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事業の概要

１．はじめに ～ 2009年度を振り返って ～
２）中期方針２
ル事業の提案

2009年度は、60年ぶりの政権交代が実現し、
ＮＧＯを取り巻く環境にも尐し変化が見られまし
た。市民の声が政治を動かすことを証明したとい
えるでしょう。
世界でも核廃絶に向けた世論の形成など、市
民の声が大きなうねりになりました。貧困の撲滅
や環境問題など、世界の様々な問題に対して、政
策の変化を促す市民の力が益々重視されてきてい
ます。
中期方針２年目となる中で、ＤＥＡＲは国内外
の課題を見据えながら、教育をとおして、より公
正な社会をつくるための事業を行ないました。
中期方針として掲げた５つの柱に関しては、
実施体制を整え、事業を進めました。
また、年度当初に計画した４つの領域「Ⅰ．
ネットワーク事業」
「Ⅱ．調査・研究事業」
「Ⅲ．
情報・出版事業」「Ⅳ．研修・講座事業」におい
ては、概ね事業計画通りに各種事業を実施するこ
とができました。
まずは、各中期方針の成果を以下に報告いた
します。

学校教育への開発教育モデ

知識偏重の学力を重視する教育改革がすすむ
なか、「ＣＲ教育研究会」や「授業づくりサーク
ル」では、学校で開発教育を実施しやすい環境づ
くりやプログラムづくりを実施し、実践事例を共
有したり、研究を深めました。授業づくりサーク
ルでは小学校、中学校での実践を共有し、各自の
現場で実践するための工夫などを話し合いました。
ＣＲ教育研究会では『子どもとできる創造的
な対立解決-実践ガイド』を発行し、プログラム
を長期的に広めていくための基盤作りを行ないま
した。
３）中期方針３
ログラムの実施

１）中期方針１ グローバル化による諸課題
を「足もとの課題」から捉える視点の提示
地域の課題へどのように向き合うのか、また
地域の課題に取り組むためにはどのようなファシ
リテーションが必要なのか、を学ぶための研修会
を、大阪事務所の運営委員と協働で実施しました。
各地の課題や取り組みを全国の参加者とともに共
有し、話し合う時間が持てました。また、地域の
課題に取り組むファシリテーションについては、
ネットワーク会議でも先駆的な事例を共有しまし
た。
昨年度同様「教材体験フェスタ2010」では、
国内の開発課題や足もとからグローバル化による
諸課題を考えるワークショップを積極的に展開し、
課題に取り組む姿勢を育みました。「ＥＳＤ・開
発教育カリキュラム」部会でも、地域で足もとの
課題をテーマにして作成された教材やカリキュラ
ムの研究をおこない、冊子として発行する準備を
しました。
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国際協力ＮＧＯとの協働プ

国連ミレニアム目標（ＭＤＧｓ）の達成のた
めに社会の意識を喚起するための団体「動く→動
かす」や教育協力ＮＧＯネットワーク（ＪＮＮ
Ｅ）のキャンペーンに積極的に参加し、教育ツー
ルの作成やキャンペーン推進に協力しました。
また、国際協力ＮＧＯが行なっているＭＤＧ
ｓ推進のための資料や教材、キャンペーンについ
て整理、収集しました。今後は随時ウェブ上に
アップする予定です。

４）中期方針４
ワークの再構築

地域との有機的なネット

第27回開発教育全国研究集会を仙台をはじめ
とする東北各地の有志で集まる実行委員会と共同
で開催しました。また、第6回「開発教育全国
ネットワーク会議」では地域の課題に取り組む
ファシリテーションについてや、地域の課題を扱
う教材について、経験・情報を共有し、積極的な
意見交換がされました。

どについて学ぶための研修会を、地域の担い手と
協力して行った。今回は以下のフィールドワーク
を実施した。

５）中期方針５ 組織基盤の強化

自 己 財 源 の安 定 化の ため に 、 現在 の デ ー タ
ベースを最大限に活用するための戦略として、新
データ管理システムの導入を検討しました。来年
度より具体的に進める予定です。広報戦略に関し
ては、出版物案内の作成、メルマガの配信、ス
タッフブログの開設を行ない、より多くの人々に
ＤＥＡＲを知ってもらう基盤をつくりました。
また、「就業規則」について検討を重ね、来年
度より施行をすることになりました。さらに、
2012年度に設立30周年を迎えることから、「30周
年記念事業特別基金」を設置しました。来年度以
降、教材の作成や記念事業の準備を進めていきま
す。

①「有機農業実践家・須藤登さんに学ぶ持続的な
農業と環境 in 有田」
日程：2009 年 12 月 23 日（祝）
場所：和歌山県有田郡有田町
協力団体：わかやま地球市民の社
内容：有機みかん農園訪問、農家の方とのお話と
ディスカッション、ふりかえりワークショップ
②「埼玉県小川町を訪ねるフィールドワーク」
日程：2010 年 1 月 19 日（火）～21 日（木）
場所：埼玉県小川町
協力団体：ＮＰＯ生活工房
内容：地域循環型エネルギーや有機農業に取り組
む地域の型などへのインタビュー、ディスカッ
ション、ふりかえりワークショップ

以下、各種事業の実施概要についてご報告い
たします。
２．各種事業報告

Ⅰ.ネットワーク事業

１）
「担い手」連携強化事業
全国の開発教育実施団体と連携協力しながら、
各地域ブロックの担い手（団体・個人）とのネッ
トワークの維持強化や協働事業の実施に努めた。
ま た 、 第 ６回 と なる 「開 発 教 育全 国 ネ ッ ト
ワーク会議」を３月６日～７日の日程で富坂キリ
スト教センター（東京・小石川）にて開催、担い
手20名とＤＥＡＲ関係者14名が参加した。分科会
では「地域課題に向き合うファシリテーター」
「先住民族をめぐる課題と開発教育」「地域に根
ざした教材づくり」「組織内の学びあいのしくみ
づくり」の４つのテーマが設けられ、各地の現状
や今後に向けた課題等が議論された。詳細に関し
ては、別途発行の報告書を参照のこと。なお、本
事業の実施に際しては、地球環境基金からの助成
を得た。
２）ＥＳＤ人材育成研修
地域の課題への向き合い方についてや、地域
の課題に取り組むファシリテーションのあり方な
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③「共生型ネットワークを基盤とする地域コミュ
ニティのあり方～外国籍住民が取り組む環境活動
と地域参画の試みから」
日程：2010 年 1 月 23 日（土）～24 日（日）
場所：滋賀県近江八幡市
協力団体：Glocal Net Shiga（グローカルネッ
トしが）
内容：古紙回収や地域の美化運動などの環境活動
を実践する外国人コミュニティへの訪問、活動事
例報告、ディスカッション、ワークショップ
３）海外ネットワーク事業
開発教育やＥＳＤ推進のために構築してきた
海外のネットワークをとおして、情報・経験共有
をした。特に第６回国際成人教育会議には、湯本
副代表理事と三宅理事が参加した。市民による提
言をまとめたＣＳＯレポートに開発教育の立場か
ら執筆した。
４）政策提言事業
開発教育やＥＳＤについて理解を深め、政策
にもとりいれてもらえるように、議員会館内勉強
会を開催し、開発教育・ＥＳＤ推進のための提案
を行なった。また、３月には、山内衆議院議員を
招いて勉強会を開催した。

①議員会館内勉強会
日時：2009年11月26日（木）10:00～11：00
場所：衆議院第１会館 第３会議室
テーマ：「持続可能な開発のための教育の日本で
の課題～開発教育からの提案」
発題者：湯本浩之（開発教育協会）
斎藤 聖（開発教育協会）
司会： 阪口直人（衆議院議員）
参加者数：25名

２）第 27 回「開発教育全国研究集会」の開催
「くらしと世界をむすぶ学び」をテーマに８
月８日(土)から９日(日)までの２日間の日程で、
「東北大学川内キャンパス」（仙台）を会場に全
国研究集会を開催した。参加者数は講師や主催関
係者を含めて 235 名。シンポジウムでは地域社会
の問題をグローバルな視点でとらえ、問題を解決
するための取り組みを共有した。また分科会では、
暮らしと世界を結ぶ教材、祭りと地域再生、外国
につながりを持つ子どもたちの教育、地球のス
テージ、地域を掘り下げ世界につながる開発教育
のデザインなどのテーマで議論が深められた。な
お、詳細に関しては別紙発行の報告書を参照のこ
と。

②国会議員との勉強会
日時：2010年３月５日（金）17:30～18:30
場所：富坂キリスト教センター２号館会議室
テーマ：国際協力における開発教育の役割
発題者：山内康一（衆議院議員）
司会： 湯本浩之（開発教育協会）
参加者数：20名

３）研究誌『開発教育』の編集発行
第 56 号を 10 月に明石書店から発行した。特集
は「 開発教育の 教師・指導 者と ファシ リテー
ター」。学校や地域、ＮＧＯの学びの場における
ファシリテーターについて理論と実践が共有され
た。また、来年度の第 57 号の発行に向けた企画
編集作業を行った。

Ⅱ.調査・研究事業

１）
「開発教育研究会」
開発教育の研究実践活動の質的な深化や向上に
向けて、関連する教育的課題や今日的課題などに
関する調査研究活動を行なった。今年度は以下の
部会を設置した。

４）外務省ＮＧＯ調査員との協力
外務省が「ＮＧＯ活動環境整備支援事業」の
一環として実施している「ＮＧＯ専門調査員」と
して宮崎花衣氏を受け入れ、調査員ＭＤＧｓに関
する広報、資料の収集や分析、研究を行った。
国内外の様々なキャンペーンや啓発活動につい
て分析し、提案したものは今後ウェブに掲載する
予定。

①「ＥＳＤ開発教育カリキュラム」部会
３年間の研究会の成果をもとに『ＥＳＤ・開発
教育カリキュラムハンドブック（仮称）』発行に
向けた調査研究を行なった。
②「紛争解決教育」部会
紛争解決教育に関する調査研究を行うととも
に、日本の教育現場や地域社会での実践方法やカ
リキュラムの開発に向けた研究活動を行った。
『創造的に対立解決』をより日本の状況に合った
形に改訂し、出版した。

１）会報「ＤＥＡＲニュース」の編集発行

③授業づくりサークル
特に小、中学校における開発教育の実施を広め
るために、教員間の情報・経験共有を行うことを
ねらいに、実施した。セミナーの実施や新学習指
導要領に基づく学習カリキュラムの分析について
話し合った。

開発教育の関連情報をはじめ、ＤＥＡＲや各
地の「担い手」などの活動状況を紹介することを
目的とした会報を今年度も年６回（偶数月）発行
した。また２月には、会報についてのアンケート
も実施した。166件の回答があり、記事の内容や
テーマなどに関してもフィードバックがあった。

Ⅲ. 情報・出版事業
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＜発行実績＞
・第138号（発行：４月１日）
特集「日系人の大量失業－もうひとつの派遣切
り」
・第139号（発行：６月１日）
特集「本当にできるの？「子ども参加」－子ど
もの参加を促すガイド」
・第140号（発行：８月１日）
特集「模擬選挙の可能性とその意識」
・第141号（発行：10月１日）
特集「くらしと世界をむすぶ学び」
・第142号（発行：12月１日）
特集「なぜ市民は立ち上がり、行動するのか」
・第143号（発行：２月１日）
特集「核兵器のない世界に向けて」

した。ダウンロード数は約4000件あり、多くの反
響があった。

２）新規教材図書の企画編集と制作発行

３）出版物販売

開発教育に関連する次のような新規の教材や
図書の企画編集や制作発行を行なった。

当会発行の教材・図書資料の他、関係団体か
らの委託図書などを販売し、自己財源の強化を
図った。特に年度末に大学向けに大量購入のキャ
ンペーンを実施し、購入を促した。

＜教材概要＞
『グローバル・エクスプレス サンプル版 第10
号 ハイチ地震』
発行：開発教育協会
発行日：2010年１月18日
判型・頁数：Ａ4判・7頁
『グローバル・エクスプレス サンプル版 第11
号 チリ地震報道』
発行：開発教育協会
発行日：2010年３月９日
判型・頁数：Ａ4判・9頁

① フォトランゲージ版『地球の食卓』
世界の様々な食材を写した写真集『地球の食
卓』の写真をつかったフォトランゲージの教材を
作成する予定であったが、授業案の検討や実践事
例を収集するのに時間がかかり、来年度夏の発行
をめざすことになった。

４）広報資料作成
①出版物案内改訂
当会の出版物の販促を図るため、出版物の内
容について説明したリーフレットを作成した。

②「子どもとできる創造的な対立解決～実践ガイ
ド」の発行
昨年度翻訳発行した『創造的に対立解決』を
より日本の状況にあった形で改訂し発行した。

②ウェブサイトの運営
開発教育ポータルサイトとしてウェブサイト
での情報発信を行った。
＜2009年４月～2010年３月＞
・訪問者数：62,572（1日約171）
・総ページビュー：252,375（1日約691ビュー）
・直帰率:49.58％（平均4.03ページビュー）
・新規訪問者率：60.72％（リピーター39.28％）
・平均サイト滞在時間：3分10秒

＜教材概要＞
『子どもとできる創造的な対立解決～実践ガイ
ド』
著者：トム・ロドリックほか
企画・制作：開発教育協会
発行：開発教育協会
発行日：2010年３月３日
判型・頁数：B5判・200頁
対象：小学生以上

③ブログの運営
６月よりスタッフブログでの情報発信を開始
した。
＜2009年６月～2010年３月＞
・訪問者数：3,550（1日約11.68）
・総ページビュー：5,968（1日約19.6ビュー）
・直帰率:74.99％（平均1.68ページビュー）
・新規訪問者率：39.80％（リピーター60.20％）
・平均サイト滞在時間：1分24秒

③グローバル・エクスプレス「ハイチ地震」「チ
リ地震」の発行
ハイチやチリで地震があったことを受けて、
国内で関心を高め、考えてもらうために、「グ
ローバル・エクスプレス」教材をウェブ上で配信
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④メールマガジンの発行
毎月1回のメールマガジンの発行を開始し、主
催事業や資料の情報を発信した。3月末現在約974
名（前年比＋517名）が登録している。

４）授業づくりサークル
授業づくりサークルの研究活動と平行して下
記のワークショップを開催し、各回15名前後の参
加があった。毎回発表の後に質疑応答や経験共有
の時間を設けた。参加者の中から発表者が新たに
出てきたり、学びあいの場になっている。

⑤資料請求者への対応
ウェブサイト上から無料での資料請求を開始
した。全国から請求があり、毎月平均10件、119
件（前年比-10件）に対応している。

＜前期＞
第１回：４月18日（金）14:00～16:30
「とうもろこしから見える世界」
講師：松田明子（小学校教員）
参加者：15名
第２回：６月27日（土）14:00～16:30
「授業実践交流会」
講師：岡本有未（中学校教員）鈴木隆弘（大学教
員）
参加者：13名
第３回：９月26日（土）14:00～16:30
「水と地球と私たち」
講師：本山 明（中学校教員）
参加者：15名
＜後期＞
第1回：11月7日（土）14:00～16:30
「地球の食卓」
講師：地球の食卓チーム
参加者：17名
第２回：1月16日（土）14:00～16:30
「わがまちプロジェクト」
講師：小林祐一（小学校教員）
参加者：７名
第３回：３月13日（土）14:00～16:30
「国産を買いますか？輸入を買いますか？」
講師：島田晶子（小学校教員）
参加者： 18名

Ⅳ. 研修・講座事業

１）講師派遣事業
政 府 機 関 ・自 治 体・ 教育 委 員 会・ 学 校 ／ 大
学・自治体国際化協会・ＮＧＯなどからの講師派
遣依頼に対して、ＤＥＡＲの役職員等を講師とし
て計75件145回派遣した。
２）教材体験フェスタ２０１０
当会のオリジナル教材等を使ったワーク
ショップ体験を目的とする標記フェスタを、10年
3月27日（土）
、28日（日）に、東京ＹＭＣＡにて
開催した。関係者を含め250人の参加があった。
足もとの課題を扱う教材のワークショップの数を
増やしたり、「授業づくりのヒント」や「ファシ
リテーション入門」などのテーマを新しく入れ、
好評であった。
３）対立から学ぶワークショップ
ＣＲ教育研究会の活動と平行して下記のワー
クショップを開催し、計35名の参加があった。日
本の高校で実践された事例も発表していただき、
実際にやってみたいという声が多く聞かれた。

５）
「開発教育連続セミナー2009」
＜主管：大阪事務所＞
今年度は「ファシリテーターのための実践講
座」をテーマに、全５回のセミナーを以下の通り
実施した。
＜開催実績＞
日程：下記の通り
会場：大阪国際交流センター（大阪市天王寺区）
共催：(財)大阪国際交流センター／ＪＩＣＡ大
阪センター

テーマ：
「創造的な問題解決のために」
日程：４月１日～２日／８月１日～２日
会場：富坂キリスト教センター２号館
講師：ＣＲ研究会メンバー
内容：「解説：ＣＲ教育とは」「学習環境づくり」
「対立の概念」
「ウィン・ウィン解決法」
「いろい
ろな気持ち」
「ふりかえり」など。
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●第１回：
「教材体験フェスタ」
＜日時＞10月４日(日)10:00～17:00
＜内容＞Ａ「世界がもし100人の村だったら＋新
しい展開」（大槻一彦・国際理解研究会みなみの
風）／Ｂ「一緒に考えよう！野宿問題」（中江淳
子・関西セミナーハウス開発教育研究会）／Ｃ
「ケータイの一生」（山中信幸氏・柳学園中学校
高等学校）／Ｄ「なんでも？！100円ショップ」
友前尚 子・関西セミ ナーハウ ス開発教育研究
会）／Ｅ「オリエンテーション」（佐藤友紀・関
西セミナーハウス開発教育研究会）

学ぶセミナーを開催した。英国のフェアトレード
シティやスクールの取り組みを具体的に知り、い
くつかのアクティビティを体験した後、具体的に
できることを話し合った。
日程：11月28日（土）
場所：立教大学池袋キャンパス
講師：クリッシー・デル（グローバル教育セン
ター／ヨークスタッフ）
助成：地球環境基金
参加者：25名
７）他団体との共催・協力事業

●第２回：11月８日（日）13：00～17：00
「参加型の学びとファシリテート～ファシリ
テーターのための基礎講座」
向井一朗（関西セミナーハウス開発教育研究
会運営委員）

「日本ＹＭＣＡ同盟」の研修事業や「立教大
学ＥＳＤセンター」の事業に協力したほか、他団
体が主催する 件の事業を後援した。
①立教大学ＥＳＤ研究センターとの協働事業
次のような同センターの主催事業等の実施に際
して、企画運営や教材の編集などの形でこれに共
催・協力した。
・ＩＳＤＥＰ人材育成セミナー
日程：2009年９月４日～６日
場所：タイ・チェンマイ
内容：ＩＳＤＥＰ（持続可能教育促進研究所）と
ともにグローバル化に対抗する教育のあり方につ
いて、実践共有をおこなった。

●第３回：12月６日（日）
「教材と発展～既存の教材を授業・プログラムに
取り入れる」「ファシリテーター研修Ⅰアイスブ
レイク」
佐藤友紀（（関西セミナーハウス開発教育研究
会運営委員）
●第４回：１月17日（日）
「地域の課題と教材作成～多文化共生を教室で学
ぶ」
森雄二郎（国際教育研究会Glocal net Shiga）
、
大森容子（滋賀県国際協会、Glocal net Shiga）
「ファシリテーター研修Ⅱフォトランゲージ」

②日本ＹＭＣＡ同盟「地球市民教育カリキュラ
ム」
カリキュラムの内容や概要について助言し、
カリキュラムの作成、研修運営に協力した。

●第５回：２月21日（日）
「地域団体と連携～学びを地域で広げよう～」
林美帆氏（あおぞら財団）、辻幸二郎氏（大阪府
立西淀川高等学校）
「ファシリテーター研修Ⅲ ランキング」

③第６回国際成人教育会議への参加
「第６回国際成人教育会議」の準備、国内レ
ポートの執筆にも協力し、会議への参加と、報告
などをおこなった。

６)各種講座

④孝道山研修事業
孝 道 山 の 職員 向 けに おこ な う 「紛 争 解 決 教
育」の研修会企画・実施に協力する予定であった
が、先方の予定が合わず見送られた。

①「開発教育入門講座」
開発教育の基礎的理解を目的とした入門講座を
毎月１回、計12回、256名の参加者を得て開催し
た。

⑤「動く→動かす」
（Ｇ－ＣＡＰ Japan）への参
加
ＭＤＧｓの実現に向けた本キャンペーンに正
会員として参加し、キャンペーンツールの作成や
政策提言に向けた活動に協力した。

②「フェアトレードシティ・英国ヨーク市から学
ぶ公正で持続可能なまちづくり」
英国のフェアトレードシティの取り組みから
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処務の概要

●１：会員に関する事項
＜監事＞
2010年３月末現在の会員数は、次の通り。ただし、
括弧内は昨年末比の数字。
正

会 員

重田康博（宇都宮大学）
山崎唯司（(独)国際協力機構広尾センター）

団

体 ２０団体（

－７団体）

＜評議員＞

個

人 ４２２名

（－14名）

阿久澤麻理子（兵庫県立大学）
阿部眞理子（(特活)国際ボランティアセンター山

賛助会員

団

体 ２２団体（

個

人 ２６１名

＋５団体）

形）

（＋25名）

磯田厚子（(特活)日本国際ボランティアセンター

（内学生会員：５１名）(＋５名)

／女子栄養大学）
岩附由香（(特活)ＡＣＥ）

＜参考＞

団体会員 ４２団体（－２団体）

黒田かをり（ＣＳＯネットワーク）

個人会員 ６８３名（＋11名）

黒田貴史（明石書店）
小泉雅弘（北海道開発教育ネットワーク／さっ

●２：役員に関する事項

ぽろ自由学校「遊」）

（註：役員は個人の立場で当会の運営に参加しており、括弧内

嵯峨創平（(特活)環境文化のための対話研究所）

は本人の勤務先や所属先等を参考までに紹介するものです。
）

杉澤経子（東京外国語大学

＜代表理事＞

田中治彦（立教大学）

岩﨑裕保（帝塚山学院大学）

玉城直美（沖縄ＮＧＯ活動推進協議会）

多言語・多文化教育研

究センター）

中野民夫（（株）博報堂）
＜副代表理事＞

永田佳之（聖心女子大学）

上條直美（立教大学）

長畑

湯本浩之（立教大学）

奈良崎文乃（国際ＮＧＯ職員）

誠（（社）あいあいネット）

贄川恭子（(特活)ＷＥ２１ジャパン）
＜常任理事＞

早川信夫（日本放送協会）

田中浩平（（財）千葉ＹＭＣＡ）

韓

山西優二（早稲田大学）

ヘッセ杉山尚子（生涯学習・異世代異文化コミュニ

朱仙（(特活)コモンビート）

ケーション・コーディネーター）
＜理事＞
大江浩

松本智量（(特活)アーユス＝仏教国際協力ネッ
（(社)日本キリスト教海外医療協力会）

トワーク）

木下理仁（かながわ開発教育センター）

三輪敦子（ユニフェム大阪）

佐藤友紀（ＤＥＡＲ大阪）

諸英樹（ニュー・インターナショナリスト）

佐渡友哲（日本大学）

横山由利亜（(財)日本ＹＭＣＡ同盟）

土橋泰子（ワークショッププロデューサー）
浜本裕子（ＹＭＣＡ学院高等学校）

＜顧問＞

藤野達也（(財)ＰＨＤ協会）

田中義信（大阪女学院短期大学）

三宅隆史（(社)シャンティ国際ボランティア

平田哲（(特活)アジアボランティアセンター）

会）
本山

明（公立中学校教員）

●３：会員総会に関する事項

中村絵乃（(特活)開発教育協会）
2009年度定期会員総会
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と

き：５月30日（土）

ところ：立教大学 ５号館
議

２）2010年度の事業計画案・収支予算案について
5302号室

３）就業規則について

案：

４）次期役員候補者案について

第１号議案 2008年度事業報告および収支報

５）その他

告について
第２号議案 2009年度事業計画および収支予

●５．評議員会に関する事項

算について
第１回評議員会
●４：理事会に関する事項

と

き：７月４日（土）

ところ：富坂キリスト教センター２号館１階会議室
第１回理事会

議

と

１）ＤＥＡＲ報告：

き：５月30日（土）

案：

ところ：立教大学 ５号館 5302号室

①中期計画について

議

②2008年度事業報告・決算報告

案：

＜報告・協議＞

③2009年度事業計画・予算

１） 各種委員会の設置および委員選任

④理事候補者選考委員会設置について

２） 企画推進委員の委嘱

２）協

議：グループディスカッション

３） 事務局経理体制について

①会員分析・会員拡大について

４） 今後の理事会日程調整について

報告・課題提起：贄川恭子氏（（特活）ＷＥ21
ジャパン）

第２回理事会

②ＭＤＧｓ・貧困撲滅キャンペーンについて

と

報告・課題提起：黒田かをり氏（ＣＳＯネット

き：10月10日（土）

ところ：富坂キリスト教センター２号館会議室

ワーク）

議

③そのほか

案：

＜協議＞
１）上半期の事業報告・収支報告

第２回評議員会

２）下半期事業計画

とき：１月30日（土）

３）今後の全研について

ところ：富坂キリスト教センター２号館１階会議室

４）政策提言活動について

１） ＤＥＡＲ報告：

５）そのほか

①2009年度事業報告・収支報告
②2010年度事業計画

第３回理事会
と

③中期計画

き：３月５日（金）

２） 協

議：グループディスカッション

ところ：富坂キリスト教センター２号館会議室

① 30周年記念事業について

議

② ニュースレターについて

案：

＜協議＞
１）2009 年度の事業報告・収支報告

●６：各種委員会に関する事項

２）2010 年度事業計画・収支予算原案
３）中期方針について

本年度は、次のような各種委員会が理事会内に設

４）就業規則について

置され、当会の運営や事業について協議を行った。

５）そのほか

（註：各種委員は個人の立場で当会の運営に参加しており、括
弧内は本人の勤務先や所属先等を参考までに紹介するもので

第４回理事会
と

す。
）

き：５月８日（土）

ところ：富坂キリスト教センター２号館会議室

１）ＤＥＡＲ大阪運営委員

議

委員長：藤野達也（(財)ＰＨＤ協会）

案：

＜協議＞

委員：阿久澤麻理子（兵庫県立大学）／荒川共生

１）2009年度の事業報告案・会計報告案について

（マイ・チケット）／岩﨑裕保（帝塚山学院大学）
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／ 内 田弘 志 （Ｙ ＭＣ Ａ 総合 研 究所 ） ／大 森容 子

＜会議詳細＞

（(財)滋賀県国際協会）／佐藤友紀（高校教員）／

第１回小委員会

談儀善弘（高校教員）／友前尚子（小学校教員）／

ところ：かながわ県民サポートセンター

仲川順子（地球市民フォーラムなら）／永井道子

第２回小委員会

（(財)神戸ＹＭＣＡ）／浜本裕子（ＹＭＣＡ学院高

ところ：かながわ県民サポートセンター

等学校）／榛木恵子（（特活）関西ＮＧＯ協議会）

第３回小委員会

／丸山まり子（小学校教員）／向井一朗（ＪＩＣＡ

ところ：かながわ県民サポートセンター

７月 30 日
９月 30 日
２月 22 日

職員）／三輪敦子（ユニフェム大阪）／山中信幸
（柳学園中学校・高等学校）

５）ＥＳＤ中間評価委員会
委員長：田中治彦（立教大学）

＜会議詳細＞

委員：石川一喜（拓殖大学）／上條直美（立教大

第１回運営委員会 ４月25日

学）／小泉雅弘（さっぽろ自由学校「遊」
）

ところ：大阪ＹＭＣＡ会議室
第２回運営委員会 10月17日

＜会議詳細＞

ところ：大阪ＹＭＣＡ会議室

第１回委員会

第３回運営委員会

ところ：富坂キリスト教センター２号館

２月20日

ところ：大阪ＹＭＣＡ会議室

第２回委員会

９月 15 日
10 月 28 日

ところ：立教大学田中研究室
２）「開発教育」編集委員会
委員長：山西優二（早稲田大学）

また、評議員会内には、次の委員会が設置された。

委員：阿久澤麻理子（兵庫県立大学）／磯田厚子
（女子栄養大学）／小貫仁（拓殖大学国

６）次期理事候補者選考委員会

際開発研究所）／上條直美（立教大学）／黒田貴史

委員：黒田貴史（（株）明石書店）／奈良崎文乃

（明石書店）／佐渡友哲（日本大学）

（国際ＮＧＯ職員）／三輪敦子（ユニフェム大阪）

／重田康博（宇都宮大学）／高柳彰夫（フェリス女
学院大学）／田中治彦（立教大学）／

●７．企画推進委員会および企画推進会議に関する

長畑誠（(社)あいあいネット）／西岡尚也（琉球大

事項

学）／藤原孝章（同志社女子大学）／

（註：企画推進委員は個人の立場で当会の運営に参加しており、

湯本浩之（立教大学）

括弧内は本人の勤務先や所属先等を参考までに紹介するもので
す。
）

＜会議詳細＞
第１回編集委員会

１）企画推進委員
11 月 24 日

委員長：阿部秀樹（会社員）

ところ：立教大学田中研究室

副委員長：石川一喜（拓殖大学）

第２回編集委員会

委員：浅井杏子（大学生）／米井慎一（私立小学校

１月７日

ところ：立教大学田中研究室
第３回編集委員会

教員）

１月 26 日

ところ：立教大学田中研究室

２）企画推進会議
第１回企画推進会議

７月13日（月）

３）次期評議員候補者選考委員会

ところ：富坂キリスト教センター2号館会議室

委員：上條直美（立教大学）／田中浩平（（財）千

第２回企画推進会議

葉ＹＭＣＡ）／三宅隆史（（社）シャンティ国際ボ

ところ：富坂キリスト教センター2号館会議室

ランティア会）／本山明（中学校教員）

第３回拡大企画推進会議 ２月14日（土）

11月10日（火）

ところ：新宿パークタワーＮ棟11階1102会議室
４）組織強化委員会
委員：大江浩（（社）日本キリスト教海外医療協力

●８：プロジェクト・チームに関する事項

会）／木下理仁（かながわ開発教育センター）／湯
本浩之（立教大学）

本年度は、以下のようなプロジェクト・チームが
企画推進委員会内に設置され、各事業や活動の企画
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運営にあたった。
＜事務局ボランティア＞
①開発教育研究会

滝本雅章（社会人、2009年４月～2010年３月）

ａ）「ＥＳＤカリキュラム」部会（リーダー：小

木下祐子（早稲田大学大学院、2009年５月～８月）

貫仁）

伊藤清（立教大学大学院、2009年10月～12月）

ｂ）「紛争解決教育研究会」部会
ｃ）「授業づくりサークル」部会（リーダー：本

また、以下のイベントには多くのボランティ

山明）

ア参加があった。

② 第 27 回 「 開発 教育 全 国研 究 集会 」 実行 委員 会
（リーダー：佐々木達也）

①第27回開発教育全国研究集会

③研究誌「開発教育」編集委員会（編集長：山西優

日程：2009年８月８日～９日

二）

ボランティア数：65名

④ 会 報「 Ｄ ＥＡ Ｒニ ュ ース 」 編集 委 員会 （リ ー
ダー：阿部秀樹）

②教材体験フェスタ２０１０

⑤「開発教育入門講座」

日程：2010年３月27日～28日

⑥「地球の食卓」作成チーム

ボランティア数： 28名

⑦「グローバル・エクスプレス」（リーダー：石川
一喜）

●11：会員団体

⑧「ＤＥＡＲユース」（代表：浅井杏子）

今年度ＤＥＡＲが会員として参加した団体は次の通
り。

●９：職員に関する事項
＜正会員＞
＜事務局＞

・(特活)国際協力ＮＧＯセンター(ＪＡＮＩＣ)

事務局長

中村

事務局次長

西

事業担当

八木

絵乃（有給・専従）

・教育協力ＮＧＯネットワーク(ＪＮＮＥ)

あい（有給・専従）

・(特活)「持続可能な開発のための教育の10

亜紀子（有給・非専従）

年」推進会議(ＥＳＤ－Ｊ)

経理・総務担当 大久保 美智彦（有給・非専従）

・「動く」→「動かす」

経理担当

若松

陽子（有給・非専従）

・アジア单太平洋成人教育協議会（ＡＳＰＢＡＥ）

総務担当

中田

洋子（有給・非専従）
※2010年１月～

＜準会員＞

ＮＧＯ専門調査員 宮崎 花衣

・（特活）関西ＮＧＯ協議会

＜大阪事務所＞
所長

佐藤 友紀（無給・非専従）

次長

浜本 裕子（無給・非専従）

以上

●10：インターン・ボランティアに関する事項
今年度に事務局で受け入れを行ったインターン・ボ
ランティアは次の通り。
＜事務局インターン＞
松野晃子（上智大学、2009年６月～７月）
佐藤結美（英国イーストアングリア大学、2009年７
月～９月）
雫石まどか（国際教養大学、2010年１月～３月）
小島萌（上智大学、2010年３月～）
江口亜由美（桜美林大学、2010年３月～）
米田和希子（社会人、2010年３月～）
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資 料 編

＜資料１＞ 出版・編集・取材協力 など
＜卖行本：企画協力＞

内容：報告「市民性を育む教育活動～米国NPOの経験
から～」

①『若者のためのＥＳＤ』
（2010 年３月 10 日）

＜新聞＞

編集：
「若者のためのＥＳＤ」編集委員会
発行：立教大学ＥＳＤ研究センター

①神奈川新聞（2009 年５月 18 日）
題目：
「脚光浴びる参加型授業」

②『人と木～世界の森林を守るため、今私たちにでき

内容：ワークショップ「世界がもし 100 人の村だっ

ること～』
（2010 年３月）

たら」の取材記事

製作：
（財）地球・人間環境フォーラム
発行：環境省地球局環境保全対策課

＜ニュースレター＞
＜雑誌＞
①「ＡＣＥＦ COMMUNICATION」
（2009 年 11 月 10 日）
発行：
（特活）アジアキリスト教教育基金

①「シナジー 142」
（2009 年６月１日）

内容：ワークショップ「ケータイの一生」の取材記

発行：
（特活）国際協力ＮＧＯセンター
事

内容：
『市民学習実践ハンドブック』と開発教育協会
の紹介

②「わくわくニュースレター

No.46」（2009 年 12

月）

②「ネットワーク 301 号」
（2009 年７月 10 日）
発行：東京ボランティア・市民活動センター

発行：
（特活）えひめグローバルネットワーク

寄稿：
『時事問題を教室へ－ＮＧＯによるメディア・

内容：教材グローバル・エクスプレス「ハイチ地

リテラシーの試み』八木亜紀子（事務局員）

震」とＤＥＡＲの活動紹介

③「月刊ＪＴＵ 2009,8」
（2009 年８月１日）

③「ＥＳＤレポート vol.22」
（2010 年３月 26 日）
発行：（特活）「持続可能な開発のための教育の 10

発行：
（株）アドバンテージサーバー

年」推進会議

内容：開発教育の紹介と、代表理事岩崎裕保のイン

投稿：
『時事問題を教室へ～「グローバル・エクスプ

タビュー

レス」の試み』八木亜紀子（事務局員）
④「米国ＮＰＯの知見を地域に紹介するシンポジウム
以上

～地球NPOの未来をさぐる～」(2010 年３月)
発行：
（特活）えひめグローバルネットワーク

＜資料２＞ 「講師派遣」の実績一覧
1「アーバン福祉学科 授業」 （2009.4.13 ／計 2 回）
主催：大正大学
内容：100 人村、地球家族
対象： 大学 1 年生
派遣者：中村絵乃（事務局長）

内容：パネリスト
対象：一般
派遣者：中村絵乃（事務局長）
4「五軒小学校授業」
（2009.6.3／計 2 回）
主催：水戸市教育委員会 好文カレッジ
内容：100 人村
対象：小学 5 年生・親
派遣者：中村絵乃（事務局長）
・宮崎花衣（事務局員）

2「ＥＳＤ – 持続可能な開発と教育」 （2009.4.22）
主催：立教大学
内容：100 人村
対象：大学生
派遣者：中村絵乃（事務局長）
3「ファシリテーション シンポジウム」
主催：Be-Nature School

（75 件 145 回）

5「今、あなたに知ってほしい世界の現実」(2009.6.10）
主催：
（特活）関西ＮＧＯ協議会
内容：100 人村
対象：一般

（2009.5.31）
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派遣者： 佐藤友紀（理事）

内容：新・貿易ゲーム
対象：18-30 歳 大学生、スタッフ
派遣者：西 あい（事務局次長）

6「東京都私教連第 48 次教育研究集会」
（2009/6.14）
主催：東京都私立学校教職員組合連合
内容:ケータイの一生
対象：教員
派遣者：西 あい（事務局次長）

18「地球市民カリキュラム研修会」
（
2009.7.18 ／計 4 回）
主催：韓国ＹＭＣＡ
内容：入門、100 人村、パーム油、ふりかえり
対象：ＹＭＣＡリーダー、スタッフ
派遣者： 中村絵乃（事務局長）

7「世界がもし 100 人の村だったら、名古屋編」
（2009.6.17）
主催：
（社）名古屋青年会議所
内容： 100 人村
対象：名古屋青年会議所員
派遣者：中村絵乃（事務局長）

19「第 20 回インターアクトクラブ年次大会／計 2 回」
（2009.7.20）
主催：国際ロータリークラブ（名古屋ＹＭＣＡ)
内容：100 人村・地球家族
対象：高校生
派遣者：中村絵乃（事務局長）
・宮崎花衣（事務局員）

8「鎌倉女学院高校 研修会」 （2009.6.20／計 2 回）
主催：(財)かながわ国際交流財団
内容：パーム油
対象：高校生
派遣者：中村絵乃（事務局長）
・木之下祐子（インターン）

20「国際協力ＮＧＯ論」
（2009.7.24）
主催：桜美林大学
内容：パーム油
対象：大学生
派遣者：西 あい（事務局次長）

9「鎌倉女学院高校 研修会」 （2009.6.20／計 2 回）
主催：
（財）かながわ国際交流財団
内容：ケータイの一生
対象：高校生
派遣者：西 あい（事務局次長）
・宮崎花衣（事務局員）

21「子ども国際クラブ 第 1 回ワークショップ」
（2009.7.28)
主催：かつしかシンフォニーヒルズ
内容：地球の食卓
対象：小学 3 年生以上
派遣者：中村絵乃（事務局長）
・宮崎花衣（事務局員）
・
佐藤結美（インターン）

10「ＮＧＯディプロマコース」 （2009.6.20）
主催：
（財）国際開発高等教育機構(ＦＡＳＩＤ)
内容：開発教育について
対象：ＮＧＯスタッフ
派遣者：湯本浩之（理事）

22「平成 22 年度国際教育セミナー」
（2009.7.31-8.1／
計 4 回）
主催：ＪＩＣＡ大阪
内容：講義・ワークショップ・ふりかえり
対象：教員
派遣者：藤野達也（理事）・佐藤友紀（理事）・丸山まり子
（大阪運営委員）

11「ＮＣＣ基礎論Ⅰ」
（2009.6.25)
主催：大正大学
内容：100 人村
対象：大学生
派遣者：中村絵乃（事務局長）
12「吉田小学校授業」
（2009.6.23／ 計 3 回）
主催： 水戸市教育委員会 好文カレッジ
内容：100 人村
対象：小学 6 年生
派遣者：八木亜紀子（事務局員）
・宮崎花衣（事務局員）
・吉川由里子（事務局員）

23「小中合同研修」 （2009.8.3）
主催：大阪府羽曳野市立高鷲单中学校
内容： 100 人村
対象：小中学校教員
派遣者：佐藤友紀（理事）
24「国際理解教育セミナー」
（ 2009.8.4）
主催：
（財）岡山県国際交流協会
内容：ケータイの一生
対象：教員・一般
派遣者：佐藤友紀（理事）

13「温暖化防止活動推進員研修」
（2009.6.27）
主催：
（特活）超学際的研究機構
内容：100 人村
対象：温暖化防止活動ボランティア
派遣者：中村絵乃（事務局長）

25「光華女子大学集中講座」 （2009.8.5）
主催：
（特活）関西ＮＧＯ協議会
内容：援助する前に考えよう
対象：大学生
派遣者：佐藤友紀（理事）

14「開発教育セミナー」
（200.6.28）
主催：
（独）国際協力機構ＪＩＣＡ地球ひろば 図書資料室
内容：ケータイの一生
対象：教員・一般
派遣者：西 あい（事務局次長）

26「龍谷大学国際ＮＧＯ論」
（2009.8.6）
主催：(特活）関西ＮＧＯ協議会
内容：世界がもし 100 人の村だったら
対象：大学生
派遣者：佐藤友紀（理事）

15「総合学習」
（2009.7.1）
主催：駒込高校
内容：パーム油
対象：高校生
派遣者：西 あい（事務局次長）

27「人権教育研修会」
（2009.8.6）
主催：神奈川県愛川町教育委員会
内容：対立から学ぶワーク
対象：小中学校教職員
派遣者：中村絵乃（事務局長）

16「総合学習」
（2009.7.9）
主催：実践女子大学
内容：ケータイの一生
対象：大学生
派遣者：西 あい（事務局次長）

28「第６回多文化共生のための国際理解教育・
開発教育セミナー」
（2009.8.10 ／計 2 回）
主催：兵庫県教育委員会、神戸市教育委員会、
（財）アジア福
祉教育財団難民事業本部、（財）神戸ＹＭＣＡ、（財）ＰＨＤ

17「全国ＹＭＣＡ国際研修会 東日本地区グローバル教育
研修会」
（2009.7.11）
主催：
（財）日本ＹＭＣＡ同盟

12

協会、ＪＩＣＡ兵庫
内容：基調講演・ケータイの一生
対象：教員・一般
派遣者：中村絵乃（事務局長）

内容：フォトランゲージ
対象：子育て中の母親
派遣者：佐藤友紀（理事）
40「千代田区国大理解講座」
（2009.11.11）
主催：
（財）自治体国際化協会
内容：100 人村
対象：一般
派遣者：中村絵乃（事務局長）
・滝本雅章（ボランティア）

29「地球市民学習(ＥＳＤ)教材総合展」
（2009.8.18）
主催：
（財）かながわ国際交流財団
内容：100 人村
対象：一般
派遣者：西 あい（事務局次長）

41「教職員研修」
（2009.11.19）
主催：大阪府立旭高等学校 人権教育推進委員会
内容： 100 人村
対象：教員
派遣者：向井一朗（大阪運営委員）

30「高校生国際協力実体験プログラム」
（2009.8.20）
主催：
（独）国際協力機構横浜国際センター、
（財）かながわ国際交流財団湘单国際村
内容：100 人村
対象：高校生
派遣者：上條直美（理事）

42「人権問題指導者研修会」
（2009.8～10 ／計 6 回）
主催：大阪市民局人権室、大阪市職員人材開発センター
内容： 100 人村、参加型研修の実践など
対象：大阪市課長代理級職員
派遣者：佐藤友紀（理事）

31「インターアクト年次大会」
（2009.8.23 ／計 2 回）
主催：茗渓学園中学校・高等学校
内容：100 人村
対象：高校生
派遣者：八木亜紀子（事務局員）
・ 宮崎花衣（事務局員）

43「開発教育ネットワーク 研修会」
（2009.11.29）
主催：開発教育ネットワーク（とちぎ）
内容：コーヒーカップの向こう側
対象：一般
派遣者：西 あい（事務局次長）

32「地球市民育成研修会」
（2009.8.22-27／計 5 回)
主催：
（財）日本ＹＭＣＡ同盟
内容：新・貿易ゲーム・100 人村・アクションプランづくり
対象：大学生・ユース
派遣者：中村絵乃（事務局長）
・上條直美（理事）

44「ＮＣＣ基礎論」
（2009.12.10 ）
主催：大正大学ＮＣＣ
内容：100 人村
対象：大学生
派遣者：西 あい（事務局次長）・田中健太郎（ボランティ
ア）

33「知っていますか？日本という外国で学ぶ子どもたち 」
（2009.8.29）
主催：(特活）Living in Japan
内容：バーンガ
対象：一般
派遣者：西 あい（事務局次長）

45「ＪＩＣＡ-ＮＧＯパートナーシップ講座」
(2009.12.2-3 ／計 2 回）
主催：ＪＩＣＡ大阪
内容：対立から学ぶワーク
対象：アジア、アフリカ、中单米地域の研修生
派遣者：中村絵乃（事務局長）

34「Panasonic ＮＰＯ インターンプロジェクト
ＮＰＯインターンシッププログラム」
（2009.9.4）
主催：(特活）ＮＰＯサポートセンター
内容：新・貿易ゲーム
対象：一般
派遣者：西 あい（事務局次長）

46「平成 21 年度宮城県高等学校国際教育研究大会」
（2009.12.11）
主催：宮城県高等学校国際教育研究会
内容：コーヒーカップの向こう側
対象: 教員・一般
派遣者：西 あい（事務局次長）

35「Panasonic 社会貢献・国際協力入門講座」
（2009.10.7）
主催：(特活）関西ＮＧＯ協議会
内容：今、世界にある課題にふれる（フォトランゲージ）
対象：一般
派遣者：佐藤友紀（理事）

47「対立から学ぶワークショップ」
（2009.12.12-13 ／計 2 回）
主催：(特活）国際ボランティアセンター山形／ＩＶＹ
内容：対立から学ぶワーク
対象：ＩＶＹボランティア・一般
派遣者：中村絵乃（事務局長）

36「ＥＳＤ研究会」
（2009.10.7）
主催：立教大学ＥＳＤ研究センター
内容：タイＩＳＤＥＰセミナー報告
対象：一般
派遣者：中村絵乃（事務局長）
・八木亜紀子（事務局員）

48「文学部教育学科「初等教育実習」
」
（2009.12.19）
主催：立教大学
内容： 開発教育について
対象：大学生
派遣者：中村絵乃（事務局長）

37「第 36 回ＡＣＥＦセミナー（2009 年秋）
」
（2009.10.17）
主催：(特活）アジアキリスト教教育基金（ＡＣＥＦ)
内容：ケータイの一生
対象：ＡＣＥＦ会員
派遣者：中村絵乃（事務局長）

49「日本語教育学特殊研究」 （2010.1.12）
主催：早稲田大学 大学院日本語教育研究科
内容：地球の食卓
対象：大学院生
派遣者：西 あい（事務局次長）

38「第 36 回「東单アジア青年の船」
（2009.11.4）
主催：
（財）青尐年国際交流推進センター
内容：新・貿易ゲーム
対象：ＡＳＥＡＮの若者
派遣者：中村絵乃（事務局長）・滝本雅章（ボランティア）・
田中健太郎（インターン）
・浜田祐子（ボランティア）

50「内原小学校授業」
（2010.1.21 ／計 2 回）
主催：水戸市教育委員会 好文カレッジ
内容：100 人村
対象：小学生
派遣者：中村絵乃（事務局長）
・宮崎花衣（事務局員）

39「子育てママの「シアワセ」プラン第１回」
（2009.11.10）
主催：市民企画づくりセミナー受講生
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51「第 102 期北区区民大学「世界の中で生きるということ」
」
（2010.1.22）
主催：北区教育委員会事務局 生涯学習推進課
内容：100 人村
対象：一般
派遣者：中村絵乃（事務局長）

63「地球ＮＰＯの未来をさぐるシンポジウム」
（2010.2.21）
主催：えひめグローバルネットワーク
内容：講義・話し合い
対象：一般
派遣者：中村絵乃（事務局長）

52「川崎市幸市民館 平和・人権学習（2010.1.24）
主催：川崎市教育委員会 幸市民会館
内容：100 人村
対象：一般
派遣者：西 あい（事務局次長）
・雫石まどか（インターン）

64「開発教育セミナー」
（2010.2.27 ）
主催：埼玉県国際協力協議会、ＪＩＣＡ地球ひろば、
埼玉県国際交流協会
内容：地球の食卓
対象：一般
派遣者：宮崎花衣（事務局員）
・雫石まどか（インターン）

53「校内人権教育研修会」 （2010.1.25）
主催：大阪府羽曳野市立峰塚中学校
内容：新・貿易ゲーム
対象：教職員
派遣者：荒川共生（大阪運営委員）

65「此花区第 4 回ヒューマンセミナー」
（2010.3.2）
主催：此花区人権啓発推進協議会
内容：100 人村
対象：人権啓発推進人と企業人権推進協議会幹事
派遣者：向井一朗（大阪運営委員）

54「国際理解教育ウィーク」 （2010.2.2-2.3／計 2 回）
主催：大森高校
内容：新・貿易ゲーム、ケータイの一生
対象：高校 1 年生
派遣者：中村絵乃（事務局長）・宮崎花衣（事務局員）・雫石
まどか（インターン）

66「第 2 回国際教育主任研修会」 （2010.3.3 ／計 3 回）
主催：さいたま市国際教育協議会、さいたま市教育委員会
内容：100 人村、地球の食卓、レヌカの学び
対象：国際教育主任
派遣者：中村絵乃（事務局長）
・西 あい（事務局次長）
・
八木亜紀子（事務局員）

55「ワンワールドフェスティバル」
主催：ワンワールド実行委員会
内容：チョコレート・コーヒー
対象：一般
派遣者：佐藤友紀（理事）

67「ユニセフ・ワークショップセミナー」
（2010.3.11）
主催：(財)日本ユニセフ協会神奈川県支部
内容：地球の食卓、入門講座など
対象：ユニセフボランティアスタッフ
派遣者：中村絵乃（事務局長）
・小島萌(インターン）

（2010.2.6 ）

56「教師海外研修 東京都授業実践報告会」
（ 2010.2.7 ）
主催：ＪＩＣＡ地球ひろば
内容：入門講座・地球の食卓
対象：教員・一般
派遣者：中村絵乃（事務局長）
・宮崎花衣（事務局員）

68「公開リレーセミナー「学校教育におけるＥＳＤ入門」
」
（2010.3.13）
主催：岡山大学 大学内ＣＯＥプロジェクト
内容：講義、平和のワーク
対象：小中高教員・教員希望の学生
派遣者：岩崎裕保（代表理事）

57「大学生のための国際理解講座」 （ 2010.2.9 ）
主催：(財)ちば国際コンベンションビューロー
内容：コーヒー
対象：大学生
派遣者：西 あい（事務局次長）

69「3 月例会「世界の子どもサミット」
」
（ 2010.3.13 ）
主催：(社)甲府青年会議所
内容：100 人村
対象：小学生
派遣者：中村絵乃（事務局長）

58「大正区ＰＴＡ協議会 人権問題研修会」
（2010.2.10）
主催：大正区ＰＴＡ協議会 人権問題研修会
内容：100 人村
対象：大正区ＰＴＡ会員
派遣者：佐藤友紀（理事）

70 「高校 1 年学年」 （ 2010.3.15 ／計 3 回）
主催：かえつ有明 高校
内容：新・貿易ゲーム
対象：高校 1 年生
派遣者：西 あい（事務局次長）
・宮崎花衣（事務局員）
・
八木亜紀子（事務局員）
・雫石まどか（インターン）

59「見川小学校授業」
（2010.2.12 ／ 計 4 回）
主催：水戸市教育委員会 好文カレッジ
内容：100 人村
派遣者：中村絵乃（事務局長） ・西 あい（事務局次長）

71「第 17 回研修セミナー」 （ 2010.3.16 ）
主催：仏教ＮＧＯネットワーク（ＢＮＮ)
内容：新・貿易ゲーム
対象：ＢＮＮ会員、一般
派遣者：中村絵乃（事務局長）・宮崎花衣（事務局員）・小島
萌（インターン）
・江口亜由美（インターン）

60「教職員人権研修会」
（2010.2.16）
主催：大阪市北地区
内容：地球の食卓
対象：教員
派遣者：佐藤友紀（理事）

72「第 4 回ボランティアセミナー」
（ 2010.3.20 ）
主催：(財)箕面市国際交流協会
内容：対立から学ぶワークショップ
対象：協会ボランティアおよび、役員
派遣者：中村絵乃（事務局長）

61「ジュニア地球案内人プログラム」
（2010.2.18）
主催：ＪＩＣＡ地球ひろば
内容：新・貿易ゲーム
対象：大学生
派遣者：西 あい（事務局次長）

73「高校生スプリングセミナー」
（2010.3.24 –26 ／計 3 回）
主催：ＪＩＣＡ大阪
内容：世界と足もとをつなぐ（子どもの人権、格差、国際協
力）
対象：高校生
派遣者：佐藤友紀（理事）

62「開発教育ワークショップ」 （2010.2.21 ）
主催：仙台国際交流協会
内容：グローバル・エクスプレス
対象：教員・一般
派遣者：八木亜紀子（事務局員）
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74「ファシリテーション基礎研修」
（ 2010.3.31 ）
主催：長浜バイオ大学
内容：ファシリテータ―養成講座
対象：大学の教職員
派遣者：中村絵乃（事務局長）

主催：横浜市立大学
内容：開発教育について
対象：大学生
派遣者：中村絵乃（事務局長）

75「総合教育演習」
（ 2009.9.30 - 2010.1.20 ／計 28 回）

＜資料３＞ 「名義後援」の実績一覧

（計：1５件）

① 教育協力ＮＧＯネットワーク 「世界一大きな授業」（2009 年４月 23 日）
② (財)日本クリスチャンアカデミー 「開発教育セミナー2008」
（2009 年度）
③ (財)滋賀県国際協会 「平成 21 年度国際教育ワークショップ」（2009 年６月 13 日）
④ かながわ開発教育センター 「ワークショップ道場（入門編）
」（2009 年８月１日～２日）
⑤ 武蔵野市国際交流協会 「夏期教員ワークショップ 2009」(2009 年 7 月 29 日～31 日)
⑥ (社)協力隊を育てる会
日）

「第 18 回開発教育全国集会～国際協力フォーラム」（2009 年 10 月 10

⑦ (財)かながわ国際交流財団 「ＥＳＤ教材総合展～教材見本市と活用セミナー」（2009 年８月 18
日）
⑧ (財)ユネスコ・アジア文化センター
「アジア太平洋ＥＳＤ教育者フォーラム」（2009 年８月 22 日～24 日）
⑨ 東京外国語大学 多言語・多文化教育研究センター
「多文化協働実践研究・全国フォーラム（第 3 回）
」（2009 年 12 月５日～６日）
⑩ 宇都宮大学国際部多文化公共圏センター
「グローバル教育 最初の一歩～地域からグローバル問題を考える～」（2009 年 12 月 11 日）
⑪ アフリカ理解プロジェクト 「アフリカ入門～わかるアフリカ！一日集中講座」（2009 年 12 月５
日）
⑫ (社)セーブ・ザ・チルドレン 「教材活用セミナー」（2010 年２月６日）
⑬ 立正佼成会青年本部

「青年の日」
（2010 年５月 16 日を中心に）

⑭ (独)国際協力機構ＪＩＣＡ地球ひろば 「世界と教室を結ぼう－参加型の授業作り講座」
（2009 年２月７日）
⑮ かながわ開発教育センター 「ワークショップ道場（入門編）
」（2010 年３月 21 日～22 日）
以上
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