
■ （特活）ＮＩＥＤ・国際理解教育センター事業リスト／2005年度（2005.4.1～2006.3.31）　［事業区分］Ａ：相談・Ｆ派遣、Ｂ：自主講座、Ｃ：まちづくり企画（プロセス委託・報告書）、Ｄ：調査・研究
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05001 Ｃ
独立行政法人
国際協力機構

中部国際センター

平成１７年度開発教育指導者研修（上級編）
「人と未来を拓く 開発教育(国際理解教育）ファシリテーター養成講座」

企画・運営、ファシリテート、報告書作成

業務期間：4/1～3/15、
研修：6/18（土）･19（日）、7/17（日）･18（祝）、9/10（土）･11(日）、1/21（土）、

フォーラム：1/22(日)

研修：ＪＩＣＡ中部講堂
フォーラム：今池ガスビルＡ・Ｂ会議室

小、中、高等、盲･聾･養護学校教員、教育委員会関係者、ＮＧＯ・ＮＰ
Ｏ関係者、国際交流協会等自治体職員、青年海外協力隊ＯＢ／ＯＧ
等で、開発教育・国際理解教育に積極的に取り組んでいる方（東海４

県）

45 395 35.0 開発／国際理解 指導者 指導者 愛知 ＪＩＣＡ 5 8 山中、川合

05002 Ｃ
独立行政法人
国際協力機構

中部国際センター

平成１７年度教師海外研修プログラム
「マラウイを学ぶ、マラウイできづく、マラウイからつなぐ」

国内事前研修、マラウイ派遣支援、同行ファシリテート、フォーラム開催、報告書作成

業務期間：4/1～3/15、
研修：7/16（土）･17（日）、説明会：6/19(日)、7/31（日）、

海外：8/1～8/14、フォーラム：1/22（日）

海外：マラウイ、
研修・説明会：ＪＩＣＡ中部講堂、
フォーラム：今池ガスビルＡ・Ｂ

小、中、高等、盲･聾･養護学校教員、教育委員会職員で、開発教育・
国際理解教育に積極的に取り組んでいる、または取り組もうとしてい

る方（東海４県）
8 144 27.0 開発／国際理解 教員 指導者 愛知 ＪＩＣＡ 2 19 山中、川合、伴

05003 Ｄ
独立行政法人
国際協力機構

中部国際センター

愛知県における開発教育・国際理解教育アクションプラン調査研究
研究会座長として参加型研究会をファシリテート、事務運営支援、

『教室から地球へ　開発教育・国際理解教育虎の巻』のレイアウトデザイン、作成

業務期間：6/1～2/28、
研究会：6/29(水)、7/22(金)、8/27(土)、9/4(日)、9/15(土)、10/6(木)、11/13(日)、

12/9(金)、1/14(土)、2/10(金)、2/28(火)

ライフピア本山３Ｆ
ワークショップラボフリースペース

研究会メンバー 14 132 41.0 開発／国際理解 指導者 指導者 愛知 ＪＩＣＡ 3 11 山中、川合

05004 Ｃ
（特活）こどもＮＰＯ

／主催；日進市水と緑の課

にっしんこどもプロジェクト２００５
企画・運営支援、アクションリサーチ全体会、万博発表会、

集大成発表会、空風気チームサポート、記録・報告書（中間、最終）作成など

業務期間：4/1～3/25、全体会：4/10(日)、5/8(日)、6/12(日)、7/10(日)、
9/11(日)、10/16(日)、11/26(土)、12/10(土)･11(日)･17(土)、1/15(日)、3/5(日)、

合宿：8/17(水)～18(木)、万博発表会：8/22(月)、集大成発表：12/18(日)
日進市役所南庁舎第５会議室ほか 日進市内の小学５年～中学生 30 30 65.0 環境 小中学生 こども 愛知 自治体 3 16 山中、伴、川合

05005 Ａ
愛知県立

昭和高等学校

１学年総合学習支援
①「人間関係づくり　～人は見かけによらない　自分に出会い仲間と出会う～」

②「対立は悪くない　～知ってトクする　対立を越える鍵！～」

①4/13（水）、②5/25（水）
各10:00～11:05/11:15～12:20、又は13:00～14:05/14:15～15:20

昭和高校１学年各教室
（９クラス）

昭和高等学校１年生全員 360 720 4.5 コミュニケーション 高校生 こども 愛知 学校 3 2
山中、市川、神谷、
茅谷、川合、大東、

伴、平野、原田

05006 Ａ
静岡市教育委員会・
静岡市教育センター

平成１７年度国際理解教育推進研修会
「多文化共生社会の実現を目指した国際理解教育とは」

①清水編、②静岡編
①5/18(水)13:30～16:30、②5/24(火)13:30～16:30

①清水教育会館、
②静岡市教育センター

静岡市内の小・中学校教員 127 127 3.0 国際理解 教員 指導者 静岡
教育委
員会

2 1 山中

05007 Ａ 犬山市企画課
男女共同参画推進講座（わくわく連続講座）

①「子育てはわたし育て」、②「こどももわたしも人生の主人公」
①6/14(火)10:00～11:30、②6/21(火)10:00～11:30

犬山市民健康館さら・さくら
１Ｆ交流ホール

一般市民（但し、若年専業主婦をターゲットに） 27 50 3.0 男女共同参画 一般市民 一般 愛知 自治体 1 2 山中

05008 Ｃ
（特活）犬山市民活動

支援センターの会
／主催：犬山市企画課

男女共同参画プラン策定委員会・検討部会ワーキングチーム合同ワークショップ
⑧「プランの実効性を高めるために１」、

⑨「プランの実効性を高めるために２～具体的な行動計画づくり」
⑧6/28(火)13:30～16:15、⑨7/12(火)13:30～16:30 犬山市図書館研修室

策定委員会（市民）メンバー、
検討部会ワーキングチーム（市職員）メンバー

21 40 6.0 男女共同参画
一般市民、
自治体職員

指導者 愛知 自治体 2 2 山中、川合

05009 Ｂ
（特活）ＮＩＥＤ・

国際理解教育センター

ＮＩＥＤ国際理解教育基礎講座２００５
大切にしよう　私の一歩　あなたの一歩　～みんなの未来を、一緒に創り上げよう～

①「人権」、②「平和」、③「環境」

①6/5（日）、②6/19（日）、③7/3（日）
各10:00～17:00

ライフピア本山３Ｆ
ワークショップラボフリースペース

一般
（積極的に参加する意思のある方ならどなたでも）

24 60 18.0 人権／環境
／平和

一般 一般 愛知 ＮＰＯ 9 3
田中、小笠原、
滝、山田､平岩、
久世､大東、吉岡

05010 Ａ
武豊町社会福祉協議会

ボランティアセンター
平成17年度知多半島託児ボランティアグループネットワーク会議

「自分の託児（ボランティア）活動をふりかえってみませんか？」
6/28(火)10:00～13:00 武豊町民会館（ゆめたろう）情報考房 託児ボランティア 33 33 3.0 ボランティア ボランティア 一般 愛知

社会福
祉協議

会
2 1 伴

05011 Ｄ
国際理解教育セミナー
ｉｎなごや実行委員会

国際理解教育セミナーinなごや２００６
「創って　伝えて　続けよう！～持続可能な未来のために～」

実行委員会への参画、当日のファシリテート（部分）

2/25(土)～26(日)
各10:00～17:00

名古屋国際センター別棟ホールほか
一般

（国際理解教育に関心のある方ならどなたでも）
40 40 12.0 国際理解 一般 一般 愛知 ＮＰＯ 5 2 山中、伴

05012 Ａ
真宗大谷派名古屋別院

教化事業部
フォーラム女性　元気の出る講座ＰＡＲＴⅦ　どう生きる

③「共育について」
7/13(水)10:00～12:00 東別院会館第二教室 一般（檀家さんなど） 15 15 2.0 コミュニケーション 一般 一般 愛知

宗教関
連団体

1 1 川合

05013 Ａ
香川県教育委員会、

香川県人権・同和教育
研究協議会

平成１７年度人権・同和教育指導者養成講座
③演習「差別しない教育から人権を尊重する教育へ」

7/6(水)11:00～16:30 香川県庁１２階第１・２会議室
人権・同和教育行政担当者、学校教育関係者及び社会教育関係者
（人権・同和教育指導員、公民館・隣保館職員等）のうち教育委員会

推薦者
25 25 4.5 人権 指導者 指導者 香川

教育委
員会

6 1 山中

05014 Ａ
香川県人権・同和教育

研究協議会

2005年度人権・同和教育夏期研修講座／参加型人権学習
「差別しない教育から人権を尊重する教育へ

～肯定的な態度で未来を拓く参加型人権学習～」
8/3(水)10:15～16:30

サンポートホール高松第２小ホールな
ど

小・中学校、高等学校及び障害児教育諸学校の教員 204 204 5.5 人権 教員 指導者 香川
自治体
関連団

体
8 1 山中、神谷、茅谷、川

合、平野

05015 Ａ
愛知教育大学附属

高等学校
愛知教育大学附属高等学校１学年学習研修合宿

大切な「わたし」、「あなた」、そして「みんな」
7/21(木)10:00～17:00 愛知県青年の家 愛知教育大学附属高等学校１年生の希望者 60 60 6.0 コミュニケーション 高校生 こども 愛知 学校 1 1 山中、川合

05016 Ｃ
香川県教育委員会
人権・同和教育課

平成１７年度人権教育ファシリテーター養成講座
①「参加型で学ぶ人権」の共通基盤づくり、②「アクティビティ」の力・「ファシリテーター」の役

割、③差別しない教育から人権を尊重する教育へ

①8/24(水)、②9/27(火)、③10/19(水)
各9:30～16:00

香川県歴史博物館研修室
人権・同和教育行政担当者、学校教育関係者及び社会教育関係者、

人権・同和教育実践事例集編集教員
22 60 16.5 人権

自治体職
員、教員

指導者 香川
教育委
員会

2 3 山中、川合

05017 Ｃ
香川県教育委員会
人権・同和教育課

平成１７年度参加型人権学習実践講座
「課題に迫る参加型人権学習」①習うより慣れる人権教育の内容と参加型アクティビティ、

②参加型人権教育を広げ・深めるためのプロセスデザインと私たちの役割
①10/4(火)9:30～16:15、②10/18(火)13:00～16:17 香川県歴史博物館研修室

昨年度ファシリテーター講座を受けた人権・同和教育行政担当者、
学校教育関係者及び社会教育関係者、

及び人権・同和教育実践事例集編集教員
22 40 9.0 人権

自治体職
員、教員

指導者 香川
教育委
員会

2 2 山中、川合

05018 Ａ
香川県教育委員会

生涯学習課
平成１７年度かがわ県民カレッジ男女共同参画専門講座

人権ワークショップ　～参加型で学びあう人権と自立～
10/12(水)10:00～15:00 香川県庁１２階第１・２会議室 一般県民 35 35 4.0 男女共同参画 一般市民 一般 香川

教育委
員会

6 1 山中

05019 Ａ
東かがわ市
人権推進室

ふれあい、感じあい、そして学びあう「”愛” 体験学習」
「頭と体と心を動かし学び伝える人権」①～参加型で人権を学ぶ共通基盤づくり、④差別し
ない教育から人権を守る力を育む教育へ、⑤学びあう場を創り出す今からここから私から

①9/20(火)13:00～16:00、④11/8(火)13:00～16:00、⑤11/22(火)11:00～16:30 東かがわ市中央市民会館
一般市民、各種社会教育団体及び福祉団体等の会員、

民生委員児童委員、身体障害者協会会員など
20 60 10.5 人権

一般市民、
団体員、自
治体職員

一般 香川 自治体 1 3 山中

05020 Ｃ
日進市

市民交流課

日進市男女共同参画プラン見直し等委託業務
市民意識調査、男女共同参画条例制定に向けてのコンサルティング、

作業部会ファシリテート、記録作成など

業務期間：6/15～3/27、作業部会：6/22(火)、7/28(木)、8/19(金)、8/30(火)、
9/29(木)、10/25(火)、11/25(金)、12/16(金)、1/17(火)、2/14(火)、3/17(金)、条例

検討委員会：1/26(木)、3/28(火)
市役所第５会議室ほか 市職員（作業部会メンバー） 20 195 33.0 男女共同参画 自治体職員 指導者 愛知 自治体 1 11 山中、川合

05021 Ａ

（特活）ＥＲＩＣ
／主催：鴻巣市教育委員

会
生涯学習課

３市町村合同人権教育指導者養成講座／ワークショップ研修
①「人権ってなんだろう？」

8/25(木)13:30～16:30 吹上町ふれあいセンター 小・中学校教員、民生児童委員、一般市民 50 50 3.0 人権
教員、自治
体職員、一

般市民
指導者 埼玉

教育委
員会

1 1 山中

05022 Ａ

（特活）中部リサイクル
運動市民の会

／主催：安城市環境保全
課

平成１７年度安城市環境アドバイザースキルアップ講座
③「プログラムづくり講座」

10/8(土)13:00～16:30 安城市文化センター１F講座室 安城市環境アドバイザー 23 23 3.5 環境 指導者 指導者 愛知 自治体 1 1 山中

05023 Ａ
三研会

（教員の有志の会）
三研会夏季研修会

「思いこみ」や「先入観」を考える　～多文化共生ワークショップ～
8/6(土)13:00～14:40 愛知厚生年金会館 名古屋市内の小・中学校教員 60 60 1.5 多文化共生 教員 指導者 愛知

教員団
体

1 1 山中

05024 Ａ 刈谷市婦人会連絡協議会
婦人連絡協議会自主講座

「国際理解のツボ！」国際理解って…　なに？なぜ？どうやって？
9/3(土)13:30～16:30 刈谷市産業振興センター 各地区の婦人会員 30 30 3.0 国際理解 団体員 一般 愛知

地縁団
体

1 1 山中

05025 Ｃ
なごや環境大学実行委員

会
なごや環境大学交流会

成果と課題の共有、市民ムーブメントにするために
8/20(土)18:00～21:00

なごやＮＰＯ・ボランティアセンター
第１研修室

なごや環境大学に参加している市民団体、実行委員メンバー、
名古屋市職員など

35 35 2.0 環境
団体指導者
自治体職員

指導者 愛知
自治体
関連団

体
1 1 山中、川合
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05026 Ａ
財団法人日本キリスト教

女子青年会（日本ＹＷＣＡ）
担当：名古屋ＹＷＣＡ

日本ＹＷＣＡ新幹事研修会
「人間関係と問題解決」

11/15(火)9:30～16:00
多治見神言修道院

（カトリック多治見教会）
各市ＹＷＣＡで働き３年目を迎える職員（新幹事） 12 12 5.0 コミュニケーション 団体指導者 指導者 愛知

宗教関
連団体

1 1 山中

05027 Ｂ
（特活）ＮＩＥＤ・

国際理解教育センター

ＮＩＥＤファシリテーター講座
持続可能な未来のために「脱学習」と「よいモデルの習熟」を進めるファシリテーター

①共通基盤づくり、②気づき・築くプロセスを作りだす、③アクティビティづくり

①9/17(土)、②10/22(土)、③11/19(土)
各10:00～17:00

ライフピア本山３Ｆ
ワークショップラボフリースペース

学ぶ意思のある方ならどなたでも 18 45 18.0 ファシリテーション 一般 指導者 愛知 ＮＰＯ 9 3 山中、川合

05028 Ａ
財団法人

国際交通安全学会
ＩＡＴＳＳフォーラム

第３８回 ＩＡＴＳＳフォーラム　グループ研究
「ファシリテーター養成講座」　①ファシリテーターの役割、参加型手法、②アクティビティ実

習、教育をテーマにチーム活動、③活動の報告・提案

①10/3(月)、②10/4(火)、③11/3(木)
各9:00～16:00

IATSSフォーラム講義室
（鈴鹿サーキット内）

東南アジア９カ国（カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャ
ンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム）からの１８名、及び

日本人研修生２名
20 60 18.0 ファシリテーション 外国人 指導者 三重

企業関
連団体

1 3 伴

05029 Ａ
三重県環境部

環境学習情報センター

人と社会と未来を拓く環境教育指導者養成実践講座２００５
「アクティビティ体験コース」①環境教育指導者の感性、②視点、③行動

「ファシリテーター養成コース」④共通基盤作り、⑤手法の活用・素材の活用

アクティビティ体験コース：①1/15(日)、②1/29(日)、③2/5(日)
ファシリテーター養成コース：④2/12(日)、2/19(日)

各10:00～17:00
三重県民サービスセンター６１会議室

三重県環境学習情報センター主催の各種指導者養成講座を修了さ
れた方、または同等（自然観察指導員・環境カウンセラー等）の知識

を有する方、三重県内の個人や団体等で環境保全活動に携わってい
る方

28 125 30.0 環境 団体指導者 指導者 三重 自治体 3 5 山中、茅谷

05030 Ａ
さぬき市教育委員会

人権教育課
平成１７年度さぬき市まなび講座

④参加して気づき・参加して築く人権尊重社会
2/17(水)13:30～16:30 さぬき市辛立文化センター

さぬき市人権教育研究協議会における学校教育部会及び社会教育
部会の会員

30 30 3.0 人権 団体指導者 指導者 香川
教育委
員会

1 1 山中

05031 Ａ 大府市国際交流協会
国際交流ボランティア研修

①主体性…私から始まるボランティア、②社会性…人と社会をつなぐボランティア、
③先駆性…未来を拓くボランティア

①2/4(土)、②2/11(土)、③2/18(土)
各9:00～12:30

大府市役所 国際交流協会ボランティア及び興味のある一般 20 50 10.5 ボランティア
ボランティア
一般市民

一般 愛知
地域国
際化協

会
1 3 山中

05032 Ａ
美浜町社会福祉協議会
武豊町社会福祉協議会

楽しく学ぶボランティア講座
「入門編」：①ボランティアってなんだろう？、②自分・地域を元気にする活動とは？

「発展編」：③ボランティアの力って何だろう？、④自分が関わり、地域をまきこむ活動と
は？

入門編：①12/3(土)、②12/10(土)
発展編：③1/29(日)、④2/4(土)

各13:30～16:30

武豊町立町民会館
ゆめたろうプラザ情報考房

現在ボランティア活動をしている方 18 60 12.0 ボランティア ボランティア 一般 愛知
社会福
祉協議

会
2 4 伴

05033 Ａ 安城市国際交流協会
国際理解講座「多文化共生」の必要性を考えよう！

「多文化共生社会実現に向けて」　～交流から共生へ～
2/25(土)13:30～16:30 安城市文化センター講座室 国際交流協会一般会員 20 20 3.0 多文化共生 団体員 一般 愛知

地域国
際化協

会
1 1 平野

05034 Ｃ
なごや環境大学実行委員

会
なごや環境大学公募説明会＆交流会

コラボレーション企画づくり
11/18(土)18:30～21:00 あいちＮＰＯ交流プラザ会議室Ｃ なごや環境大学に応募する意向のある団体、実行委員、市職員 48 48 1.5 環境

団体指導者
自治体職員

指導者 愛知
自治体
関連団

体
1 1 山中、川合

05035 Ａ 岐阜県立関有知高等学校
教職員研修

「人権講座」人権尊重のためのスキルを考えよう
11/30(水)13:30～15:30 関有知高等学校図書室 関有知高等学校教職員 15 15 2.0 人権 教員 指導者 岐阜 学校 1 1 市川

05036 Ａ 日進市立香久山小学校
男女共同参画職員研修ワークショップ

①女らしさ？男らしさ？自分らしさ！～自分らしく生きることを支え合う社会ために
②男女共同参画は人権問題～人権を尊重しあう社会のために

①12/21(水)15:10～16:10
②2/6(月)15:10～16:30

香久山小学校 香久山小学校教員 40 80 2.5 男女共同参画 教員 指導者 愛知 学校 1 2 山中

05037 Ａ ＥＲＩＣ
ＥＳＤファシリテーターズ・カレッジ2005

アクティビティコース「未来を学ぼう」S1：共通基盤づくり、S2：自己の感覚、S3：コミュニティー
意識、S4：経験の広がり、S5：問題意識と行動、S6：『未来を学ぼう』を活かす

1/28(土)～29(日)　各10:00～17:00 ＥＲＩＣ国際理解教育センター だれでも 13 13 12.0 未来 一般 指導者 東京 ＮＰＯ 1 2 山中

05038 Ａ
青い森未来を創る青年塾

実行委員会
青森県

平成１７年度青い森未来を創る青年塾・研修会
「コミュニケーションワークショップ」

2/4(土)11:00～15:00
ホテルアラスカ

（青森市）
青森県内の青年（18歳～概ね35歳） 24 24 3.0 コミュニケーション 青年 一般 青森

自治体
関連団

体
1 1 市川

05039 Ａ 環境省
ＥＳＤ－Ｔキックオフミーティング

行動計画作りワークショップ
Ⅳ学校教育：学校という空間へのＥＳＤの定着

12/18(日)13:30～17:00 新東通信株式会社会議室 一般 10 10 3.0 ＥＳＤ 一般 一般 愛知 環境省 1 1 久世

05040 Ｃ
独立行政法人
国際協力機構

中部国際センター

第1回中部地域国際協力・交流連絡協議会
第２部連携事業検討会議

地域国際化に向けた連携事業の充実・強化のために
1/26(木)15:50～18:30、1/27(金)10:00～14:20 ＪＩＣＡ中部講堂

東海４県・政令指定都市の地域国際化協会、県国際関係課、教育委
員会、ネットワークＮＧＯの職員、ＪＩＣＡ国際協力推進員、及びＪＩＣＡ

中部職員
29 45 6.0 国際理解

自治体職員
団体職員

指導者 愛知 ＪＩＣＡ 1 2 山中、川合

05041 Ａ 愛知県国際交流協会
平成１７年度国際交流講座 1/31(火)10:30～12:30、14:30～16:00、

2/1(水)10:00～11:00、13:00～14:30、14:45～16:00
あいち国際プラザ

アイリスルーム・研修室
市町村国際交流協会及び市町村国際交流事務担当者 32 50 6.5 国際理解

自治体職員
団体職員

指導者 愛知
地域国
際化協

会
5 2 山中

05042 Ａ 小坂井町企画課
平成１７年度まちづくりきっかけ講座

「人間関係を築くコミュニケーションのコツ」①わたしとあなたから始まる信頼の人間関係、
②トラブル処理能力を磨こう！、③ひと・まちを元気づけるスキルを身につけよう

①2/26(日)、②3/5(日)、③3/18(土)
各9:00～11:30

小坂井町役場会議室 小坂井町の一般町民 20 50 7.5 コミュニケーション 一般市民 一般 愛知 自治体 2 3 平野

05043 Ｂ
（特活）ＮＩＥＤ・国際理解教
育センター、（特活）国際理
解教育センター（ＥＲＩＣ）

ＴＥＳＴ（教育力向上講座）’０６ｉｎ名古屋
S1：共通基盤づくり、S2：課題の共有＝過去の共有と現状分析、S3：Ｐｏｗｅｒ Ｔｏ、

S4:Ｐｏｗｅｒ　Ｗｉｔｈｉｎ、S5：Ｐｏｗｅｒ Ｗｉｔｈ、S6：行動計画
3/11(土)～12(日)各10:00～17:00

ライフピア本山
ワークショップラボフリースペース

ＮＩＥＤ研究員、ファシリテーターネットワーク 14 14 12.0 ファシリテーション 指導者 指導者 愛知 ＮＰＯ 2 2 山中

05044 Ａ 名古屋市立千種中学校
分散学習受け入れ

国際理解ワークショップ、質疑応答
2/9(木)13:00～14:40

ライフピア本山
ワークショップラボフリースペース

千種中学校生徒 10 10 1.5 国際理解 中学生 こども 愛知 学校 1 1 山中

※連続講座の場合は申込受理数または最大参加者数を記載 合計 1,771 3,424 478.5 847,424 参加者×時間 135


