
■誘致実績・農家民泊先・学校交流

国 団体名 人数

1 2007 台湾 高雄市立陽明国民中学 40 十和田農業体験連絡協議会 十和田市立大深内中学校

2 台湾 大仁科技大学 2 十和田農業体験連絡協議会

3 台湾 僑光技術学院 28

4 台湾 修平技術学院 7
十和田農業体験連絡協議会

尾上蔵保存利活用促進会

5 台湾 高雄市立陽明国民中学 20 十和田農業体験連絡協議会 十和田市立三本木中学校

6 台湾 高雄市立陽明国民中学家長会 21 くろいし・ふるさと・りんご村

7 台湾 僑光科技大学 15 達者村ホームステイ連絡協議会

8 台湾 中國鋼鐵股份有限公司写真部 34
十和田農業体験連絡協議会

尾上蔵保存利活用促進会

9 タイ タイ学生の青森グリーン・ツーリズム体験旅行団 18 十和田農業体験連絡協議会

10 台湾 高雄市立陽明国民中学 18 十和田農業体験連絡協議会 十和田市立切田中学校

11 香港 保良局陳守仁小学 31 十和田農業体験連絡協議会 十和田市立三本木小学校

12 タイ カセサート大学附属高校 15 達者村ホームステイ連絡協議会

13 タイ チュラロンコン大学看護学部 11

14 タイ 泰日工業大学サマーキャンプ(上級) 20 十和田農業体験連絡協議会 青森南高等学校外国語学科

15 タイ 泰日工業大学サマーキャンプ(初級) 16 十和田農業体験連絡協議会

16 日本 学校法人江副学園新宿日本語学校 2 尾上蔵保存利活用促進会

17 台湾 修平技術学院 5
七戸町かだれ田舎体験の会

達者村ホームステイ連絡協議会

18 台湾 僑光科技大学 20
七戸町かだれ田舎体験の会

くろいし・ふるさと・りんご村

19 台湾 陳澄興夫妻個人旅行 2 達者村ホームステイ連絡協議会

20 台湾 台中福瑞社区発展会 16 達者村ホームステイ連絡協議会
21 台湾 台湾･李政祐夫妻個人旅行 2 尾上蔵保存利活用促進会

22 台湾 高雄市立陽明国民中学 23 十和田農業体験連絡協議会 十和田市四和中学校

23 タイ チュラロンコン大学看護学部 16 十和田農業体験連絡協議会
24 台湾 上順旅游｢青森農業体験｣ツアー 21 くろいし・ふるさと・りんご村

25 香港 個人旅行 2 七戸町かだれ田舎体験連絡協議会

26 タイ チェンマイの高校訪問団 30 達者村ホームステイ連絡協議会
27 タイ 工業団地訪問団 14

28 台湾 僑光科技大学(大学院　経営管理学科 12 七戸町かだれ田舎体験連絡協議会

29 台湾 台南市麻豆区日本舞踊学会 12 七戸町かだれ田舎体験連絡協議会

30 タイ タイ王国看護協会 32 達者村ホームステイ連絡協議会

31 タイ モンフォート学校 22 達者村ホームステイ連絡協議会 青森明の星高等学校英語科

32 タイ 泰日工業大学サマーキャンプ 14 尾上蔵保存利活用促進会 青森南高等学校外国語科

33 台湾 台南市興国高級中学視察団 2

34 台湾 個人旅行(謝沅庭) 1 七戸町かだれ田舎体験連絡協議会

35 台湾 高雄市立陽明国民中学 27 十和田農業体験連絡協議会 十和田市甲東中学校

36 タイ 交通省 41 尾上蔵保存利活用促進会

37 タイ チャンドラカセム大学訪問団 24 達者村ホームステイ連絡協議会

38 台湾 台南市興国高級中学 35 尾上蔵保存利活用促進会
青森南高等学校外国語科

青森中央高等学校

39 台湾 台南市育徳工業家事職業学校 7 くろいし・ふるさと・りんご村 青森中央短期大学食物栄養学科

40 台湾 台中市國立豐原高級中学 32 くろいし・ふるさと・りんご村
青森南高等学校外国語科

弘前東高等学校

41 台湾 高雄市立明華国民中学・龍華国民小学 45 弘前里山ツーリズム
弘前市立相馬中学校

弘前市立相馬小学校

42 タイ 泰日工業大学サマーキャンプ 21 十和田農業体験連絡協議会 青森南高等学校外国語科

43 台湾 天主教黎明高級中學 40 七戸町かだれ田舎体験連絡協議会 七戸高校

44 台湾 南開科技大学 16 七戸町かだれ田舎体験連絡協議会

45 台湾 台南市農業文化訪問団 16 弘前里山ツーリズム

46 台湾 僑光科技大学 22 七戸町かだれ田舎体験連絡協議会

47 タイ 運輸交通省 40 (株)グリーンファーム農家蔵

48 タイ タイ王国コーンケーン大学看護学部 12

49 タイ タイ王国看護協会 19 くろいし・ふるさと・りんご村

50 青森県留学生交流推進協議会国際交流ジャンボリー 49 達者村ホームステイ連絡協議会

51 台湾 華盛頓高級中学 21 (株)グリーンファーム農家蔵 弘前学院聖愛中学高等学校

52 香港 農業体験グループ 2 七戸町かだれ田舎体験連絡協議会

53 台湾 彰化女子高級中学 90
(株)グリーンファーム農家蔵

弘前里山ツーリズム
弘前中央高等学校

54 台湾 台南市興国高級中学 38 (株)グリーンファーム農家蔵
青森中央高等学校

青森南高等学校

55 ﾏﾚｰｼｱ 青森中央学院大学マレーシア留学生農家民泊 10 十和田農業体験連絡協議会

56 台湾 明華中学・龍華国民小学・博愛国民小学 34 弘前里山ツーリズム
弘前市立津軽中学校

弘前市立岩木小学校

57 台湾 高雄市立陽明国民中学 22 達者村ホームステイ連絡協議会
むつ市立川内中学校

南部町立名川中学校

58 タイ 泰日工業大学サマーキャンプ 21 十和田農業体験連絡協議会 青森南高等学校

59 台湾 天主教黎明高級中學 45 弘前里山ツーリズム 弘前市立第二中学校

60 台湾 新北市立新店高級中學 37
七戸町かだれ田舎体験連絡協議会

十和田農業体験連絡協議会

三本木農業高校

三本木高等学校

61 県内 中島財団助成金事業　留学生交流 20 達者村ホームステイ連絡協議会

62 県内 中島財団助成金事業　留学生交流 20 達者村ホームステイ連絡協議会

63 タイ カセサート大学サマーキャンプ 10 くろいし・ふるさと・りんご村 青森西高等学校

64 県内 青森県語学サポーター養成事業 8 七戸町かだれ田舎体験協議会

65 タイ ダーラーアカデミー 17 十和田農業体験連絡協議会
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66 韓国 京幾農業マイスター大学日本りんご研修 18 くろいし・ふるさと・りんご村

67 タイ 個人旅行 6 七戸町かだれ田舎体験協議会

68 台湾 華盛頓高級中学 35 (株)グリーンファーム農家蔵 弘前学院聖愛中学高等学校

69 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 個人旅行 2 達者村ホームステイ連絡協議会

70 タイ 全国私立大学看護学部会 18 十和田農業体験連絡協議会

2014
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誘致団体
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71 台湾 僑光科技大学まちづくり視察団 17 弘前里山ツーリズム

72 韓国 農業者視察団 11 弘前里山ツーリズム

73 タイ 青少年交流事業(外務省) 28 弘前里山ツーリズム

74 ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ 青少年交流事業(外務省) 27 達者村ホームステイ連絡協議会

75 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 青少年交流事業(外務省) 45 達者村ホームステイ連絡協議会

76 インド 青少年交流事業(外務省) 53 達者村ホームステイ連絡協議会

77 台湾 彰化女子高級中学 109
弘前里山ツーリズム

(株)グリーンファーム農家蔵

弘前高等学校

むつ工業高校

78 台湾 高雄市国際同済会 34 七戸町かだれ田舎体験協議会

79
JENESYS2.0 ASEAN科学技術第25陣

(科学技術･ものづくり･先端技術)11ヵ国大学生グループ
51 達者村ホームステイ連絡協議会

80 タイ 泰日工業大学サマーキャンプ 21 くろいし・ふるさと・りんご村 青森南高等学校

81 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ シンガポール個人旅行 1 七戸町かだれ田舎体験協議会

82 台湾 新北市板橋高等学校 36 七戸町かだれ田舎体験協議会 青森高等学校

83 台湾 高雄市立陽明国民中学 21 達者村ホームステイ連絡協議会 南部町立名川中学校

84 台湾 天主教黎明高級中學 36 弘前里山ツーリズム
弘前学院聖愛中学

弘前市立第三中学校

85 台湾 国立玉井高級工業職業学校 23 達者村ホームステイ連絡協議会 青森県立名久井農業高校

86 台湾 僑光科技大学まちづくり視察団 23 達者村ホームステイ連絡協議会

87 台湾 台北師範大學附屬高級中學 38

88
ﾏﾚｰｼｱ・台

湾
ﾏﾚｰｼｱ・台湾合同個人旅行 9 くろいし・ふるさと・りんご村

89 台湾 新北市立新店高級中学 34 (株)グリーンファーム農家蔵

90 台湾 台湾個人旅行 6 弘前里山ツーリズム

91 台湾 松山高級中学 38 十和田農業体験連絡協議会 青森県立八戸高等学校
92 台湾 個人旅行 7 弘前里山ツーリズム
93 タイ 泰日工業大学サマーキャンプ 8 くろいし・ふるさと・りんご村 青森南高等学校

94 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 個人旅行 4 十和田農業体験連絡協議会

95 台湾 高雄市立陽明国民中学 22 十和田農業体験連絡協議会
十和田市立切田中学校

むつ市立大畑中学校

96 タイ タイ国ﾊﾟﾔﾀｲ病院ﾊﾟｵﾛ病院視察団 15 達者村ホームステイ連絡協議会

97 タイ 個人旅行 6 (株)グリーンファーム農家蔵

98 台湾 僑光科技大学まちづくり視察団 14 達者村ホームステイ連絡協議会

99 台湾 個人旅行 3 七戸町かだれ田舎体験協議会

100 タイ カンニカー先生プライベート旅行団 9 くろいし・ふるさと・りんご村

101 台湾 明華中学 22 七戸町かだれ田舎体験協議会 七戸町立七戸中学校

102 タイ チェンマイ大看護学部OB視察団 21 七戸町かだれ田舎体験協議会

103 香港 個人旅行 2 (株)グリーンファーム農家蔵

104 タイ レジーナ高校視察団 7 (株)グリーンファーム農家蔵

105 台湾 個人旅行 4 (株)グリーンファーム農家蔵

106 台湾 僑光科技大学 8 弘前里山ツーリズム

107 台湾 台北市立景美女子高級中學 34
七戸町かだれ田舎体験協議会

十和田農業体験連絡協議会

108 台湾 インフルエンサー視察団 8

弘前里山ツーリズム

(株)グリーンファーム農家蔵

両団体農家体験のみ

109 台湾 国立台中高級工業職業学校 35 達者村ホームステイ連絡協議会 八戸工業高校

110 台湾 松山高級工農職業学校 56
七戸町かだれ田舎体験協議会

十和田農業体験連絡協議会

三本木農業高校

十和田工業高校

111 タイ 個人旅行 3 達者村ホームステイ連絡協議会

112 タイ 泰日工業大学サマーキャンプ 18 くろいし・ふるさと・りんご村 青森南高校

113 タイ 個人旅行 2 (株)グリーンファーム農家蔵

114 台湾 彰化女子高級中学 89
弘前里山ツーリズム

(株)グリーンファーム農家蔵
青森高校

115 台湾 羅東高級中学 15 (株)グリーンファーム農家蔵 黒石商業高校

116 　台湾　新店高級中学教師団 13 (株)グリーンファーム農家蔵

117 タイ ラチャタニー大学 7

118 タイ サイアム大学 11 弘前里山ツーリズム

119 タイ チュラロンコン大学看護学部 6 くろいし・ふるさと・りんご村

120 台湾 僑光科技大学 14 達者村ホームステイ連絡協議会

121 台湾 松山高級工農職業学校 16 アジア協議会全６団体

五所川原農林高校

県営農大学校

名久井農業高校

122 タイ 個人旅行 6 達者村ホームステイ連絡協議会

123 タイ 個人旅行 2 (株)グリーンファーム農家蔵

124 台湾 個人旅行 6 七戸町かだれ田舎体験協議会

125 台湾 華盛頓高級中学 34 (株)グリーンファーム農家蔵
尾上中学校

柏木農業高校

126 台湾 個人旅行 3 弘前里山ツーリズム

127 タイ 個人旅行 1 七戸町かだれ田舎体験協議会

128 台湾 私立成功高級工商職業学校 23 弘前里山ツーリズム 私立弘前東高校

129 台湾 花蓮慈済大学附属高級中学 36 十和田農業体験連絡協議会 三本木農業高校

130 台湾 新北市立新店高級中学 26 (株)グリーンファーム農家蔵 青森東高校

131 台湾 私立興華高級中学 76 達者村ホームステイ連絡協議会 八戸高校

132 台湾 新荘高級中学 35 弘前里山ツーリズム 弘前高校

133 台湾 明華国民中学 29 十和田農業体験連絡協議会 十和田第一中学校

134 中国 北京葡楽園訪日団 19 弘前里山ツーリズム 相馬小学校
135 中国 個人旅行 2 七戸町かだれ田舎体験連絡協議会

136 台湾 華江高級中学教育旅行視察団 16 青森東高校
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137 タイ 泰日工業大学サマーキャンプ 11 くろいし・ふるさと・りんご村 青森南高校

138 ｱﾒﾘｶ 個人旅行 3 (株)グリーンファーム農家蔵

139 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 個人旅行 4 達者村ホームステイ連絡協議会

140 台湾 陽明国民中学 19 十和田農業体験連絡協議会 むつ市立大湊中学校

141 台湾 松山高級工農職業学校 19 達者村・十和田・農家蔵・弘前
名久井農業高校

柏木農業高校

2018



国 団体名 人数
学校交流農家民泊先№
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142 中国 北京葡楽園訪日団 14 弘前里山ツーリズム

143 台湾 僑光科技大学 20 (株)グリーンファーム農家蔵

144 台湾 明華国民中学家長会 34 七戸町かだれ田舎体験協議会

145 台湾 台北市青森視察交流団 14
五所川原農林高校

青森高校

146 タイ 個人旅行 7 (株)グリーンファーム農家蔵

147 台湾 国立中興大付属台中高級職業学校 22 (株)グリーンファーム農家蔵 五所川原農林高校

148 タイ サイアム大学看護学部 9 弘前里山ツーリズム

149 ベトナム JENESYS2018ベトナムフードバリューチェーン 14 くろいし・ふるさと・りんご村 青森中央学院大学

150 台湾 慈済大付属高級中学 37 (株)グリーンファーム農家蔵 鶴田高校

151 タイ メーリム郡関係者 6 (株)グリーンファーム農家蔵
152 アメリカ 個人旅行 1 弘前里山ツーリズム

153 タイ 泰日工業大学サマーキャンプ 10 十和田農業体験連絡協議会 青森南高校

154 台湾 南港高級中学 10 (株)グリーンファーム農家蔵 青森高校

155 台湾 松山高級工農職業学校 16 農家蔵・達者村 三本木農業高校

156 デンマーク 個人旅行 2 十和田農業体験連絡協議会

157 台湾 台北教育局小中学校教師団 15 (株)グリーンファーム農家蔵
三内西小学校

三内中学校

158 台湾 僑光科技大学・清水牛罵頭文化協会 12 達者村ホームステイ連絡協議会

159 タイ OJSAT、サイアム大学看護学部 21 十和田農業体験連絡協議会

160 タイ Rangsit Unioversity International College 10 くろいし・ふるさと・りんご村

161 台湾 新北市東海高級中学 15 達者村ホームステイ連絡協議会
十和田工業高校

百石高校

162 台湾 陽明国民中学 13 弘前里山ツーリズム 古川中学校

163 シンガポール 個人旅行 3 七戸町かだれ田舎体験協議会

164 台湾 慈済大学附属高級中学 22 (株)グリーンファーム農家蔵 青森西高校

165 タイ ナコンパノム大学 14 (株)グリーンファーム農家蔵 青森中央学院大学

166 台湾 彰化女子高級中学 60 (株)グリーンファーム農家蔵 青森中央学院大学
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