
オンラインでワークショップ体験！

教材体験フェスタ
2020

主催：認定NPO法人開発教育協会、後援：文部科学省（予定）

2020年11月18日（水）19:30～21:00
21日（土）・22日（日） 9:30～17:15
オンライン会議ツール（ZOOM）を使用します

日時

寄付つき 8,000円
一般 5,000円
会員 4,000円
学生以下 2,000円
※参加プログラムの数に関わらず一律料金です
※寄付つきの寄付金額は、一般は3,000円、会員は
4,000円、学生以下は6,000円となります

開発教育の新作教材や定番教材を体験できる人気のイベントを
今年はオンラインで開催します！

8コマのワークショップのほか、オンライン特別講座もあります。
参加型学習（アクティブ・ラーニング）で、

グローバルな課題を楽しく・深く学ぶためのヒントが得られます。
教員・教育関係者だけでなく、学生、国際協力や教育に関心のある方の

ご参加をお待ちしています！

会場

参加費
※PCでの参加を推奨します

参加者のみ
限定特典！

イベント開催から12月
末までに書籍注文いただ
いた方は、送料無料とい

たします。
（海外は割引料金）

http://www.dear.or.jp/event/4555/



プログラム
11月18日（水）19:30～21:00

11月21日（土）
会場① 会場②

9:30～
9:45

朝のおめざめワーク 前嶋葵（DEAR理事）
おはようございます！お目覚めワークで頭と体をウェイクアップ！軽いストレッチや遊びで

フェスタを楽しくスタートさせましょう！お気軽にご参加くださいね。
10:00～
12:00 開発教育入門講座

パーム油のはなし
入門講座タスクチーム
岩岡由季子（DEAR）

初めて参加するけど、開発教育ってなんだ
か分からない、知りたい！という方、まず
は入門講座にご参加ください。私たちの生
活に身近な「パーム油」の教材を通して、
開発教育をご紹介します。

写真で学ぼう！
地球の食卓
八木亜紀子（DEAR）

世界の家族と一週間分の食材を並べて撮影
した、『地球の食卓』の写真集の写真を使
い、人々の暮らしや食文化を想像しながら、
多様性や諸問題について考えます。

12:30～
13:30

もぐもぐランチ交流会 前嶋葵（DEAR理事）
ランチを持ち寄って、小グループに分かれて普段の活動について話したり、他のワーク
ショップの様子がシェアしたり、もぐもぐしながら楽しく交流しましょう。途中の入退室も

自由です。ぜひお気軽にご参加ください！
14:00～
16:00 プラスチックごみ

開発教育アクティビティ集４
伊藤容子（DEAR）

便利で豊かなわたしたちの暮らしを支えて
きたプラスチック。しかし、海洋や
自然環境への流出や汚染が問題となってい
ます。新教材『プラスチックごみ』を
使い、プラスチックごみをめぐる問題を理
解し、個人の心がけや取り組みに
収れんさせず、仕組みに働きかけ、持続可
能な未来につながるアクションについ
て考えます。

「援助」する前に
考えよう
松倉紗野香（DEAR理事）
中村絵乃（DEAR）

タイの「ある村」を訪れ、援助を求める一
枚の看板を見かけた私たちが、迷いや葛藤
を感じながら話し合い、考えを深めるワー
クショップです。「援助する側」と「され
る側」の両方から援助・国際協力とは何
か？をともに考えましょう。

16:15～
17:15

ふりかえり会 松倉紗野香（DEAR理事）
開発教育では「ふりかえり」を重視しています。参加したワークショップを通して学んだこ
と、気づいたことを共有するとともに、これからの実践に活かしていく視点や方法を考えま

す。また、実践者の「ふりかえり」の大切さ等も考えていきたいと思います。

オンライン特別講座
「田中治彦さんに聞いてみよう！

SDGs時代の開発教育」
講演：田中治彦（DEAR理事）、聞き手：中村絵乃（DEAR事務局長）

日本に開発教育が紹介されて約40年。この間、全国各地で様々な活動が行われてきました。開発教育がすすめ
られた背景やめざす社会などの変遷を追うとともに、SDGs時代の開発教育について考えます。事前に、田中
さんに聞いてみたい質問なども募集します。たくさんの方のご参加をお待ちしております！

・プログラムA～Eは事前予約制です。定員は、特別講座は100名程度、ワークショップは各回20名程度です。それ以外のプ
ログラムは当日自由にご参加いただけます。
・オンライン会議ツール（ZOOM）を使用します。接続環境（インターネット）や機器（PC、ウェブカメラ、イヤホンマイ
クなど）は予めご用意ください。ZOOMの使用が初めての方は、予めダウンロードをお願いします。※ZOOMの公式ホーム
ページ https://zoom.us/
・画面共有や配布資料がある場合もありますので、PCでの参加を推奨します。また、各回定員がありますので、必ずお一人
様１アカウントでご参加ください。

お申し込みにあたって

A
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11月22日（日）

１．本チラシ裏面またはウェブサイト（http://www.dear.or.jp/event/4555/）の参加申込フォームに必要事項を
ご記入の上、開発教育協会にお送りください。

２．開発教育協会より申込確認と参加費振込のご案内をメールまたはFAXでお届けします。
３．参加費を下記振込先にご入金ください。振込が確認された方から、正式なお申込みとさせていただきます。

なお、振込期限は原則申込時点から２週間とさせていただきます。ご入金が確認できない場合、
自動キャンセルとさせていただく場合もございますので、お早めにご入金をお願いします。

４．入金確認後、参加確認票をメールでお届けします。当日までお持ちください。

※お支払方法
郵便振替、銀行振込、もしくはクレジットカードでお支払ください。
①郵便振替 ： 口座番号 00180-8-50096 加入者名（特活）開発教育協会
②銀行振込 ： 三菱UFJ銀行 高田馬場支店 普通1509685

名義 特定非営利活動法人開発教育協会（トクテイヒエイリカツドウホウジンカイハツキョウイクキョウカイ）
③カード決済 ： ウェブサイトよりPaypal経由で決済できます。（VISA/MASTER/AMEX/JCB）

※キャンセル規定
申込キャンセルのお申し出をされた場合、下記規定に基づいて対応いたします。
・10月31日（土）まで ： ご入金いただいた全額を返金いたします。但し、手数料を差し引いた金額を返金させていただきます。
・11月1日（日）以降 ： 原則として返金できません。予めご了承ください。

会場① 会場②
9:30～
9:45

朝のおめざめワーク 高階悠輔（DEAR評議員）、星久美子（DEAR評議員）
前半は歌に合わせた「ブラジル手遊び」。ワークに備えて頭と体を動かしましょう！後半は
「世界の朝ごはんクイズ」。体を使っていろんな地域の朝に思いを馳せませんか？

10:00～
12:00 パーム油のはなし２

知る・考える・やってみる！
熱帯林とわたしたち
八木亜紀子（DEAR）
高階悠輔（DEAR評議員）

今年7月に発行した新教材です。ボルネオ島
で高校生が撮影した写真やエッセイ
を使って、森林減少や生物多様性、状況を
変えていくためのアクションについて
考えます。

豊かさと開発
Development for the Future
近藤牧子（DEAR副代表理事）
中村絵乃（DEAR）

「持続可能な開発」とは、
具体的にどのようなことでしょうか。
それを描くために、「どのような世界（社
会）を私たちは望むのか」「そのためにど
のような開発をするのか」「何の、誰のた
めの開発なのか」を考えてみましょう。
豊かさについて考え、「開発」を分析して
みたいと思います。特に、地域での実践に
オススメです。

12:30～
13:30

もぐもぐランチ交流会 高階悠輔（DEAR評議員）、星久美子（DEAR評議員）
ランチを持ち寄って、小グループに分かれて普段の活動について話したり、他のワーク
ショップの様子がシェアしたり、もぐもぐしながら楽しく交流しましょう。途中の入退室も

自由です。ぜひお気軽にご参加ください！
14:00～
16:00 気候変動

開発教育アクティビティ集３
阿部眞理子（DEAR理事）
岩岡由季子（DEAR）

今や気候危機とも呼ばれる、気候変動の問
題。緊急性が高く、将来世代まで大きく影
響するとともに、私たちの生活にもすでに
様々な影響を及ぼしています。今年３月に
発行した教材を使って、気候変動による影
響や問題を理解し、私たちの生活とのつな
がりや何ができるかを考えます。

スマホから考える
世界・わたし・SDGs
佐藤友紀（DEAR副代表理事）
伊藤容子（DEAR）

いまや生活必需品と感じる人も多いスマホ。
そんなスマホを取り巻く問題につ
いて触れ、グローバル経済の仕組み・社会
問題・自分とのつながりを理解し、消
費者として、市民としてできることについ
て考えます。

16:15～
17:15

ふりかえり会 近藤牧子（DEAR副代表理事）
開発教育では「ふりかえり」を重視しています。参加したワークショップを通して学んだこ
と、気づいたことを共有するとともに、これからの実践に活かしていく視点や方法を考えま

す。また、実践者の「ふりかえり」の大切さ等も考えていきたいと思います。

お申し込み方法

D-1 D-2

E-1 E-2



 
 FAX  03-3818-5940 認定 NPO 法人開発教育協会（DEAR）事務局行き 
 〒112-0002 東京都文京区小石川 2-17-41 富坂キリスト教センター2 号館 3 階 
 Tel: 03-5844-3630 E-mail: festa@dear.or.jp 
 

教材体験フェスタ 2020（オンライン） 参加申込書 
※□は該当箇所にチェック／黒のボールペンなどではっきりとご記入ください 

１．参加者・ご連絡先について  ※１団体で複数名お申込みの場合はコピーしてご利用ください 

ふりがな 

お名前 
 

ご住所 
〒                             番地・建物名までご記入ください 

 

TEL  FAX  

E-mail DEAR のメールマガジン（月 1 回・無料）購読を 
□希望する □希望しない □既読 

学校・勤務先 
教員の方・学生の方は可能であればご記入ください 

               学年：      教科： 

ご所属団体（あれば）  

DEAR の会員です

か？ 
□団体会員  □個人会員  □学生会員  □会員ではありません  □新規入会希望 

フェスタを知った 
きっかけは？ 

□DEAR のウェブサイト □DEAR のフェイスブック □DEAR ニュースレター 
□ちらし □他団体や知人（        ） □ほか（            ） 

２．参加プログラムを選んでください  

11 月 18 日（水） 19：30～21：00  □A：特別講座「SDGs 時代の開発教育」 

11 月 21 日（土） 
10：00～12：00  □B−１：入門講座     □B−２：地球の食卓 

14：00～16：00  □C−１：プラスチックごみ □C−２：援助する前に 

11 月 22 日（日） 
10：00～12：00  □D−１：パーム油２    □D−２：豊かさと開発 

14：00～16：00  □E−１：気候変動     □E−２：スマホ 

３．参加費を選んでください ※いずれか１つを選択 

□寄付つき 8,000 円 □一般 5,000 円 □DEAR 会員 4,000 円 □学生以下 2,000 円 

４．参加サポートについて ※当てはまる方のみご記入ください 
手話通訳、要約筆記など、参加に関してご希望やご相談がありましたら、お気軽にご相談ください。なお一部有料にさせて頂く可能性が

ございます。また最善は尽くしますが、オンライン会場やその他の都合によりご希望に添えない場合もございますのでご了承ください。

なお、ご相談・お申込みは 10月 30日（金）までといたします。 
 
□希望します → 内容（                                      ） 
 

５．その他・ご質問やご要望があればご記入ください。  

 

 申込時にご記⼊いただいた個⼈情報は事前承諾なしに第三者へ開⽰されることはございません。当会の個⼈情報保護指針ついては、ウェブサイトをご参照ください。
（http://www.dear.or.jp/org/1693/） また、上記の情報は本イベントの統計資料作成のほか、今後当会からのお知らせに利⽤させていただく場合があります。 

※希望するプログラムに各コマ１つチェックしてください。 


