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06001 Ｃ
独立行政法人
国際協力機構

中部国際センター

平成１８年度開発教育指導者研修（上級編）
「教育によってよりよい未来を創りだす　ＢＱＯＥを推進する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：6/17（土）･18（日）、7/22（土）･23（日）、8/26（土）･27(日）、2/3（土）、

フォーラム：2/4(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）

50 370 38.0 開発／国際理解 指導者 指導者 愛知 ＪＩＣＡ 6 8 山中、川合

06002 Ｃ
独立行政法人
国際協力機構

中部国際センター

平成１８年度教師海外研修プログラム
「３年目のマラウイ！マラウイにいったい何があるというのか！？」

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、
選考会：6/5(月)、研修：7/8（土）･9（日）、説明会：6/18(日)、7/30（日）、

海外：7/31～8/13、フォーラム：2/4（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 24.0 開発／国際理解 教員 指導者 愛知 ＪＩＣＡ 3 20 山中、川合、伴

06003 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２００６
～持続可能な開発のための教育が拓く人と未来～

①「セルフエスティーム・コミュニケーション」、②「人権」、③「環境」、④「平和」

①4/22（土）、②5/28（日）、③6/24（土）、④7/30(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）

30 55 24.0
コミュニケーション
／人権／環境／

平和
一般 一般 愛知 ＮＰＯ 10 4

久世、西野、吉岡、
神谷、山田、市川、
平岩、茅谷、大東

06004 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２００7
「知るほど・ザ・ワールド～楽しい！カンタン！いいものみっけ！～」

実行委員会への参画、当日のファシリテート（全体会）
2/25(日) 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）

90 90 6.0 国際理解 一般 一般 愛知 ＮＰＯ 6 1 山中、神谷

06005 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（その２）
作業部会ファシリテート・記録作成、市民ワークショップファシリテート・記録作成、

男女共同参画プランの見直し案の作成、広報支援、条例制定支援、シンポジウム開催支援
など

業務期間：4/1～3/27、
作業部会：5/16(火)、6/22(木)、7/27(木)、8/17(木)、9/19(火)、10/25(水)、

12/8(金)、12/19(火)、2/23(金)、市民ワークショップ：7/16(日)、18(火)、
条例検討委員会：4/27(木)、5/18(木)、7/6(木)、シンポジウム：1/28(日)

日進市役所第５会議室ほか
作業部会：市職員（作業部会メンバー）、

市民ワークショップ・シンポジウム：一般市民
43 150 26.5 男女共同参画

自治体職
員、

一般市民
指導者 愛知 自治体 2 15 山中、川合

06006 Ａ
独立行政法人

日本学生支援機構
東海支部

平成１８年度研修セミナー
「人を啓き・社会を開き・未来を拓く　国際理解教育の可能性」

講師
6/10(土) 14:15～15:15

栗田商会上前津第一ビル７階
グリーンホール

児童擁護施設関係者、外国人留学生、関係大学の職員 30 30 1.0 国際理解
施設職員、

留学生
指導者 愛知

自治体
関係団

体
1 1 山中

06007 Ａ
愛知県高等学校

国際教育研究協議会

平成１８年度愛知県高等学校国際教育研究協議会総会
「トータルな人間形成を支える国際理解教育～人が育ち、社会が育ち、未来を拓く～」

講師
6/30(金) 15:20～16:45 ルブラ王山２階 同研究協議会参加高等学校教諭 50 50 1.5 国際理解 教員 指導者 愛知

教育関
係団体

3 1 山中

06008 Ａ
東かがわ市
人権推進室

東かがわ市人権問題学習講座
「参加型で人権を学ぶ共有基盤づくり

～差別しない教育から人権を守る教育へ　参加型の可能性～」
（全６回講座の第１回）

6/13(火) 18:30～20:30 東かがわ市中央公民館 行政職員、市内保・幼・小・中学校等教職員希望者、市民応募者 等 120 120 2.0 人権
自治体職

員、教職員、
公募市民

指導者 香川 自治体 2 1 山中

06009 Ｃ
愛知県国際交流協会

甚目寺町企画課

平成１８年度フレンドシップサポート事業
甚目寺町　国際交流推進ミーティング

～「多文化共生」「国際交流」のまちづくり　未来デザインワークショップ～
全７回

①7/26(水)、②8/18(金)、③7/7(木)、④10/4(水)、
⑤10/20(金)、⑥11/8(水)、⑦12/4(月)

各18:30～20:30

甚目寺町役場２階会議室
中央公民館２階会議室

公募町民
（国際交流、多文化共生に関心のある方）

24 140 14.0 国際交流／
多文化共生

一般 一般 愛知 自治体 1 7 山中、川合

06010 Ｃ
愛知県国際交流協会
飛島村教育委員会

生涯学習課

平成１８年度フレンドシップサポート事業
　飛島村 国際交流推進プロジェクト

飛島村きらり★ワークショップ～「国際交流」って何だろう？？／みんなで描く飛島村の未来
全６回（２回、４回に分けて実施）

①11/17(金)、②12/1(金)
③2/15(木)、④2/23(金)、⑤3/1(木)、④3/9(金)

各19:30～21:30
飛島村中央公民館３階視聴覚室

公募村民
（国際交流に関心のある方）

20 90 12.0 国際交流 一般 一般 愛知
教育委
員会

1 6 伴

06011 Ａ
ちいさいおうち
（託児施設）

「ちいさいおうち」活動支援ワークショップ
7/15(日) 10:00～13:30

ちいさいおうち
（名古屋市大曽根）

ちいさいおうちスタッフ 5 5 3.5 団体支援 団体職員 指導者 愛知 ＮＰＯ 1 1 山中

06012 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１８年度人権・同和教育指導者養成講座
③演習：「脱学習」と「よいモデルの習熟」を進める人権教育

（連続講座の第３回）
7/5(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
27 27 4.5 人権 指導者 指導者 香川

教育委
員会

7 1 山中

06013 Ａ
香川県人権・同和教育

研究協議会、
香川県教育委員会

2006年度人権・同和教育夏期研修講座／参加型人権学習
「Visions to Actions ～課題解決型からビジョン達成型へ 参加型人権教育の可能性～」

8/1(火) 10:15～16:20
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 200 200 25.0 人権 教員 指導者 香川

教育関
係団体

9 1 山中、市川、神谷、
茅谷、平野

06014 Ａ
独立行政法人
国際協力機構

中部国際センター

平成１８年度　愛知県開発教育指導者研修　初級編
「教室から地球へ　開発教育・国際理解教育虎の巻」　使い方講

はじめの全体会、終わりの全体会ファシリテート、記録

8/2(水) 10:00～16:00（うち全体会10:10～12:30）
8/3(木) 9:00～16:00（うち全体会13:30～16:00）

ＪＩＣＡ中部講堂 開発教育・国際理解教育の実践者を目指す方 60 100 5.0 開発／国際理解 指導者 指導者 愛知 ＪＩＣＡ 1 2 山中、川合

06015 Ａ
愛知県
国際課

中学校教師向け国際理解教育実践セミナー
「国際理解教育とは」／「気づきを行動へとつなぐ参加型学習」

8/4(金) 10:00～17:00（うちＷＳ11:00～17:00） 愛知県国際交流プラザ２階研修室１ 中学校教師 20 20 5.0 国際理解 教員 指導者 愛知 自治体 1 1 山中

06016 Ａ
愛知県立

名古屋養護学校

２００６年度愛知県立名古屋養護学校ボランティア養成講座
輪と和でつなぐ地域と学校　～支え合う人と地域のネットワーク～
第２回　私から始まるボランティア・人と社会をつなぐボランティア

8/10(木) 9:00～12:00 名古屋養護学校 養護学校職員、地域住民 30 30 3.0 ボランティア 教員、一般 一般 愛知 学校 1 1 山中

06017 Ａ
日進市立

香久山小学校
香久山小学校教員人権研修
～「人権」の教え方・学び方～

8/21(月) 13:00～16:00
香久山小学校

視聴覚室
香久山小学校教員 40 40 3.0 人権 教員 指導者 愛知 学校 2 1 山中

06018 Ａ
愛知郡日進市
教育研究会

第２回愛知郡日進市教育研究会総合的な学習部会
8/24(水) 13:30～16:30

日進市中央福祉センター
視聴覚室

愛知郡日進市内小中学校教員 32 32 3.0 国際理解 教員 指導者 愛知
教育関
係団体

1 1 山中

06019 Ａ
小坂井町自主グループ

「こんぺいとう」

こんぺいとう勉強会
世界の中のわたし～自分さがしは幸せさがし～

①コミュニケーション＆セルフエスティーム、②アサーティブネス、③共に生きるビジョン
①8/27(日)13:30～16:30、②11/12(日)9:30～12:30、③11/26(日)9:30～12:30

小坂井町
中央公民館２階

こんぺいとうメンバー 10 25 9.0 コミュニケーション
／国際理解

団体員 一般 愛知 ＮＰＯ 1 3 平野

06020 Ａ
特定非営利活動法人
国際理解教育センター

（ＥＲＩＣ）

ＥＳＤファシリテーターズ・カレッジ２００６
アクティビティコース「人権教育　気づきから築きへ」

S1：共通基盤づくり、S2：流れのあるプログラム体験、S3：ふりかえり、
S4：アクティビティづくり、S5：ファシリテーション実施、S6：人権教育推進のための行動計画

9/2(土)～3(日)　各10:00～17:00
国際理解教育センター

（ＥＲＩＣ）事務所
だれでも 17 17 12.0 人権 指導者 指導者 東京 ＮＰＯ 2 2 山中

06021 Ａ 日進市立梨の木小学校
男女共同参画研修（小学校教職員現職教育）

①
②

①9/4(月) 13:30～15:30
②1/10(水) 13:30～15:30

梨の木小学校図書館 梨の木小学校教員 30 60 4.0 男女共同参画 教員 指導者 愛知 学校 1 2 山中

06022 Ａ 愛知県国際交流協会
平成１８年度総合学習ファシリテーター研修

⑤国際理解教育プログラム作りの極意とファシリテーション･スキル
・プログラムの作り方の基本を学ぶ・ファシリテーターとは？

9/4(月) 10:30～12:30 あいち国際プラザ２階研修室 プラザ国際理解教室ボランティア 20 20 2.0 ファシリテーション 団体員 指導者 愛知
自治体
関連団

体
4 1 山中

06023 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２００６
より良い変化に貢献するファシリテーターのノウハウとスキル

①ファシリテーターの共通基盤、②プロセスを支援するファシリテーターの道具、
③Visions to Actions　変化のための行動計画

①9/23(土)、②10/28(土)、③11/18(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 22 49 18.0 ファシリテーション 一般 指導者 愛知 ＮＰＯ 10 3 山中、西野、神谷

06024 Ａ 安城市立篠目中学校

開発途上国の人々と共生できる人をめざして
①「世界がもし100人の村だったら」～わたしと世界との関わり～

②「わたしと世界とのつながり」～共に生きるって？～
③「国際理解と国際協力」～わたしたちにできること～

①9/26(火) 13:30～15:30、②10/10(火) 13:30～15:30
③10/23(月) 13:30～14:15

篠目中学校教室
篠目中学校1年6組生徒

及び保護者（保護者は３回の中の１回）
32 90 5.0 国際理解

学生、保護
者

一般 愛知 学校 1 3 平野

06025 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」体験しあわせづくり学習
頭と体と心を動かし学び伝える人権

①参加型人権教育とは～／⑤人権尊重社会を築こう！今からここから私から

①9/26(火) 13:00～16:00、
⑤11/28(火) 11:00～16:30

東かがわ市
中央公民館２階第１会議室

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 40 7.5 人権
一般市民、
団体員、自
治体職員

一般 香川 自治体 2 2 山中
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06026 Ｄ
香川県教育委員会
人権同和対策課

香川県参加型人権学習資料編集委員会支援
中学校・高等学校向け：参加型体験「参加体験型学習の実践とファシリテーターの役割」

小学校：執筆された資料に対する助言
10/3(火)　9:00～16:30 香川県庁 編集委員の教員 20 20 6.5 人権 教員 指導者 香川

教育委
員会

1 1 山中

06027 Ａ
愛知大学経済学部

佐藤元彦ゼミ

高大連携公開パネルディスカッション
「地域と国際理解・国際協力」

パネリスト
10/4(水) 13:30～15:00

愛知大学豊橋校舎研究館
１階第１・２会議室

高校生、大学生、一般市民 40 40 1.5 国際理解
学生、一般

市民
一般 愛知 学校 1 1 山中

06028 Ａ
愛知県高等学校

教職員組合
明和分会

愛知県高等学校 教育研究集会 総合的な学習の分科会
「環境を切り口にした国際理解教育～地球規模で考え、足元から行動するために～」

10/21(土) 9:30～12:30 桜台高等学校教室
愛知県下の県立、市立、私立の高等学校教員、主に総合学習担当

者
15 15 2.0 国際理解 教員 指導者 愛知

教育関
係団体

1 1 山中、川合

06029 Ｃ
日進市
児童課

日進市子どもの権利条例策定委託業務
①策定方針協議会の開催、②子ども条例勉強会の開催３回、
③リーフレット等の作成・編集、④アンケート調査票の設計　等

業務期間：10/20～3/31、
方針協議会：11/24(月)、1/23(火)、3/4(木)、

勉強会：1/23(火) 13:00～14:30（市職員）、15:00～16:30(教頭)、
3/4(火) 13:30～16:00(市民)

市役所第５会議室
中央福祉センター多機能室 他

方針協議会：スーパーバイザー・担当課・受託スタッフ
勉強会：①市職員、②市内小中学校教頭、③一般市民

50 50 10.5 人権
市職員、教
員、一般市

民
指導者 愛知 自治体 1 3 山中、川合

06030 Ａ

特定非営利活動法人
子どもの虐待防止

ネットワーク・あいち
／愛知県

愛知県委託事業　「見守り訪問員養成事業」
人との関係作りの基本を考える

①11/7(火)、②11/14(火)
各10:00～16:00

①愛知県西三河総合庁舎（岡崎）
②一宮スポーツ文化センター

母子保健事業に関わる人 80 80 10.0 コミュニケーション 団体指導者 指導者 愛知 ＮＰＯ 1 2 山中

06031 Ａ
西尾市
環境課

にしお市民環境大学講座
第６回　地球温暖化防止について考えよう

～持続可能な未来のために　環境にも人にも優しい暮らし方をデザインしよう！～
（連続講座の第６回）

11/11(土) 13:30～15:30 西尾市役所第１会議室 一般市民 20 20 2.0 環境 一般市民 一般 愛知 自治体 2 1 山中

06032 Ａ
学びの広場

（つくば市ＮＰＯ）
人権教育・啓発指導者養成講座 ～はじめの一歩～

第２回　「人権って何だ？　大切なわたし、大切なあなた、そして大切なみんな」
11/23(水) 10:00～16:00 ＪＩＣＡ筑波講堂 一般、学校、社会教育関係者 15 15 5.0 人権 一般市民 一般 茨城 ＮＰＯ 1 1 山中

06033 Ｃ
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学習指導者養成実践講座２００６
「アクティビティ体験コース」①　自然界のつながりに気づく、②地域社会のつながりに気づく

「ファシリテーター養成コース」③ファシリテーターの共通基盤作り、
④学ぶプロセスを支援する参加型の手法、⑤アクティビティ作りとファシリテーション実践

アクティビティ体験コース：①11/12(日)、②11/19(日)
ファシリテーター養成コース：③12/2(土)、④12/9(土)、⑤12/16(土)

各10:00～17:00
四日市地域総合会館あさけプラザ

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、教員、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

30 100 30.0 環境 団体指導者 指導者 三重 自治体 4 5 山中、茅谷、
大東、北村

06034 Ａ 愛知県立明和高等学校
明和高校コンパスタイム

～人権のないところに平和はない　平和のないところに人権はない～
私らしく生きる・あなたらしく生きるを支え合うために人権を学ぼう！

12/4(月) 9:00～12:00 明和高等学校教室 明和高等学校生徒 95 95 3.0 人権 高校生 こども 愛知 学校 1 1 山中

06035 Ｃ
香川県教育委員会
人権同和教育課

平成１８年度人権教育ファシリテーター養成講座
①アタマとカラダとココロを動かし教え学ぶ人権、

②学ぶプロセスを支援する参加体験型とファシリテーターの役割、
③Visions to Actions ～ビジョンを行動に！未来を拓くプログラム作り～

①12/12(火)、②1/16(火)、③1/30(火)
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
25 65 16.5 人権

自治体職
員、教員

指導者 香川
教育委
員会

3 3 山中、川合

06036 Ａ
(社)地域問題研究所

／愛知県建設課

「子どものいる町」づくり検討調査　提案型ワークショップ
日進市におけるユース世代による地域参加“じぇねぷろ”におけるケーススタディ

地域におけるユース世代の役割と参画のあり方について
～子どもに一番いいことは何？～

12/23(土) 14:00～17:00 日進市役所第５会議室 小学６年生～大人 20 20 3.0 人権
小・中・高校

生、大人
こども 愛知 自治体 1 1 山中、川合

06037 Ａ
独立行政法人
国際協力機構

帯広国際センター

平成１８年度第２回開発教育指導者研修
Ｓ１：実践のふりかえり及び取り組みの共通基盤作り、
Ｓ２：豊かさと貧困　ワークショップ展開体験＆情報提供

12/27(水) 9:00～16:30 ＪＩＣＡ帯広講堂 学校現場で開発教育、国際理解教育を実践している教員 30 30 6.5 開発／国際理解 教員 指導者 北海道 ＪＩＣＡ 1 1 山中

06038 Ａ
特定非営利活動法人

起業支援ネット
地域資源バンク理念構想ワークショップ

1/5(金) 13:30～16:30 Combi本陣Ｓ１０２ 地域資源バンク構想有志 6 6 3.0 団体支援 団体職員 指導者 愛知 ＮＰＯ 1 1 山中

06039 Ａ
ぼらんぽセンター
コンソーシアム

なごやボランティア・ＮＰＯセンターのミッションを考える会
各団体・個人の期待と限界の共有／センターのビジョンとメリット／

平成１９年度事業計画立案／記録作成
1/13(土) 9:30～18:00 Combi本陣Ｓ１０２

　ぼらんぽセンター・コンソーシアムの運営委員、監事、職員、
コンソーシアム構成団体の理事、職員

15 15 7.0 団体支援 団体職員 指導者 愛知 ＮＰＯ 2 1 山中、川合

06040 Ｃ
愛知県国際交流協会

長久手町国際交流協会

平成１８年度フレンドシップサポート事業
長久手町　国際交流推進ミーティング

～交流と協働を通して実現する長久手「多文化共生」のまちづくり未来デザイン～
全５回

①1/20(土)、②1/27(土)、③2/10(土)、④2/24(土)、⑤3/3(土)、
各13:00～16:30

長久手町まちづくりセンター
２階研修室

公募町民
（国際交流、多文化共生に関心のある方）

20 75 15.0 国際交流／
多文化共生

一般 一般 愛知
地域国
際化協

会
1 5 山中、川合

06041 Ａ
日進市立

梨の木小学校

男女共同参画　児童向けワークショップ（授業）
２年生「女らしさ？男らしさ？私らしさ！」

４年生「なんにでもなれるぞ！女の子・男の子　～生き方・働き方～」
５年生「自分のことをどんな風に見ているかな、友だちはどう見ているかな」

①2/1（木） 10:50～11:45 梨の木小学校教室 ２年生、４年生、５年生、各クラス 105 105 1.0 男女共同参画 小学生 一般 愛知 学校 1 1 山中、市川、神谷

06042 Ｃ
香川県教育委員会
人権同和教育課

平成１８度参加型人権学習実践講座
①参加体験型人権教育実践者の共通基盤、

②Visions to Actions～推進を阻むもの vs 推進のための行動計画～

①2/7(水)、②2/14(水)、
各9:30～16:00

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

20 30 11.0 人権
自治体職
員、教員

指導者 香川
教育委
員会

3 2 山中、川合

06043 Ａ 愛知県国際交流協会
フレンドシップサポート研修

「フレンドシップを地域につなげるためのマネジメント講座～ＡＩＡの使い方～」
ＡＩＡからの提案支援

2/9(金) 13:30～16:30 アイリスルーム・大会議室 愛知県内の地域国際化協会職員及び自治体の国際関係課職員 30 30 3.0 国際交流／
多文化共生

団体職員、
自治体職員

指導者 愛知
地域国
際化協

会
1 1 山中、川合

06044 Ａ
東かがわ市
人権推進室

東かがわ市保育所・幼稚園職員人権・同和教育研修会
人権って何だろう？

～大切なわたし　大切なあなた　大切なみんな～
2/13(火) 17:30～19:30

東かがわ市
中央公民館２階ホール

東かがわ市内保育所(私立含む)・幼稚園職員 150 150 2.0 人権 自治体職員 指導者 香川 自治体 2 1 山中

06045 Ａ
（特活）名古屋ＮＧＯセン

ター
Ｎタマ事務所訪問受入 2/20（火）19:00～20:00

ライフピア本山３Ｆ
ワークショップラボフリースペース

Ｎタマ受講者 4 4 1.0 団体支援 一般 一般 愛知 ＮＰＯ 1 1 山中、川合

06046 Ａ
愛知県国際交流協会
津島市国際交流協会

平成１８年度フレンドシップサポート事業
津島市♪ワークショップ

～津島市発！！ホームページ活用プラン～全２回

①3/15（木）、②3/16（金）、
各19:00～20:30

津島市役所１階会議室 国際交流協会役員・ボランティア 15 15 3.0 国際交流／
多文化共生

団体役員、
ボランティア

一般 愛知
地域国
際化協

会
1 2 山中

06047 Ａ
風の子

（フェアトレード推進ＮＰＯ
日進市）

貿易ゲーム＆国際理解ワークショップ 3/18（日）10:00～15:00 にぎわい交流館２階会議室 一般 20 20 4.0 開発／国際理解 一般 一般 愛知 ＮＰＯ 1 1 山中、川合

06048 Ａ
ＥＰＯ中部（ＥＳＤ－Ｊ）
名古屋国際センター

ＥＳＤシンポジウム
「未来をつくる教育と経済　～持続可能な社会とは？ESDの可能性～」

対談形式
3/21(祝) 14:00～16:30 名古屋国際センター別棟ホール 一般 60 60 2.5 ＥＳＤ 一般 一般 愛知

自治体
関係団

体
1 1 山中

06049 Ｄ
（特活）ＮＩＥＤ・

国際理解教育センター
ＮＩＥＤプロジェクト 各チームごとに開催

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 多数

※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 1,915 3,054 407.5 127


