南高等学校 / Lycee Paul Langevin 高校（パリ）
"This is Japan in France.This is France in Japan."

＃２１ １９９６年１１月１６日 第３回神戸ーハワイ テレビ会議
葺合・神戸西・赤塚山高等学校 / Waipahu・Maryknoll 高校
University of Hawaii Lab school
"Garbage and Environmental Pollution"

＃２２ １９９６年１１月２３日
松戸矢切・行徳高校 / Freshwater 高校（シドニー)
"What's your school life? The same? Very different?"

＃２３ １９９６年１２月１１日ー１９９７年 ２月１９日 6 回シリーズ
北海道旭川女子高等商業学校・川崎市立商業高等学校・
滝高等学校・神戸市立摩耶兵庫高等学校・沖縄県立美里高等学校
「高校生が結ぶ地域社会：国内編」
＃２３ー１ １２月１１日 「参加校・参加者・トピック紹介」
＃２３ー２ １２月１８日 「いじめと不登校」
＃２３ー３ １ 月１４日 「携帯・PHS・ポケベル」
＃２３ー４ １ 月２９日 「ボランティア」
＃２３ー５ ２ 月１２日 「制服・アルバイト」
＃２３ー６ ２ 月１９日 「万博誘致と海上の森」

＃２４ １９９６年１２月１５日
帝塚山学院泉ヶ丘高等学校・大阪信愛女学院高等学校 /
プノホ高校（ハワイ）/ 北京大学日本語センター（中国）
｢ 関西平和国際会議ライブレポート」

ＩＳＤＮ国際テレビ会議[1997] / [▲Top]

＃２５ １９９７年１月２５日
住吉・枚方高校 / ミッド・パシフィック・インステｲチュート高校
"What to Know About Each Other " 電子メール交流のまとめ

＃２６ １９９７年２月２２日
沖縄県立那覇西・向陽・球陽高校 / ハワイから沖縄へ訪問校
「 アロハ ＆ いちゃりばちょーで」
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＃２７ １９９７年 ５月２１日
帝塚山学院大学中国語学科 / 北京大学日本研究中心
「私の紹介したい大阪・北京」

＃２８ １９９７年 ６月２８日
第４回神戸―ハワイ テレビ会議
葺合・神戸西・赤塚山高校 / ワイパフ高校他（ハワイ）
「地域の若者と老人」

＃２９ １９９７年 ７月２２日
帝塚山学院泉ヶ丘高校 / ハワイ大学付属高校他 （ハワイ）
六甲キャンプーハワイ テレビ会議

＃３０ １９９７年 ８月２日
桜ヶ丘高校他 ３高校（横浜）/ ハワイ大学付属高校・
Mid Pacific Institute 他
「私が紹介したい横浜―ハワイ」
* 香川国民文化祭―Ｉ＊ＥＡＲＮ アルゼンチン 1997 年 11 月 3 日
（ＣＵ－ＳｅｅＭｅによる海外対応先アレンジ）
＃３１ １９９７年１１月８日
神戸夢プロジェクトネットデイ
海外対応先アレンジと本番）
兵庫６小学校 / Manoa Japanese Language School （ハワイ）
｢将来ある子供達にネットワ－クを」

＃３２ １９９７年１１月２２日
第５回神戸－ハワイ テレビ会議
須磨・神戸西高校 （神戸）/ ワイパフ高校他（ハワイ）
「地域の交通」

＃３３ １９９７年１２月１日
帝塚山学院泉ヶ丘高校―正義女子高校（ソウル）
「地域に見られる韓国…陶器山の歴史」
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ＩＳＤＮ国際テレビ会議[1998] / [▲Top]

＃３４）１９９８年２月１１日
大阪信愛女学院高等学校/ラザーホール グラマースクール（メルボルン）
"Icebreaker / Get to know each other"

＃３５ １９９８年２月２８日
第６回神戸－ハワイ テレビ会議
葺合・赤塚山高校 / ワイパフ高校 他 （ハワイ）
「結婚・離婚」

＃３６ １９９８年２月２８日
沖縄/ハワイ テレビ会議
パート １
那覇西・向陽・球陽高校/カメハメハ高校（ハワイ）
「伝統文化と保存」
パート ２
沖縄・ハワイ交流プロジェクト
「訪問事前学習」
沖縄高校生とハワイ ホストファミリー

＃３７ 1９９８年３月１２日
大阪信愛小学校 / コロナ小学校（カリフォーニア）
「卒業おめでとう」

＃３８ １９９８年３月２１日
大阪多地点接続テレビ会議
大阪（住吉・枚方・長野・千里高校）・ソウル（正義女子高校・
新亭商業高校）・ 北京（北京大学付属高校）・ハワイ（テレクラス
ハワイ 高校グループ）
"Products made in Asia in our daily life"
"Economy"
"Traditional Items"
"Model United Nations Project"
"Chinese Literature Lesson"
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＃３９ １９９８年３月２６日
桜ヶ丘高等学校（横浜）/ Sacred Hearts Academy （Hawaii）
"Our City and Our Culture"

＃４０ー４３ １９９８年５月２３日 旭川・ヴィクトリア TELECLASS DAY
#40 旭川女子商業高校 / Bairnsdale Secondary College
「特産物のバ－チャル取り引き ＆ 地域の小動物紹介」
#41 近文小学校 / Lucknow Primary School
「私達の身の回りの紹介（地域と学校）」
#42 旭川高等学校 / Warracknabeal Secondary College
「現在の高校生像（日本とオ－ストラリア）」
#43 旭川中学校 / Broadford Secondary College
「魅力的な町の紹介（建物、人、食べ物）」

＃４４ １９９８年６月６日 第７回神戸ーハワイ テレビ会議
葺合高等学校 / ワイパフ高校 （ハワイ）
｢日本とハワイの 10 代の若者たちの
現在と未来におけるグローバル問題と関心」

＃４５ １９９８年６月１５日
銚子高校（千葉）/ Sydney English Language Centre ( SELC )
「お祭り・文化の継承」

＃４６ １９９８年７月１日 CEC (100 スクール プロジェクト）主催
国際シンポジューム'９８「世界の学校教育とインターネット活用」
I*EARN Work Shop Tokyo / I*EARN AU "Teddy Bear Project"

＃４７ １９９８年 １１月２日
帝塚山学院泉ケ丘高校 / 新亭商業高等学校・正義女子高等学校
「この目で見た韓国の印象」

＃４８ １９９８年 １１月２７日
関西外国語大学 ／ ソウル Dongguk University
"Internet in Education Entrance Examination"

＃４９ １９９８年１２月７日
花園高校（大阪）/ Marsden State High School （オーストラリア）
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「日豪高校生の意識調査を通しての異文化理解」

＃５０ １９９８年 １２月１２日
第８回神戸―ハワイテレビ会議
パート１：葺合高校／ワイパフ高校
パート２：神戸商業高校・六甲アイランド高校/
ワイパフ高校・カメハメハ高校（ハワイ）
「最近の流行、若者の意識、高校生の関心」

＃５1 １９９８年１２月１７日
平塚ろう学校（神奈川）/ ハワイ 聾学校
「国際手話交流」

ＩＳＤＮ国際テレビ会議[1999] / [▲Top]

＃５２ １９９９年 ２月８日
枚方高校（大阪） / 正義女子高校（韓国）
「Similarities and Differences Between Two Schools」

＃５３ １９９９年２月２４日
千里高校（大阪）/ Anglo Chinese Junior College(シンガポール）
「学校生活と若者文化の紹介」

＃５４ １９９９年３月２日
北京大学 / 香港大学 / 又石大学 / 東京大学 / 帝塚山学院大学
「アジア・未来・ネットワ－ク構想」第一部

＃５５ １９９９年３月２日
北京大学 / 香港大学 / 又石大学 / 東京大学 / 帝塚山学院大学
「アジア・未来・ネットワ－ク構想」第二部

＃５６ １９９９年３月１０日
北京大学 / 香港大学 / 又石大学 / 東京大学 / 帝塚山学院大学
「アジア・未来・ネットワ－ク構想」第三部

＃５７ １９９９年３月１０日
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千里高校（大阪）/ Gosforth High School(UK)
「こんにちは。メールの相手は私です。」

＃５８ １９９９年４月３０日
清水小学校生 / モリス小学校（ＭＩ、ＵＳＡ）
「はじめまして」

＃５９ １９９９年４月３０日
千里高校（大阪）/ Gosforth High School(UK)
「キーパルによる第２回交流」

＃６０ １９９９年５月２２日
第２回旭川―ビクトリア テレクラス デイ
旭川明成高校 ／ Bairnsdale Secondary College
「年中行事」・「フォスタープラン」

＃６１ １９９９年５月２２日
第２回旭川―ビクトリア テレクラス デイ
旭川市立近文小学校 ／ Locknow Primary
「人気キャラクター」

＃６２ １９９９年５月２２日
第２回旭川―ビクトリア テレクラス デイ
北海道教育大学付属旭川中学校 ／ Corryong Secondary College
「食習慣の変化」

＃６３ １９９９年５月２２日
第２回旭川―ビクトリア テレクラス デイ
旭川北高校 ／ Warrachnabeal Secondary College
「ボランテア活動と平和」（コソボ問題）

＃６４ １９９９年５月２６日
高槻市立清水小学校 ／ bairnsdale School
「動物鳴声比較」

＃６５ １９９９年６月８日
北京大学 / 香港大学 / 又石大学 / 東京大学 / 帝塚山学院大学
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「アジア・未来・ネットワ－ク構想」
第四部「一人一人が輝くために」

＃６６ １９９９年６月８日
尼崎南高校 / Washington Irving High School（ＮＹ）
兵庫県いきいきハイスクール事業
"Break the Stereo Type Image and Language Barrier"

＃６７ １９９９年 10 月３日
葺合高等学校（神戸）／ ワイパフ高等学校（ハワイ）
Language Expo '99 Kobe "Relationship"

＃６８ １９９９年１１月２日
高槻市立清水小学校 ／ Morris Elementary School（MI）
"We want to know more"

＃６９ １９９９年１１月１１日
伊丹市立北中学校 ／ Lake Bolic 中学校（ＡＵ）

＃７０ １９９９年１１月１１日
伊丹市立北中学校 ／ Hawaii University Lab School（ＨＩ）

＃７１ １９９９年１１月１８日
兵庫県立尼崎南高校 ／ Lycee Henri Poincare 高校（Paris）
兵庫県いきいきハイスクール事業
文化祭 "We are living in a global village"

＃７２ １９９９年１２月２日
高槻市立清水小学校ＰＴＡグループ ／
カニオヘ小学校ＰＴＡグループ（ＨＩ）
「民族衣装紹介」

ＩＳＤＮ国際テレビ会議[2000] / [▲Top]

＃７３ ２０００年 1 月１９日
神戸市立葺合高校 ／ ＦＥＮＩＸ高校（Sweden）
"General Introduction of Sweden and Japan"
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＃７４ ２０００年２月１１日
高槻市立清水小学校 ／ Morris Elementary School（MI）

＃７５ ２０００年２月１５日
テレクラス会議：第５回アジアフォーラム
北京大学・又石大学（韓国）・東京大学・東京都立大学・帝塚山学院大学

＃７６ ２０００年２月２９日

Global Leap 2000

取手市立取手第１中学校
宮崎市立赤江東中学校
八鹿町立八鹿中学校
アイ・エヌ・オー英語教室
鹿児島上屋久町立宮浦学校

＃７７ ２０００年３月４日
兵庫県立尼崎南高校 ／ ラハテイ成人職業学校（Finland）

＃７８ ２０００年３月１５日
テレクラス会議：第６回アジアフォーラム
北京大学・又石大学（韓国）・帝塚山学院大学

＃７９ ２０００年５月２７日
VOTE

in 沖縄の心「イチャリバチョーデ」

午前の部
天願小学校
琉球大学付属小学校
読谷村立読谷中学校
西原町立西原東中学校
Kaohsiung Girls' Senior High School
Aiea Intermediate School

(Taiwan)

(Hawaii, USA)

Young Hoon Elementary School

(Seoul, Korea)

午後の部
琉球大学付属中学校
知念高等学校
那覇国際高校
German Language High School

(Bulgaria)
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Young Computer Users School(Lithuania)
Kaunas Rasa Gymnasium (Lithuania)
Lviv Academic Gymnasium (Ukraine)
St.John's College (South Africa)

＃８０ ２０００年５月２７日
旭川明成高等学校／Bairnsdale Secondary College

(Australia)

＃８１ ２０００年５月３１日
テレクラス事務局大学生／ブロンクス高校 （NYC、ＵＳＡ）

＃８２ ２０００年６月１０日
第１回グローバルプロジェクト研究会 デモンストレーション
アラスカ（Internet） Hawaii

Australia

＃８３ ２０００年６月１４日
「小さな声を聞き取ろう」 国内多地点接続会議
取手市立取手第１中学校
宮崎県国富町八代中学校
八鹿町立八鹿中学校
上屋久町立宮浦中学校
熊本県玉名市玉陵中学校

＃８４

２０００年６月１７日
尼崎南高等学校／ラハテイ成人職業学校(Finland)
生き生きハイスクール

＃８５ 2000 年 10 月１日
姫路フェステイバル インターネットコーナー
インターネットを使ったリアルタイム国際交流
姫路市民・児童・海外の姫路市在住者
セッション１ ハワイ大学ラボスクール John Southworth
セッション２ North Carolina 州

Diane Midwell

セッション３ Alaska 州

Jim Nelson

セッション４ Hawaii 州

Carol Cameron

＃８６ 2000 年 11 月 17 日 葺合高校―Fenix School（Sweden）
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MUN （模擬国連）

＃８７ 2000 年 11 月 18 日 尼崎南高校―Finland

＃８８ 2000 年 11 月 18 日 玉陵中学校―Waipafu・Aiea School Hawaii
「小さな声を聞き取ろう」海外編

＃８９

2000 年 11 月 29 日 佐田小学校―台湾

＃９０ 2000 年 12 月 1 日 葛尾小学校―オハイオ

＃９１ 2000 年 12 月 6 日 宮浦中学校―Bairnsdale SC

(Australia)

＃９２ 2000 年 12 月 16 日 Millennium Song Video Conference

ＩＳＤＮ・インターネット・テレアイ 国際テレビ会議[2001] / [▲Top]

＃９３ 2001 年 1 月 15 日 佐田小学校―多地点接続
＃９４ 2001 年 1 月 23 日 小さな声を聞き取ろう 国内第２回
＃９５ 2001 年 1 月 28 日 iEARN セミナー NY. Florida. 三重
＃９６ 2001 年 2 月 6 日 大藪小学校―クレメンテ小学校 Singapore
＃９７ 2001 年 3 月 1 日 伊丹北中学校―Bairnsdale School
＃９８ 2001 年 3 月 3 日 尼崎南高校―Finland
＃９９ 2001 年 3 月 9 日 小さな声を聞き取ろう 国内第 3 回
＃１００ 2001 年 3 月 10 日 小さな声を聞き取ろう 八代中学校―モンゴル
＃１０１ 2001 年 3 月 18 日 HALT 2001 (join) Hawaii University Lab
"From Blackboard to Broadband"

Kalani High School

American Samoa
TIJ Office
＃１０２ 2001 年 4 月 2 日 上海外国語大学ー佐倉テレクラスーJEARN 事務局
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＃１０３ 2001 年 6 月 11 日 サイド バイ サイド プロジェクト
鳥取県明徳小学校―アラスカ
＃１０４ 2001 年 6 月 22 日 名古屋商業高等学校―バーンズデール学校 （AU)
＃１０５ 2001 年 7 月 10 日 尼崎南高等学校ーケープタウン I*EARN 国際会議参加
＃１０６ 2001 年 8 月 13 日 北京大学ー佐倉テレクラスーJEARN 事務局 テレアイ会議
＃１０７ 2001 年 10 月 13 日 How to join the "Child Labour Project"

CLP―JAPAN ― オーストラリア コーディネータ

＃１０８ 2001 年 10 月 17 日 名古屋―ビクトリア 教師研修会
名古屋：http://www.nagoya-ch.ed.jp/japanese/japanese.htm
＃１０９ 2001 年 10 月 18 日「小さな声を聞き取ろう」 キックオフ 国内テレビ会議

茨城県取手第一中学校、兵庫県八鹿中学校、愛媛県新居浜高等専門学校、
熊本県荒尾第三中学校、宮崎県八代中学校
＃１１０ 2001 年 11 月 9 日 ドリームスクール テレビ会議
鳴尾高等学校、瀧澤学園―南アフリカ、台湾、ニューヨーク、フロリダ、ブ
ルガリア、ウクライナ
＃１１１ 2001 年 11 月 16 日兵庫県立尼崎南高等学校―フィンランド TV 会議
＃１１２ 2001 年 11 月 28 日「環境問題・異文化交流」プロジェクト
京都府立城陽養護学校―ハワイ カラニ高校・マッキンリ
ー高校・UH ラボスクール
＃１１３ 2001 年 11 月 30 日西宮市立鳴尾高等学校―シカゴ テレビ会議
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ｼｶｺﾞ web： http://www.vceducation.org/Events/Fall2001/011129paytonjapan.htm

＃１１４ 2001 年 12 月 19 日大阪府千里高等学校―ワイパフ高等学校（HI) テレビ会議

ＩＳＤＮ国際テレビ会議[2002] / [▲Top]

＃１１５ 2002 年 1 月 1１日 BETT Exhibition

JEARN 事務局ーロンドン テレビ会議

＃１１６ 2002 年 1 月 17 日 「小さな声を聞き取ろう」 第二回国内テレビ会議
茨城県取手第一中学校ー熊本県荒尾第三中学校

ルマ交信記録表[1985-2000] / [▲Top]

・ １９８５－１９９０年度
ルマフォン（テレビ電話）国際交流数： ４５ プログラム
・ １９９１年度
ルマフォン（テレビ電話）国際交流数： ２８ プログラム
・ １９９２年度
ルマフォン（テレビ電話）国際交流数： ４３ プログラム
・ １９９３年度
ルマフォン（テレビ電話）国際交流数： ９８ プログラム
・ １９９４年度
ルマフォン（テレビ電話）国際交流数：１０９ プログラム
・ １９９５年度
ルマフォン（テレビ電話）国際交流数： ８０ プログラム
合計 ４０３ プログラム

・ １９９６年度

＃４０４ Jan.19 JICA・小林基起 中国

＃４０５ Jan.26 狛江韓国語同好会 韓国・ 柳韓専門大学

15

Teleclass theWorld

＃４０６ Feb.16 神戸・神戸西高校 ハワイ・ハワイ大学 Lab School

＃４０７ Feb.22 神戸・葺合高校 ハワイ・Kapa'ａ高校

＃４０８ Mar.11 狛江韓国語同好会 韓国・ 柳韓専門大学

＃４０９ May 26 テレクラス日本語センター油井
６地点接続 ハワイ・ Aina Hina 小学校

＃４１０ Mar.28 大阪・花園高校 ベラルーシ・ ミンスク
ＵＳＡ・ サザンリー高校

＃４１１ May 28 神戸・葺合高校 AU・ Kedoron 高校

＃４１２ May 29 千葉・ 銚子高校 ハワイ・ Waipahu 高校

＃４１３ May 31 大阪・千里高校 ハワイ・ Church Youth Group
NZ・ Shore Language school
韓国・正義女子高校

＃４１４ Jun.11 沖縄県教育庁高等 ハワイ・沖縄/Hawaii 高校生交流

＃４１５ Jun.18 大阪・ 枚方高校 韓国・ Kwangju 高校

＃４１６ Jun.25 神戸・ 神戸西高校 ハワイ・ハワイ大学 Lab School

＃４１７ May 10 ＥＣＣ千葉 ハワイ・ManoaLanguageSchool

＃４１８ Jun.18 大阪・帝塚山学院泉ケ丘高校 ハワイ・ Waipahu 高校

＃４１９ Jul.24 千葉・ 銚子高校 ハワイ・Teleclass Hawaii

＃４２０ May 21 兵庫・ 尼崎南高校 UK・ノッテンガム高校

＃４２１ Sep.13 千葉・松戸矢切高校 ＮＺ・ Mahulange College

＃４２２ Sep.14 TIJ 事務局 ・テレクラス日本語センター・
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中国・ 北京大学日本語センター

＃４２３ Sep.21 YES 婦人英語クラブ UK・ Linda

＃４２４ Nov.12 大阪・花園高校 パリ・Ecole Active Bilingue

＃４２５ Nov.14 兵庫・ 尼崎南高校 UK・DJANOGLY city Technology College

＃４２６ Nov.15 狛江韓国語同好会 韓国・ 柳韓専門大学

＃４２７ Nov.20 鳴門教育大学 スペイン

＃４２８ Nov.21 神戸・神戸神港高校 ネパール・ Holy Garden 高校

＃４２９ Nov.22 沖縄・ 球陽高校 AU・ Kedron State
・１９９７年度
＃４３０ Jan.17 大阪・大阪信愛女学院 USA・Wayne Middle School

＃４３１ Jan.24 大阪・大阪信愛女学院 USA・Wayne Middle School

＃４３２ Jan.28 大阪・大阪信愛女学院 USA・Wayne Middle School

＃４３３ Feb.12 大阪・枚方高校 NZ・Shore English

＃４３４ Feb.18 大阪・枚方高校 NZ・Shore English

＃４３５ Feb.19 大阪・枚方高校 NZ・Shore English

＃４３６ Feb.25 大阪・枚方高校 NZ・Shore English

＃４３７ Mar.７ 沖縄・那覇西高校 ハワイ・S.W.King Intermediate

＃４３８ Mar.11 沖縄・那覇西高校 ハワイ・S.W.King Intermediate

＃４３９ Mar.19 沖縄・那覇西高校 ハワイ・S.W.King Intermediate
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＃４４０ Mar.20 沖縄・那覇西高校 ハワイ・S.W.King Intermediate

＃４４１ Mar.21 沖縄・向陽高校 ハワイ・Punahou School Waipafu HS

＃４４２ May ７ 大阪・JALTA 英語英会話教室 ハワイ・キング中学校

＃４４３ Jul.21 大阪・帝塚山学院泉ヶ丘高校 ネパール・Holly Garden 高校

＃４４４ Jul.24 千葉・銚子高校 ハワイ・Manoa Japanese
中学生招待 Language School

＃４４５ Jul.30 イエス婦人英会話 ネパール・ Holly Garden 高校教師

＃４４６ Sep.29 神戸・神港高校 ネパール・Holly Garden 高校

＃４４７ Oct. 3 神戸・神港高校 ネパール・Holly Garden 高校

＃４４８ Oct.31 神戸・神港高校 ネパール・Holly Garden 高校

＃４４９ Nov. 4 ＴＩＪ事務局 ﾓﾝｺﾞﾙ･ｳﾗﾝﾊﾞｰﾄﾙ

＃４５０ Nov. 6 兵庫・ 尼崎南高校 UK・ノッテルガム高校

＃４５１ Nov.13 兵庫・ 尼崎南高校 UK・ノッテルガム高校
尼崎南高校文化祭

＃４５２ Nov.14 大阪・JALTA 英語英会話教室 ハワイ・キング中学校

＃４５３ Nov.19 大阪・枚方高校 NZ・Shore Language School

＃４５４ Nov.25 大阪・枚方高校 NZ・Shore Language School

＃４５５ Dec. 1 大阪・千里高校 中国・北京大学付属高校

＃４５６ Dec. 1 大阪・千里高校 ハワイ・エドモンド ファミリ－

＃４５７ Dec. 2 兵庫・関西学院高等部 ハワイ・マリアンヌ ファミリ－
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・１９９８年度
＃４５８ Jan.14 ＴＩＪ事務局 ハワイ大学・ｶﾘﾋ ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ ｸﾞﾙｰﾌﾟ

＃４５９ Jan.20 筑波大学 ＴＩＪ日本語センター 油井 台湾・台湾大学

＃４６０ Jan.20 大阪・JALTA 英語英会話教室 ハワイ・キング中学校

＃４６１ Jan.23 沖縄・ 那覇西高校 ハワイ・ カメハメハ高校

＃４６２ Feb.13 沖縄・ 那覇西高校 ハワイ・ カメハメハ高校

＃４６３ Feb.23 兵庫・兵庫商業高等学校 韓国・新亭商業高等学校

＃４６４ Feb.24 兵庫・兵庫商業高等学校 韓国・新亭商業高等学校

＃４６５ Mar. 9 大阪・帝塚山学院泉ヶ丘高等学校 韓国・柳韓専門大学

＃４６６ Mar.13 岡山大学 ＴＩＪ日本語センター油井 台湾・台湾大学

＃４６７ Mar.14 横浜・横浜商業大学 中国・北京第２外国語大学
テレクラス日本語センター油井

＃４６８ Apr.21 大阪・帝塚山学院大学 / 中国・北京大学 / 香港大学
東京大学 / 韓国・柳韓専門大学
「北京大学１００周年お祝いテレクラス交流」

＃４６９ May.12 岡山・平福小学校 モンゴル・ウランバートル 第 33 中学校

＃４７０ Jul.23 千葉・銚子高校 ハワイ・Manoa Language School

＃４７１ Nov.19 兵庫・尼崎南高校 モンゴル・ウランバ－トル 第 33 中学校
・１９９９年
＃４７２ Jan.27 大阪・千里高校 ＮＺ・Auckland young group

＃４７３ Jan.27 大阪・千里高校 ＮＺ・Auckland young group
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＃４７４ Feb. 4 岡山・平福小学校 モンゴル・ウランバ－トル 第 33 中学

＃４７５ Feb. 9 大阪・千里高校 Phil・Ceb 島 St.Alphonsus Catholic School

＃４７６ Feb. 9 大阪・枚方高校 Korea・Jung Eui Girls High School

＃４７７ Feb.15 大阪・千里高校 ＮＺ・Rodney College

＃４７８ Feb.15 大阪・千里高校 ＮＺ・Rodney College

＃４７９ Jun.18 大阪・花園高校 NZ Manukau Institute of Technology

＃４８０ Jul.23 千葉・銚子高校

Hawaii Manoa Japanese School

「第２回中学生招待交流」
・２０００年
＃４８１Mar．22 千葉・佐倉市

中国 北京第２外国語大学

＃４８２June 10 第１回グローバルプロジェクト研究会 ハワイとルマ交流紹介

＃４８３July 25 千葉・銚子高校 Hawaii Dr.Wollstein & his family
「第 3 回中学生招待交流」

20

