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第３章で掲げた目指すべきグローバル人材像を育成するため、基本施策の事業区分ごと

に、事業とその内容を示しています。 

 

１．基本施策Ⅰ： 学校教育と連携した事業展開 

小中一貫教育 1 年生から 9 年生を対象とした取組においては、すべての子ども達が

グローバル人材に求められる考え方やコミュニケーション能力を身に付けることがで

きるように、事業を学校の教育課程に位置づけたり、小小連携や小中連携に結び付けた

りするような事業を推進します。 

なお、学校教育においては、各教科等の中でグローバル人材の育成に向けた教育（国

際理解学習、キャリア学習、ふるさと学習など）を推進していきます。 

 

 

事業 内容 担当課 

グローバルアリーナ滞在団

体等との交流 

グローバルアリーナに滞在する外国人団体が市立学校に

訪問するなど、各国の文化を通して交流 

文化スポーツ課 

子ども育成課 

宗像市少年少女海外派遣研

修 

ニュージーランドでのホームステイや学校交流を通し

て、外国の文化や言語、生活を直接体験 
子ども育成課 

マウントロスキル校との交

流事業 

(宗像市少年少女海外派遣研修) 

宗像市少年少女海外派遣研修で交流している学校の生徒

が、市立学校を訪問しての交流 
子ども育成課 

グローバル人材活用事業（文

化） 

学校や地域が実施する事業に対し、外国の文化や言語等

の知識や経験を持つ留学生や外国人を派遣 
子ども育成課 

 

事業 内容 担当課 

宗像国際育成プログラム  

＜拡充＞ 

世界の第一線で活躍する様々な分野の講師陣による講義

や、フィールドワーク 
子ども育成課 

 

事業 内容 担当課 

イングリッシュ・キャンプ  

＜拡充＞ 
外国語活動の授業で学んだ表現を使って外国人と交流 子ども育成課 

ALT（外国語指導助手）派遣

事業 

多文化理解を基盤とした、外国語活動や外国語科におけ

る指導体制の充実と指導方法の工夫 
教育政策課 

グローバル人材活用事業 
学校や地域が実施する事業に対し、外国の文化や言語等

の知識や経験を持つ留学生や外国人を派遣 
子ども育成課 

スピーチコンテスト 
市立学校の代表が、決められたテーマに基づいて意見を

発表 
教育政策課 

外国語教育担当者研修会 
外国語活動から外国語科への円滑な接続を図る授業づく

りの在り方に関する授業参観･協議及び講義(教員用研修会) 
教育政策課 

第４章 基本施策の達成に向けた取組 

（1）お互いを尊重する ～heart～を重視した事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）世界とコミュニケーションができる～skills～を重視した事業 

 

（2）そうぞう力をもつ ～think～を重視した事業 
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２．基本施策Ⅱ：地域団体や民間企業と連携した事業展開 

多くの市民が、グローバル人材に求められる考え方やコミュニケーション能力を身

に付けることができるように、グローバル人材育成や国際交流などの知識や経験を有

する民間企業や市民活動団体等との連携関係を生かした事業を推進します。 

 

 

事業 内容 担当課（連携先） 

むなかたガイド 
宗像を訪れる外国人に、宗像の魅力や名所を案内しな

がら交流 

子ども育成課 

(㈱グローバルアリーナ等) 

NPO 法人アジア太平洋こども会

議・イン福岡（APCC）連携事業 

ブリッジ・サマーキャンプにおいて、ホームステイの

受入等を行い、学校や地域で交流 

子ども育成課 

(APCC) 

県人会国際交流デイキャンプ 

日本文化体験事業 

福岡県が招へいした海外の福岡県人会の子女と、着付

けや書道などの日本文化体験を通して交流 

子ども育成課 

(福岡県国際交流センター) 

マウントロスキル校受入事業

(宗像市少年少女海外派遣研修) 

宗像市少年少女海外派遣研修で交流している学校の生

徒を、ＯＢＯＧ団体（ひつじの会）の家庭でホームス

テイの受入を行い各家庭で交流 

子ども育成課 

グローバル人材活用事業(文

化) 

学校や地域が実施する事業に対し、外国の文化や言語

等の知識や経験を持つ留学生や外国人を派遣 
子ども育成課 

たまり場の開催 ＜新規＞ 
宗像や日本、留学生の母国について、相互に情報発信

を行いながら、国際交流 

子ども育成課 

（宗像地域国際交流連絡協議会） 

講演会等の開催 ＜新規＞ 市民を対象とした講座に講師を派遣 
子ども育成課 

（宗像地域国際交流連絡協議会） 

翻訳サポート事業 ＜新規＞ 留学生による市内飲食店メニュー等の多言語化を支援 
子ども育成課 

（宗像地域国際交流連絡協議会） 

留学生支援 
留学生に対し、地域行事への参加や市民とのつながり

の場を提供 

子ども育成課 

（宗像地域国際交流連絡協議会） 

姉妹都市・パートナーシップ

協定都市等との交流 

姉妹都市金海市やパートナーシップ協定都市カザンラ

ック市と、お互いの文化を通して交流 

秘書政策課 

文化スポーツ課 

むなかた応援大使の活用 
むなかた応援大使に、事業への参加・協力を通して、

市の魅力の発信を依頼 
秘書政策課 

大規模国際大会キャンプ地誘

致事業 

グローバルアリーナに滞在する外国人団体が、地域の

住民と各国の文化を通して交流 
文化スポーツ課 

事業 内容 担当課 

宗像国際育成プログラム ＜拡充

＞ 

世界の第一線で活躍する様々な分野の講師陣による

講義や、フィールドワーク 

子ども育成課 

(宗像国際環境会議) 

日本の次世代リーダー養成塾 
アジア各国の高校生と、各界の著名人による講義や

ディスカッションを行う２週間のサマースクール 

子ども育成課 

(日本の次世代リーダー養成塾) 

宗像国際環境 100 人会議 海の環境保全についての講演会やフィールドワーク 
秘書政策課 

環境課 

OB・OG 支援 事業参加者を対象に、今後の活動の場を提供 
子ども育成課 

(宗像地域国際交流連絡協議会) 

（1）お互いを尊重する ～heart～を重視した事業 

 

（2）そうぞう力をもつ ～think～を重視した事業 
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3.「グローバル人材育成事業」の発信 

すべての市民、さらには観光客や外国人に対しても情報が行きわたるように、連携してい

る学校、地域、民間企業、市民団体などと協力し、積極的に情報発信を行っていきます。 

未来を担う子どもたちに必要な資質や能力を養う“宗像ならではの“ “宗像だからこそで

きる”グローバル人材育成の取組を広く発信していきます。 

 

 

 

 

 

事業 内容 担当課等 

グローバル人材育成プログラ

ム 

カナダでのホームステイや、現地日本企業への訪問を

通して、外国の文化や言語、生活を直接体験 

子ども育成課 

(宮若市、トヨタ自動車九州(株))  

English Café 集まった人が外国語でのフリートーク 子ども育成課 

（3）世界とコミュニケーションができる～skills～を重視した事業 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 宗像市が目指すグローバル人材育成 

＜目指すべきグローバル人材像＞ 

「お互いを尊重し、そうぞう力を持って、世界とコミュニケーションができる」 

小学 1～4 年生 

（前期） 

高校生 
大学生 大人 

・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅ滞在団体 

等との交流 

・APCC連携事業 

・ﾏｳﾝﾄﾛｽｷﾙ校受入事業 

・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ人材活用事業 

（文化） 

・たまり場の開催 

・大規模国際大会ｷｬﾝﾌﾟ 

地誘致事業 

・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ｷｬﾝﾌﾟ 

・ALT(外国語指導助手） 

派遣事業 

・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ人材活用事業 

・たまり場の開催 

・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ人材活用事業 

（文化） 

・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ人材活用事業 

・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅ滞在団体 

等との交流 

・宗像市少年少女海外 

派遣研修 

・ﾏｳﾝﾄﾛｽｷﾙ校との交流 

事業 

・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ人材活用事業 

（文化） 

・むなかたｶﾞｲﾄﾞ 

・APCC連携事業 

・県人会国際交流ﾃﾞｲｷｬ 

ﾝﾌﾟ 

・ﾏｳﾝﾄﾛｽｷﾙ校受入事業 

・日本文化体験事業 

・たまり場の開催 

・大規模国際大会ｷｬﾝﾌﾟ 

地誘致事業 

・宗像国際育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

・ALT(外国語指導助手） 

派遣事業 

・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ人材活用事業 

・ｽﾋﾟｰﾁｺﾝﾃｽﾄ 

・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅ滞在団体 

等との交流 

・宗像市少年少女海外 

派遣研修 

・ﾏｳﾝﾄﾛｽｷﾙ校との交流 

事業 

・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ人材活用事業 

（文化） 

・むなかたｶﾞｲﾄﾞ 

・ﾏｳﾝﾄﾛｽｷﾙ校受入事業 

・たまり場の開催 

・講演会等の開催 

・大規模国際大会ｷｬﾝﾌﾟ 

地誘致事業 

・宗像国際育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

・OB･OG支援 

・ALT(外国語指導助手） 

派遣事業 

・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ人材活用事業 

・ｽﾋﾟｰﾁｺﾝﾃｽﾄ 

 

・むなかたｶﾞｲﾄﾞ 

・ﾏｳﾝﾄﾛｽｷﾙ校受入事業 

・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ人材活用事業 

・たまり場の開催 

・講演会等の開催 

・姉妹都市･ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ 

協定都市等との交流 

・大規模国際大会ｷｬﾝﾌﾟ 

地誘致事業 

・宗像国際育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

・日本の次世代ﾘｰﾀﾞｰ 

養成塾 

・OB･OG支援 

・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ人材育成ﾌﾟﾛ 

ｸﾞﾗﾑ（ｶﾅﾀﾞ研修） 

・English Café 

 

・むなかたｶﾞｲﾄﾞ 

・ﾏｳﾝﾄﾛｽｷﾙ校受入事業 

・たまり場の開催 

・講演会等の開催 

・翻訳ｻﾎﾟｰﾄ事業 

・留学生支援 

・大規模国際大会ｷｬﾝﾌﾟ 

地誘致事業 

・宗像国際環境 100人 

会議 

・OB･OG支援 

・English Cafe 

・ﾏｳﾝﾄﾛｽｷﾙ校受入事業 

・たまり場の開催 

・講演会等の開催 

・翻訳ｻﾎﾟｰﾄ事業 

・留学生支援 

・むなかた応援大使の 

活用 

・大規模国際大会ｷｬﾝﾌﾟ 

地誘致事業 

・宗像国際環境 100人 

会議 

・OB･OG支援 

・外国語教育担当者研

修会 

・English Cafe 

 

小学 5～6 年生 

中学 1 年生 

（中期） 

中学 2～3 年生 

（後期） 

※主に伸ばしたい能力を、以下のとおり色別に示す 

heart… お互いを尊重する 

think… そうぞう力をもつ 

skills…世界とコミュニケーションができる 

幼児 
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