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これまでの四国ＮＧＯ研修 

 

四国NGO 研修 

 日時 場所 参加者数 内容 

第1 回 
2004 年10 月30 日（土） 

9：00～16：30 

愛媛大学法文学部本館 

8 階 大会議室 
28 名 

１．課題発見ワークショップ「ＳＷＯＴ」分析 

2．講演「地域のＮＧＯと世界の国際協力」 

（講師：廣野良吉・成蹊大学名誉教授） 

第2 回 2005 年2 月27 日（日） 
高知男女参画センター 

「ソーレ」 
24 名 

１． いかに支援者・資金の拡大を図るか？ 

（講師：山崎唯司・JANIC 事務局長） 

2．広報のしかた（講師：新田恭子・セカンドハンド代表） 

第3 回 2005年6月4日（土）～5日（日） 
徳島大学総合科学部 

3 号館「スタジオ」 
24 名 

１． JICA 草の根技術協力事業について 

（小林雪冶・JICA 国内事業部） 

2．プロポーザル作成のワークショップ 

（福士庸二・TICO 事務局長） 

第4 回 
2006 年1 月15 日（日） 

9：00～17：30 
香川県社会福祉総合センター 20 名 

草の根技術協力（草の根協力支援型）PCM 研修 

（講師：杉原まゆみ・FASID） 

第5 回 
2006 年6 月4 日（日） 

9：00～16：00 

愛媛大学法文学部本館 

８階大会議室 
70 名 

１． アジアの途上国に於けるコミュニティ防災のやり方について 

（講師：ラジブ・ショウ・京都大学大学院地球環境学舎助教授） 

2．災害時における在外外国人支援 

（講師：羽賀友信・長岡市国際交流センター長） 
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第6 回 

2006 年12 月2 日（土） 

14：00～18：00 

３日（日） 

9：00～12：00 

高知大学朝倉キャンパス共通

教育棟１号館 
54 名 

１．四国内の各大学に於ける「四国・国際協力論」の実施状況について発表 

２． ＮＧＯ、大学、ＪＩＣＡ間の連携についての事例紹介及び説明（講師：藤野達也・ＰＨ

Ｄ協会総主事代行） 

３． 実施状況、事例紹介を受けて、学生を巻き込んでの全体 

４． 平成19 年度以降の「四国・国際協力論」の実施方法に関する話し合い 

第7 回 
2007 年6 月23 日（土） 

8：40～14：00 
JICA 四国支部会議室 26 名 

１．ラウンドテーブルの理念や構想について 

２． 各団体の活動及び近況報告 

３． これまでのＪＩＣＡとＮＧＯの連携を振り返ってのグループディスカッション 

第8 回 

2008 年2 月23 日（土） 

13：30～17：00 

24 日（日）9：00～12：00 

徳島県青少年センター 30 名 
ワークショップ 

（講師：桜本哲也・大阪府立学校人権教育研究会） 

第9 回 

2008 年7 月5 日（土） 

13：30～17：00 

6 日（日）9：00～12：00 

こうち男女共同参画センター

「ソーレ」 
31 名 

事業の評価の仕方～国際協力のプロジェクトを第三者の視点で見る～ 

（講師：木下理仁・かながわ開発教育センター事務局長） 

第10 回 
2009 年2 月7 日（土） 

13：30～17：00 
愛媛県国際交流センター 33 名 

「国際協力を市民にどう伝えるか」～国際協力団体の広報戦略について（パネルディス

カッションとワークショップ） 

（講師：中井寛・愛媛新聞社経済部副部長・県庁記者クラブデスク、 

宇都宮民・フリーアナウンサー、 

友成晋也・JICA 広報課長） 

第11 回 
2009 年6 月7 日（日） 

13：30～16：30 

徳島大学常三島キャンパス 1

号館309 号教室 
29 名 

「NGO とネットワーク」 

（講師：国際協力NGO センター事務局長 下澤 嶽 氏） 

第12 回 
2010 年2 月6 日（土） 

13：30～17：00 
アイパル香川 20 名 

１．「持続可能な開発のための教育とは？」 

（講師：ESD-J 理事 竹内 よし子 氏） 

２．「教育現場における国際（理解）教育の進め方」 

（講師：高松市立紫雲中学校教諭 工藤 護 氏） 
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第13 回 
2010 年7 月10 日（土） 

13：30～17：00 

こうち男女共同参画センター 

「ソーレ」 
34 名 

「スタディツアーの企画の立て方 ～企画者・参加者が満足するスタディツアーとは」 

１． 講演「より学びの多いスタディツアーにするために」 

   講師：特定非営利活動法人地球の友と歩む会 事務局長 米山 敏裕 氏 

２． パネルディスカッション 

・ 事例紹介 公益社団法人セカンドハンド 新田 恭子 氏 

・ パネルディスカッション：パネリスト：米山 敏裕 氏 

                        新田 恭子 氏 

第14 回 
2011 年3 月5 日（土） 

16：00～21：00 
松山ユースホステル 20 名 

組織強化のための振り返り 

「弱い部分」の補い方 

第15 回 
2011 年7 月2 日（土） 

13：00～15：00 

徳島大学常三島キャンパス 

共通教育4 号館203 講義室 
29 名 

「ユネスコスクールについて」 

（講師：鳴門教育大学教員教育国際協力センター長 近森 憲助 氏） 

第16 回 
2012 年3 月9 日（金） 

16：00～18：00 
ニッセイ高松ビル共用会議室 28 名 フェアトレードについて 

第17 回 
2012 年7 月14 日（土） 

15：00～18：00 
高知共済会館 22 名 

東ティモールコーヒーを通して考えるこれからのフェアトレード 

（講師：特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン 大石 雅美 氏） 

第18 回 
2012 年12 月7 日（金） 

13：00～18：00 

松山市男女共同参画推進セン

ター（コムズ） 
64 名 

地域国際化ステップアップセミナーin 四国 

基調講演：グローバル人材が生まれる！育つ！地域づくりの秘訣！ 

（講師：長岡市国際交流センター「地球広場」センター長 羽賀 友信 氏） 

分科会 

第19 回 2014 年2 月15 日（土） ニッセイ高松ビル12階会議室 15 名 
NGO/NPO のファンドレイジング～ファンドレイジングはファン度レイジング～ 

（講師：ファン度レイジング・マーケティング代表 東森 歩 氏） 
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第20 回 2014 年7 月5 日（土） 
高知人権啓発センター６Ｆホー

ル 
14 名 

「地域発・国際協力の意義・意味の可視化」 

（講師：中国児童教育援助協会 菅 未帆 氏） 

第21 回 2015 年2 月7 日（土） 西条総合文化会館2 階和室 33 名 
「『伝える・伝わる、届ける・届く』広報とは？」 

（講師：合同会社コーズ・アクション 菅 文彦 氏） 

第22 回 2015 年7 月11 日（土） 
徳島県シビックセンター3 階 

活動室3 
20 名 

「『だれ』に『なに』を『どのよう』に」 

（講師：JICA 広報室広報課  五味 誠一郎） 

第23 回 2016 年7 月3 日（日） 
高知市立自由民権記念館 研

修室3 
21 名 

逗子市!!フェアトレードタウンを目指して 

（講師：長坂 寿久） 

第24 回 
2017 年7 月1 日（土） 

11:00～15：00 

香川県社会福祉総合センタ

ー7 階 第1・2 中会議室 

82 名 

（内SNN 

20 名） 

 

ESD 学びあいフォーラムの開催－SGDｓでつくる四国の未来－ 

1. 基調講演：JICA 企画部参事役（SDGｓ推進班）  紺屋健一 

2. パネルディスカッション： 

 （パネリスト）四国EPO 運営委員長 井上修、愛媛大学教育学部付属小学校教諭 

今永晴香、JICA 四国支部長 高橋政俊、四国地方 ESD 活動支援センター長 近

森 憲助、認定特定非営利活動法人NPO 高知市民会議理事 山﨑水紀夫 

（コーディネーター） えひめグローバルネットワーク 竹内よし子 

3. SDGｓ展示見学会（JICA 四国） ※15:30～ 
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