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Ⅴ 実践報告シート

 
 
 
■ 実践報告シート一覧 ―――――――――――――――――――――――― 

 

  ※実践報告を実践した学校等区分ごとに一覧にした。 

 

 

Ⅴ 実践報告シート 

区分 No. 名前 対　象 時間数 タイトル

01 高井 菜穂子 G 小学１年生 ６時間 みんなの　気もち♡

02 山田 真沙美 G 小学１年生 ９時間 あいてをしって、かかわって、こころもからだもぽっかぽか

03 中川 幸 小学４年生/日本語教室 ２時間 ほんとはけんかしたくないねん

04 望月 衛 小学４年生 ３時間 えっ、水ってそんなに大事なの？！

05 駒谷 奈津 E 小学４年生 １０時間 わたしにもできた！ボランティア

06 板倉 めぐみ G 小学５年生 ３時間 おむすび健康計画！～世界と日本を結んで考えてみよう

07 宮嶋 いずみ 小学５年生 ５時間 世界の今と私たちにできること

08 伊藤 樹李 G 小学５年生 ６時間 世界はみーんな つながっている

09 青山 英孝 G 小学５年生 ７時間 芯まで丸かじり！ファンティパイナップル今昔物語

10 大島 風花 E 小学６年生 ３時間 しあわせなら手をつなごう

11 猪飼 美穂子 小学６年生 ４時間 あなたは本当に学校に行きたい？

12 橋本 奈央 小学６年生 ８時間 Dear  世界のみなさま

13 中川 朋子 E 小学６年生 １０時間 エルサルバドルを通して考える世界

14 加藤 未来 G 小学６年生 １２時間 夢は無限大！

15 浅野 順子 中学１年生 １時間 文字が読めないってどういうこと？？？

16 岩田 恵梨子 中学1年生 ２時間 世界の食卓～世界の食の多様性、日本の食の現状を知ろう～

17 中垣 尚子 中学1年生 ２時間 世界に兄弟を見つけよう

18 野村 佳世 E 中学１年生 ４時間 わたしとあなたをつなぐ～エルサルバドル編～

19 野口 哲平 G 中学１年生 ５時間 アフリカの人々の暮らしとその変化

20 藤井 健太郎 G 中学１年生 ７時間 アフリカ州　―第一次産品にたよる経済とそこからの転換―

21 高井 季代子 G 中学１年生 ９時間 みんなの生き方、わたしの生き方

22 河村 有紀 中学１年生 １８時間 私たちが世界のためにできること

23 吹田 沙織 E 中学２年生 ６時間 “救世主の国”＝エルサルバドルを救うことが日本を救う

24 林 雄一 中学３年生 １時間 話し合おう、「貧困」のこと。

25 岩田 真実 高校１年生 ３時間 世界はサラダボウル～みんなちがってみんないい～

26 鈴木 理恵 E 高校１年生 ３時間 エルサルバドルから考える私達の人生に役立てたいこと

27 寺本 圭衣 高校１年生 ５時間 もしも世界が４０人の村だったら・・・

28 長江 孝継 高校1年生 ６時間 貧困と教育

29 市江 文奈 高校１、２年生 ３時間 異文化体験から、「食」について考えてみた

30 樋口 耕平 E 高校２年生 ２時間 夢・夢・夢 人生、夢いっぱい！～エルサルバドル人から学ぶ～

31 榊原 麻起子 高校２年生 ３時間 みんなで生きる、みんなの地球！

32 佐久間 綾花 高校２年生 １０時間 突撃！！総探メンバー！！

33 田中 真弘 E 高校２年生 ２８時間 エルサルバドルから学ぶ ワーク・ライフ・バランス

34 高田 信英 高校３年生 ４時間 アフリカから考えるグローカル

35 山口 貴史 G  特別支援学校小学部５年生 ２４時間 まーは　がーな　（こんにちは　がーな）

36 伊藤 篤志 E 特別支援学校子ども･教員･PTA ７時間 「エルサルバドル」ってどんな国

37 酒井 文子 専門学校生 ６時間 1人の日本人としてできること、1人の看護師としてできること

38 望月 智加 大学1～4年生 １．５時間 自分と世界の子どもたちのつながりを考えよう！

39 穴倉 綾乃 一般/高校生､大学生､社会人 １．５時間 フェアトレード名古屋ネットワーク　ユースチー夢

40 服部 秀子 一般/教員､保護者､大学生等 ２時間 これからの教育の話をしよう！～イエナプラン教育を見て～

41 寺田 卓二 一般/エコパートナー ２時間 みんなで考えるエコパートナー

※凡例：名前の後のE,G：教師海外研修受講者（Eはエルサルバドル、Gはガーナ）　、時間数は１時限＝１時間として表記している。
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