2019年度

教師海外研修

第1回 国内事前研修

【ゴール】
・教師海外研修の概要理解とチームビルディング
・日本人移民についての理解を深め、現地研修およびワークショップ作成時の視点として「移民」を取り入れる土台ができている
・各自のこれまでの実践、所属先の状況、授業での支援について、疑問やうまくいっていないことなどを共有し、次回につなげる

2019年6月22日(土)
時間

内容
受付

9:40-9:50

担当

場所

MRI（運営事務局）

【教師海外研修について】
9:50-10:10
（20分）

・教師海外研修

開講式

（全体司会：MRI）

・教師海外研修の目的・期待すること

JICA横浜 市民参加協力課

・スタッフ紹介
10:10－10:30
（20分）
10:30-11:20
（50分）

【参加者自己紹介①】

MRI

【研修の進め方とゴール共有】

JICA、MRI

11:20-11:30

休憩
【参加者現状共有①】15分×4名

11:30-12:40
（60分）

「多文化共生と移民」について児童生徒の現状（問題）を共有

→「授業」として

どのようなことができるかを想像しながら、伝えたいこと、手法などモヤモヤを洗

MRI

い出す。
12:40-13:40
13:40-14:30
（50分）
14:30-14:50
（20分）

昼食・休憩
【参加者現状共有②】15分×3名

15:00-15:50
（50分）

（60分）
17:00-17:20
（20分）
17:20-17:30
（10分）

MRI

今後の研修にむけて、課題の整理
休憩・移動
【見学：移住資料館】

15:50-16:00
16:00-17:00

MRI

【ふりかえり】

14:50-15:00

会議室

海外日系人協会
休憩・移動

【ふりかえり】
移住資料館見学のふりかえりと移民についてさらに知りたいこと、児童生徒に伝え

MRI

たいことの整理
【渡航ブリーフィング】
提出書類回収、保険手続等

【事務連絡】（次回の研修についてなど）

旅行会社

MRI

1

2019年度

JICA横浜

国際理解教育/開発教育教員セミナー（基礎編）
2019年度 教師海外研修

日：6月29日（土）

第2回 国内事前研修

場所：JICA横浜 ４階 かもめ

【教師海外研修参加者：研修のねらい】
・開発教育に対する理解を深める（概要、手法、教材など）
・ワークショップを体験することで、ワークショップ作成にむけてイメージをつ
かむ

時間

内容

10：00-10：10

10 開会のあいさつおよびスタッフ紹介

10：10-10：40

30

10：40-10：45

5

10：45-12：00

75

【レクチャー】
「開発途上国の現状とJICAの取り組み」
休憩
【レクチャー】

「開発教育の理念とその方法」
12：00-13：00 60 昼食・休憩

担当
運営事務局（メディア総合研究所）
JICA横浜

K-DEC：早稲田大学 教授

ワークショップ体験
13：00-14：30

90 （JICA横浜という地域性を鑑みて、「多文化共生」等 K-DEC：
をテーマにしたもの）

14：30-14：40

10 休憩

14：40-16：10

90 ワークショップ等のふりかえりと分析

16：10-16：20

10 休憩

16：20-17:00

40

17:00－17:10

10 閉会

MRI

・教師海外研修（ブラジル）実践授業紹介

実践授業紹介：

・教師海外研修ＯＢ会「Asante!」の取り組み紹介

Asante!：
アンケート、JICA挨拶

山西優二氏

2019年度

教師海外研修

第3回国内事前研修：7/13（土）14（日）
場所：4階 かもめ

【研修のねらい】
・ブラジル事情、ブラジルにおけるJICAの活動を理解する
・日本に戻ってきた日本人移民、在日外国人についての理解を深める
・多文化共生についての理解を深める
・ワークショップの骨子を作成することで、各自の海外研修に向けたねらいをより明確にする

1日目：7/13（土）
時間
9：40-9：50

内容
受付

担当
MRI

9：50-10：35
（45分）

【海外研修準備＆渡航ブリーフィング】
・海外研修日程の説明
・旅券（査証取得済み）・航空券の手交

旅行会社
JICA

10：35-11：35
（60分）

【ブラジル事情】
【ブラジルでのJICA活動】

JICA 中南米部

11：35-12：20
12:20-13:00

昼食・休憩
JICA横浜～桜木町駅～鶴見駅まで移動

13:00～14:00

講義「ABCジャパン活動内容」「ABCが考える多文化共生」

14:00～17:00

鶴見地区フィールドワーク
14:10 ABCジャパン
14:40 鶴見線まで移動
14:50 鶴見線ホーム時計見学
15:00 鶴見線発
15:10～15:40
仲通り散策
16:00～16:10 東漸寺
16:20～16:35 鶴見沖縄県人会、沖縄物産店
本町通り散策
17：00 鶴見地区●●料理店へ

17:30～20:00

鶴見地区料理店（予定）にて夕食会

21:00（予定）

JICA横浜到着

11:50-12:40
（50分）
12:40－13:40
13:40－14:40
（60分）

担当

内容
受付

9：20－9:30

10:20-10:30
10:30-11:50
（80分）

ABCジャパン 横江美智子氏

JICA横浜宿泊

2日目：7/14（日）
時間
9:30-10:20
（50分）

NPO法人ABCジャパン

ワークショップ】
・前日のふりかえり
（ワークショップ作成準備として、児童生徒に伝えたいことをまとめる）
休憩

MRI

【講義】「日本の子どもたちに移民を伝える意義と手法（仮）」

中央大学 森茂 岳雄 氏

【SDGs講義＆ワークショップ】
SDGsにかんする講義と、ミニワーク体験

JICA

昼食・休憩
【教材、素材紹介】
ワークショップ作成の準備として、特に多文化共生をテーマにした教
材、素材を紹介し、ねらい、手法などのイメージをつかむ

14:40－14:50

MRI
K-DEC 小野行雄氏

休憩

14:50－16:20
（90分）

【ワークショップ骨子案作成】
日本人移民、多文化共生をテーマにしたそれぞれのワークショップ骨子を作成
する
①意義（なぜこのテーマを学ばさせるのか）
②内容（何を学ばせたい、気づかせたいのか）
③方法（どのように学ばさせるのか：問い、活用資料、アクティビティの概要）

MRI

16:20－17:20
（60分）

【出発前最終調整】
・安全対策について（動画視聴）
・現地交流プログラムに向けた準備
・役割分担の最終確認 等

MRI

17:20－17:30

事務連絡

2019年度

教師海外研修

国内事後研修

（1）第1回国内事後研修
日時：2019年8月24日（土）
場所:JICA横浜
【研修のねらい】
・海外研修の振り返り
・教師海外研修で得た素材の整理
・ワークショップドラフト版を完成させる

時間
9：50-10：00

内容

担当

受付

運営事務局

10:00－10:50
（50分）

【報告を兼ねたふりかえり】

MRI

10:50－11:00

休憩

11:00－12:00
（60分）

各自資料整理

12:00－13:00

資料館、図書館訪問など自由に
昼食

13:00－14:00
（60分）

【講義＆ワークショップ】
ワークショップ作成～完成に向けて改めて留意
事項等を確認する
MRI他
・ワークショップの完成および実践に向けて
・持続可能な実践のために
・学習者の評価について

14:00－17:20
（170分）
（途中休憩）

【ワークショップ作成】
ドラフト版の完成

17:20－17:30

事務連絡

MRI、K-DEC

2019年度

教師海外研修

国内事後研修

（1）第2回国内事後研修
日時：2019年9月14日（土）
場所:JICA横浜 会議室1
【研修のねらい】
・ワークショップドラフト版を実演し、フィードバックをもらう
・ワークショップドラフト版のブラシュアップ
時間
内容

担当

9：50-10：00 受付

運営事務局

10:00-12:30 【ワークショップドラフト版作成】
（150分）
ワークショップの作成、最終調整

MRI

12:30－13:30 昼食
13:30－16:00 【ワークショップドラフト版実演】
（150分）
ワークショップ①、②の実演とふりかえり

MRI、K-DEC、過年度参加者

【ワークショップ作成】
16:00－17:20
フィードバックをうけてブラシュアップし、ワー MRI
（80分）
クショップを完成させる
17:20－17:30 事務連絡（実践授業参観について）

MRI

等

