
padlet.com/DEAR_40th/rr0y4xbs75vcctwz

開発�� ��共有キャラバン
こんなことやりました� みなさんの��を�えてください。

開発��協�（DEAR） 09/14 06:16 UTC

匿� 12/29 23:17 UTC

ケニア ナイロビ キベラ・スラム

「African Talk & Live」でアフリカのいまを知る�

caravan_format (共��11⽉）
PDFドキュメント

PADLET DRIVE

MSMARYMOM 12/19 07:46 UTC

イラン

イランの⽣徒とのオンライン�流

イランの⽣徒との�流 ����中���等�� ���理

PDFドキュメント

PADLET DRIVE

https://padlet.com/DEAR_40th/rr0y4xbs75vcctwz
https://padlet.com/DEAR_40th
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1917910193/455e3e7205789913d2918d6649ed37a0/caravan_format_____11__.pdf
https://padlet.com/msmarymom
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1753347141/ae21cea4cd88713517a866f0fdc5ba45/___________________________.pdf


開発��協�（DEAR） 12/09 09:41 UTC

沖���野����１丁⽬５ ���������

沖���野����１丁⽬５ ���������
12⽉9⽇（�）に沖�NGOセンター��のフィールドツアーに��しました。若⼿ガイドの��さ
んと共に、��間基地周�をめぐり、⽶��の��に�きました。ぜひ�くの�に⾜を�び、体

�してほしい�

（�⽊���）

OKINAWA_tour
PDFドキュメント

PADLET DRIVE

匿� 12/09 09:19 UTC

東�都

東�都

東�都∕���の専⾨��（⼤野）２

PDFドキュメント

PADLET DRIVE

匿� 12/09 09:16 UTC

東�都

東�都

https://padlet.com/DEAR_40th
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1586311444/4e6c8b8689ce8ff816e5a723068ef89a/OKINAWA_tour.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1911609456/eb6e281ce5cc4b7441de4f62f0405847/_________________.pdf


東�都���の専⾨��（⼤野）

PDFドキュメント

PADLET DRIVE

匿� 12/09 08:26 UTC

�都��都�北�等持�北�５６−１ 立��⼤�

�都��都�北�等持�北�５６−１ 立��⼤�
カカオ�業について�り�みました。SDGsポスター作成により、問題に�する�論が活発にな
り、�びが�まったようです。

⼩林⾹保⾥

���告(⼩林⾹保⾥)
PDFドキュメント

PADLET DRIVE

匿� 12/09 08:17 UTC

�賀�甲賀��⼝�三�柳 貴⽣川⼩��

�賀�甲賀��⼝�三�柳 貴⽣川⼩��

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1911609456/246e1fa481f345120e945155a3af9dba/_______________.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1911563898/6fe66891d690ba7480e38c6ef4c0bca3/___________.pdf


�賀�国�協�1209��
PDFドキュメント

PADLET DRIVE

匿� 12/07 13:42 UTC

千葉�流��

千葉�流��

2022/3/19，4/23（�����）

［ナンシーの��「ジェンダーについて�えよう」](ナンシー）

DEAR40周年②ナンシー
PDFドキュメント

PADLET DRIVE

匿� 12/06 14:11 UTC

千葉�流��

千葉�流��

（2021/12/28），2022/1/5・6に地域���で

［ナンシーと�界の�を開こう�3回シリーズ］�ナンシー

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1911563853/0feaa72f86d6e21c55a8e0c809e5f89d/_______1209__.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1881222697/3ab1b621e24722fe53f406c03ba2e229/DEAR40_______.pdf


DEAR40周年①ナンシー
PDFドキュメント

PADLET DRIVE

匿� 11/28 08:15 UTC

⽯川�金沢��陽が�１丁⽬１ 北陸⼤�

⽯川�金沢��陽が�１丁⽬１ 北陸⼤�
�⽣が開発��の授業を��、��するという�り�みを⾏っています。�年で2年⽬になります
が、�年の�⽣は「お�司で�えるSDGs」と題した授業を作成しました。

開発��協�（北陸⼤�）pdf
PDFドキュメント

PADLET DRIVE

匿� 11/28 01:15 UTC

⽇�、〒150-0012 東�都渋���尾

��女�⼤�グローバル共⽣研��

��女�⼤�グローバル共⽣研��では、地��模�題と向き�い知性を�く、あるいは�題�

決に向けた活動に積�的に��することを願って作られた�⽰＋ワークショップスペースがありま

す。�⽰からの�びを�めるためのワークショップの��・��は、開発���界と⼀�に⾏って

います。

https://kyosei.u-sacred-heart.ac.jp/

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1881222697/962710eb531d41d54861075114f08394/DEAR40_______.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1869612712/f9ba96ea55b97b3e13b3932d36b4a249/____________pdf.pdf
https://kyosei.u-sacred-heart.ac.jp/


匿� 12/10 00:17 UTC

⽇�、和����南�

国�理�研��みなみの⾵

「オンライン・ワークショップ地���シリーズ」

・異����の�⽣まで�間⾒ることができる地���（マテリアルワールド）シリーズ。

https://jp.toto.com/publishing/detail/A0105.htm

地��模の�⼤なプロジェクト地���シリーズ「地���」「�地���」「地�の�卓」

「地�のごはん」。

これらの現地での����や�材活動で得た情�は�⼤で、しかも⽣き⽣きとしていて、⽣活�覚

にあふれている。

��だけでなく、��のプロフィール、���のノート、�材ノートなどの��もすべて活⽤すれ

ば、��の⽣活��だけでなく、��の�⽣が�間⾒えてくる。

国ごとにちがうそれらの情�を⽇�と��すれば、�たちの暮らしや�⽣を⾒�すキッカケを�

えてくれる�常に貴重な���りの�料�です。

これらの���をもとに、使⽤�可を得てスライドショウを作成し、��型のオンライン・ワー

クショップを⾏いました。

これまで、��した国は、エチオピア・インド・イタリア・マリ・アメリカ��国・中国の６か

国。

なお、地���の��金の⼀�は、カメラマン��者の�向により、この�に協⼒してくれた�

�の�供たちのための奨�金制度の���⽤に当てられる。

A. YOSHIZAKI 11/25 05:25 UTC

東�都�布�若葉�１丁⽬４１−１ 桐朋女�中��・�等��

東�都�布�若葉�１丁⽬４１−１ 桐朋女�中��・�等��

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1887164429/2e77ee6c7c7f9851e96cf12812457526/122_MG.jpg
https://jp.toto.com/publishing/detail/A0105.htm
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1877974287/303738b8192177615a5acf0de0385936/tikyukazoku.jpg
https://padlet.com/ammarrameez77


平和とは何か�

PDFドキュメント

PADLET DRIVE

開発��協�（DEAR） 11/24 00:43 UTC

������中�中��１−５ ��国���場

������中�中��１−５ ��国���場
11⽉20⽇（⽇）、3年ぶりの�⾯での開�となった���の「国�フェスタ」。「地���共��
ひろしま」も��活動��コーナーにブース��しました�コロナ前に�べて若⼲来場者は�な

めでしたが、おかげさまで共��コーナーへもたくさんの�が立ち�られました。（中須賀）

https://h-ircd.jp/festa.html

匿� 11/24 00:37 UTC

東�都�布�国領�２丁⽬５−１５ �布� ��プラザあくろす

東�都�布�国領�        �布� ��プラザあくろす
�布�でライフストーリーの�き書きを⾏っている�布�き書き�からの�頼で、「相⼿の�を

�く〜マインドフルリスニング(��)〜」をテーマに��について�えました。

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1142735947/aa4fa323a6885a0e1276e5062795b28f/_______.pdf
https://padlet.com/DEAR_40th
https://h-ircd.jp/festa.html
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1586311444/0194542333623bc2f802d2eef7e9ef78/IMG_3442.jpg


ライフストーリー・インタビューにおける��

PDFドキュメント

PADLET DRIVE

�下�樹 11/22 05:20 UTC

愛�������５丁⽬１６１０−１ 愛���

愛�������５丁⽬１６１０−１ 愛���
「パーム油のはなし−地�にやさしいってなんだろう�」・「パーム油のはなし２−知る・�え

る・やってみる��帯林とわたしたち」を活⽤した授業に�り�みました。その内�および成果

と�題について���告としてまとめたものです。必履�科⽬「地理��」を⾒据え、⽣徒たちが

システム思�を�み活⽤することを⽬指しました。

AN00038703_77_090
PDFドキュメント

PADLET DRIVE

A. YOSHIZAKI 11/19 05:42 UTC

東�都�布�若葉�１丁⽬

東�都�布�若葉�１丁⽬

�布�東���� 東�地域��� 

地域のつながりと、�たちの平和〜�の時代に思うこと〜���

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1896583383/302dd04caaaae83ce8aa9e69272f3871/_____________________.pdf
https://padlet.com/matsushitanaoki925
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/568677677/3ebb2ff9d7d13b615f0a4c053d0f8b8e/AN00038703_77_090.pdf
https://padlet.com/ammarrameez77


地域のつながりと、�たちの平和 ���

PDFドキュメント

PADLET DRIVE

匿� 11/22 02:51 UTC

⽯川�⽩��末�２丁⽬１−１ ⽩��立�任中��

⽯川�⽩��末�２丁⽬１−１ ⽩��立�任中��
カラーテープで、⾯積に�わせてそれぞれの⼤陸を作りました。そこに、⾃�の持っているカード

を⾒て、⼤陸別に�動しました。ひとクラス３６�ですが、そのうちアジアには�員が�れません

でした。ヨーロッパは�い中に２�だけがはいるなど、⽣徒たちは�界の�⼝�度を��したよ

うです。マリー

※��は⽣徒の�が映っているため�開できません。すみません。

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1142735947/ecab3e2054e778209ee16c63817cf878/___________________.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1586311444/78d2b53f12ac93f828aa22ff19efb365/img_book100ver6.jpg


匿� 11/11 01:49 UTC

アイルランド ダブリン

アイルランド ダブリン
グローバル��ネットワーク（Global Education Network: GENE）による「2050年に向けたグロ
ーバル��に�する�州��（European Congress on Global Education to 2050）」が開�さ
れ、DEARは「グローバル・クリティカル・フレンド」として招待されました。（DEAR/��）

��キャラバン

PDFドキュメント

PADLET DRIVE

匿� 11/11 01:48 UTC

������

������

⼩��４年⽣の��⾏事で『１００��』を��しました。��で⼀�に「�界について�え

る」ことができた時間はプライスレス...�
（� 愛）

niigata_seki
PDFドキュメント

PADLET DRIVE

開発��協�（DEAR） 11/10 00:50 UTC

東�都千代⽥��⽥�保�３丁⽬１−６ ��協 �業書センター

東�都千代⽥��⽥�保�３丁⽬１−６ ��協 �業書センター
�の�・�⽥�保�にある��協・�業書センターにて11⽉よりDEARの�材・書籍の���売が
はじまりました�⼿にとってご�になりたい�、�保�散�の�には、ぜひお立ち�りください

👣。⼀�書�には�い�やグッズも�った�しい��さんです。

https://www.ruralnet.or.jp/avcenter/

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1833028728/da6fa618e329ba7d6f7ebef63903556a/________.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1586311444/7efa08424ccf801d3092604f3bf0fb8e/niigata_seki.pdf
https://padlet.com/DEAR_40th
https://www.ruralnet.or.jp/avcenter/


��協・�業書センター

��協・�業書センターは、2021年9⽉27⽇（⽉）に 旧��から300ｍほ
ど離れた場�でリニューアルオープンいたしました。 ぜひご来�くださ
い� 尚、���は下�の�りで電�・ＦＡＸは�更ございません。 ＜�
��＞ 〒101-0051 東�都千代⽥��⽥�保�3-1-6 ⽇�ビル2F �保��
A1�⼝より徒�1� 城南�⽤金�ビル�、珈��の2�です。 電�・ＦＡ
Ｘは�わりません。 TEL�03-6261-4760 FAX�03-6261-4761 ＜�業時間
＞ 平⽇�10:00〜19:00  ⼟��11:00〜17:00 ⽇�・�⽇休業 2021年9
⽉27⽇ ��漁���協�（��協） ��員⼀同 �在地・地�・���
内はこちら �業書センター 〒101-0051 東�都千代⽥��⽥�保�3-1-6
⽇�ビル2F TEL�03-6261-4760 FAX�03-6261-4761 【�業時間】平⽇�10:00〜19:00  ⼟��
11:00〜17:00⽇�・�⽇休業

��協・�業書センター

みずしま財団ライブ 11/09 10:47 UTC

��������東栄�１１−１２ みずしま�料�流� あさがおギャラリー

��������東栄�１１−１２ みずしま�料�流� あさがお
ギャラリー

「コンビナートと��と脱��」と題してフォトランゲージができる�材を作成しました。��

�告はDEAR News 209�（2022年10⽉）に掲�されています。
配布希�者はこちらにおねがいします https://mizushima-f.or.jp/publishing/1977/

開発��協�（DEAR） 11/09 06:19 UTC

�野�����稲３６９ ������

https://www.ruralnet.or.jp/avcenter/
https://padlet.com/livemizushima
https://mizushima-f.or.jp/publishing/1977/
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1881115324/f706db7240dafce2f785c908a771a60a/IMG_9763_768x1024.jpeg
https://padlet.com/DEAR_40th


�野�����稲３６９ ������
南�州・������では11⽉13⽇（⽇）まで���が開�されています。国�協⼒やSDGs��
の�料�⽰では、ポスターなどと併せてDEARの�材や書籍も�⽰し、⼿に�ってご�いただけま
す。お�くの�はぜひいらしてください🍁（��郁�）

匿� 11/07 05:02 UTC

沖��浦��前⽥１１４３ JICA沖�センター

沖��浦��前⽥１１４３ JICA沖�センター
10⽉9⽇〜10⽇の2⽇間、沖��にて平和��指�者�成��を開�しました�沖��内の���
員や��員など20�ほどの��者の�さんと、平和��とは�授業やカリキュラム、�材作成に
ついて�えました。��の��はブログをご�ください。（岩�）

https://dearstaff.blogspot.com/2022/11/blog-post.html

匿� 11/02 00:57 UTC

愛知��古��中��平池�４丁⽬６０−７ JICA中�なごや地�ひろば

meets (JICA 中�なごや地�ひろば)
国�理�・国�協⼒を��するJICA中�なごや地�ひろば内のショップ「meets」にて、�材を⼿
に�ってご�いただき、購�することができます。ぜひ授業やワークショップなどでご活⽤くださ

い�

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1586311444/b483baaddf32a45998dd4cde91586761/IMG_5218.jpg
https://dearstaff.blogspot.com/2022/11/blog-post.html
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1210577074/ccff7c551b64491c322e38710809a687/IMG_9804.jpg


匿� 11/01 01:17 UTC

⽇�、東�都⻄東���戸�１丁⽬１７−２ �戸���

⻄東�� �戸���
⻄東���戸���の女性を��とする国�理���の中で、SDG5とジェンダーの��を��し
ました。「パーム油のはなし」の「ミーナの⼀⽇」���も⽤いつつ、⽇�と�界のジェンダー

不平等について�えました。

�戸����告

PDFドキュメント

PADLET DRIVE

SATOYUKINOKO 11/02 01:25 UTC

�都��都�左��⼀乗�⽵ノ内�２３ �⻄セミナーハウス

�⻄セミナーハウス

��者それぞれの��の思い�から�まり、「�」をめぐる「�」やナチズム、労働、トラクタ

ー、�薬、ジェンダー、�どもの貧�、政�、��、アダム・スミス、�料⾃�率、フードテッ

ク…��に�る内�ながらも、��さんの歴史�者としての�点からのお�は�得⼒のあるもので
した。（�⻄セミナーハウス開発��研��）

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1870776871/1fdb329bb39f8493f6defa3b18cc902d/IMG_2303_2.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1869472777/418719e219ab8eef055b47e3859a09a0/_______.pdf
https://padlet.com/satoyukinoko


��辰史さん�告

PDFドキュメント

PADLET DRIVE

SATOYUKINOKO 11/02 01:27 UTC

�������⼿�３１−３

�������⼿�３１−３
甲南�等��・中��「グローバル・ラボ」の授業の⼀�として、中�３年⽣の２クラスを��

に、�易ゲームの�前授業を��しました。��に��された「暴⼒禁⽌」のルールに「⽬の前

に他のチームの“��”があるけど、これを盗んだら暴⼒やろか�」「なんか先�国はひいきされて
るんちがう��」などの��や�情の�さぶりがあり、そらをふりかえりながらグローバリゼー

ションや、構�的暴⼒などについて�ぶ時間になりました。（��友�）

甲南中���易ゲーム�告

PDFドキュメント

PADLET DRIVE

EUROPEOYAKOCAMP 10/28 19:51 UTC

Düsseldorf

Düsseldorf
 [2022 /5/26-28 ] �州内で⽇��を�ぶ�どもたちと、⽇���師、�が�まって、にほんごで
つながろう�というプロジェクトの�１回⽬をドイツ、デュッセルドルフで開�しました。��

は別の場�で別の��で暮らしている�州内の������の�どもたちと、彼らの先�のよう

な�在のリーダーたちが、このキャンプを�じて、仲間に��えたような喜びを体�することが

できた�別な時間でした。��https://sites.google.com/view/oyakocamp2022/

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1586311444/1c7ceada3c5936d0939d54caae232ae0/________.pdf
https://padlet.com/satoyukinoko
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1586311444/aa7c8751b596dc22c248eec0c1a8f9a4/____________.pdf
https://padlet.com/europeoyakocamp
https://sites.google.com/view/oyakocamp2022/


�1回�州⽇����キャンプ
作成者: �州⽇����キャンプ

YOUTUBE

匿� 11/01 01:19 UTC

エルサレム

エルサレム

5⽉15⽇（⽇）と8⽉21⽇（⽇）にパレスチナ問題について�える「ピーススタディツアー（オンラ
イン）」を⾏いました。8⽉は夏休み��向けバージョンで⼩�⽣の��もあり、⼀�に平和につ
いて�える良い��となりました。�ツアーは11⽉27⽇（⽇）と来年3⽉�にも予�しています�
（⽊�万⾥�）

https://www.ngo-jvc.net/jp/event/event2022/11/20221026-nationalday.html

匿� 10/27 07:54 UTC

Hanoi, ベトナム

Hanoi, ベトナム
9⽉19⽇〜24⽇の6⽇間、ASPBAE（アジア南�平�基�・成���協��）主�の基�リーダーシ
ップ研�（Basic Leadership Development Course�BLDC）に��してきました。研�の��は
ブログをご�ください。（岩�）

http://dearstaff.blogspot.com/2022/10/bldc-in.html

https://www.youtube.com/watch?v=n1Y6s_M6oGQ
https://www.ngo-jvc.net/jp/event/event2022/11/20221026-nationalday.html
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1860886532/becaee6c3e40af58355ed024d0e4899e/HIS_______________.jpg
http://dearstaff.blogspot.com/2022/10/bldc-in.html


匿� 10/25 09:02 UTC

�奈川����

�奈川����

2022年10⽉7⽇、「�界�料デー」⽉間 2022と�������局の共�で、イベント「WORLD
FOOD NIGHT 2022 with �� フードロス 〜『もったいない』の先を�えよう〜」を開�しまし
た�（�界�料デー⽉間���）

WORLD FOOD NIGHT 2022 with �� フードロス 〜「もったいな
い」の先を�えよう〜

セカンドリーグ�奈川 ��援ネットかながわ ��⼤�情�コミュニケ

ーション���⽥�ゼミ HANDS StockBase Wake Up Japan セーブ・
ザ・チルドレン・ジャパン ユナイテッドピープル  国�⽣活�業・消�
者団体��� シナジア HungerZero 国�WFP協� TABLE FOR TWO
International ...

WORLDFOODDAY-JAPAN

匿� 10/23 00:27 UTC

���������⽣�７１９ ���立��中��

���������⽣�７１９ ���立��中��
���内の各中��から代�⽣徒が�まって研��を��しました。�１�は各�の����、

�２�は「�易ゲーム」を⾏いました。��に⾯と向かっての�流は活気にあふれ、��した�

びの時間となりました。（⼩黒�⼀）

DEAR��共有キャラバン
PDFドキュメント

PADLET DRIVE

開発��協�（DEAR） 11/01 01:19 UTC

北��⼩��

北��⼩��

10/8（⼟）にNPO ��さっぽろ⾃由��「�」主�で開�された「来て、⾒て、そして�えて�
⼩�のアイヌ史�をめぐるバスツアー」に��しました。久しぶりのフィールドワーク��でした

が、現地に⾜を�び、�いて、�て、��者と�流することの良さを��しました。（�⽊）

http://sapporoyu.org/

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1210577074/f8a73be8d604195e3eafc0ef71898fa1/IMG_1661.JPG
https://worldfoodday-japan.net/event/report/5261/
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1859731565/933f281bfbf078f8db188c729514fa7d/DEAR__________.pdf
https://padlet.com/DEAR_40th
http://sapporoyu.org/


アイヌツアーのレポート�
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モロッコ マラケシュ

モロッコ マラケシュ
2022年6⽉15⽇〜17⽇に、12年に1回のユネスコ国�成�����（CONFINTEA）の�7回��が
開�されました。DEAR内の成���・��（ALE）プロジェクトより、⼩�井（JNNE事�局�
�）、三宅（JNNE事�局�）、��（DEAR副代�理事）、中�（DEAR事�局�）、伊�
（DEAR事�局）が��しました。
https://ale-dear.net/project/proposal/461/

匿� 10/05 04:38 UTC

東�都���

東�都���⼩⽯川

中� 10⽉1⽇（⼟）CONFINTEA７フォローアップミーティングを開�し、�国から100�を超す
お申し�みがありました。��の成果と��の��について協�しました。

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1586311444/e180ffed1002ff4010e845526996544a/____________.pdf
https://padlet.com/DEAR_40th
https://ale-dear.net/project/proposal/461/
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1586311444/c04df5d050117e9e220999e39be69335/CON7_1.png


【チラシ】CONFINTEA7フォローアップミーティング
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�都��都�

�都��都�

6⽉8⽇（�）に岩﨑�保さん（�⻄NGO協��・元DEAR代�理事）を「�し⼿」に、七�可奈
�さん（DEAR�員）を「�き⼿」に�えてリレートークを開�しました。noteに掲�のレポート
をぜひご�ください�

https://note.com/ngodear/n/na6f8375f55cf

地域で�げ・つなげる開発�� ��者に�くリレートーク［�1
回］レポート｜DEAR｜note
リレートークの�1回⽬は「プレ��」として6⽉8⽇（�）に岩﨑�保さ
ん（ �⻄NGO協�� ・元DEAR代�理事）を「�し⼿」に、七�可奈�さ
ん（DEAR�員）を「�き⼿」に開�しました。 ��友�（DEAR副代�理
事）が�⾏�となり、「開発��の��き、アジアボランティアセンタ

ー、開発��研��、 ...

NOTE（ノート）

SAYAKA MATSUKURA 09/19 05:36 UTC

埼⽟�伊奈���４丁⽬１−１ 伊奈��中

埼⽟�立伊奈��中

中�2年⽣の��的な��の時間の⼀コマです。
”持�可�な開発って���”を�える時間に開発ランキングシートをつかって”開発”�え、�し�
う時間を�けました。

あーでもない、こーでもない、と�し�う中�2年⽣。
開発の現場を⾒てみたい�という声も�（��）

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1804819855/2c4e87782a6bc4061c0ec405ecc6ec84/_____CONFINTEA7_____________.pdf
https://padlet.com/DEAR_40th
https://kansaingo.net/index.html
https://note.com/ngodear/n/na6f8375f55cf
https://note.com/ngodear/n/na6f8375f55cf
https://padlet.com/sayasmile822
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スウェーデン ストックホルム

スウェーデン ストックホルム
ドイツの成���・��（ALE）を�める財団、DVV Internationalの研�でスウェーデンを�問
しました。スウェーデンのALE政策や��を�び、��を�問したり、��団体の��を共有した
り。�主的な成�����（フォルケホイスコーレ）や��⼤�も��しました。（伊�）

http://dearstaff.blogspot.com/2022/09/1.html

開発��協�（DEAR） 11/02 01:29 UTC

東�都千代⽥��⼠⾒１丁⽬１０−１４ 千代⽥�立��中等���� �⼠⾒��

「服・ファッション」の授業やりました

７⽉に中��・����（国�理�）で２回シリーズの「服・ファッション」の授業をやりまし

た。レポートをブログに掲�しています�

http://dearstaff.blogspot.com/2022/09/blog-post.html

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1281244377/0102d3579cc6d60a0ae25ba5af212db7/________.pdf
https://padlet.com/DEAR_40th
http://dearstaff.blogspot.com/2022/09/1.html
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1586311444/792de939d8deb50a722c6ac3976b9a02/simage005.jpg
https://padlet.com/DEAR_40th
http://dearstaff.blogspot.com/2022/09/blog-post.html
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https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1586311444/fbfed02e5981137bcd797478f27bcf9e/fashionws_4.png

