
＜講師派遣実績＞  
【講師派遣件数】 61 件 4,036 ⼈参加 
 
実施⽇ イベント・セミナー・講演タイトル 主催 都道府県 
2017/09/01 国際平和のための世界経済⼈会議ミニ

フォーラム 
広島県 地域政策局 広島県 

2017/09/02 ソーシャルイノベーションサミット
2017in 神⽯⾼原 

株式会社ファンドレックス 広島県 

2017/09/06 YOUPLID〜今⽇からあなたも国際協⼒
プランナー 

特定⾮営利活動法⼈ジーエルエ
ム・インスティチュート 

東京都 

2017/09/13 第 26 回ヒューマンライツセミナー「サ
プライチェーンにおける⼈権侵害」 

反差別国際運動(IMADR) 東京都 

2017/09/13 NGO のための教材づくりセミナー 特定⾮営利活動法⼈ 開発教育協
会 

東京都 

2017/10/19 ワークショップ おいしいチョコレー
トの真実 

⼩平市⽴⼩平第⼗⼀⼩学校 東京都 

2017/10/20 ワークショップ おいしいチョコレー
トの真実 

豊島区⾼南⼩学校 東京都 

2017/10/27 ⼦どもの権利からみる社会（２） 未来
の世代のためのソーシャルアクション 

上智⼤学 東京都 

2017/10/30 川⻄市男⼥共同参画カレッジ講演会 
「何かしたい」をカタチに〜ひとつの⾏
動で社会は変わる〜 

特定⾮営利活動法⼈ SEAN ⼤阪府 

2017/11/07 ACE 活動紹介 鈴⽊寛ゼミ（東京⼤学） 東京都 
2017/11/08 ⼈材育成事業・専⾨講座『NPO と企業

が取り組む社会貢献のススメ〜「得意」
を⽣かして新たな活動を創造する共創
パートナーシップ』 

特定⾮営利活動法⼈ NPO サポー
トセンター 

東京都 

2017/11/11 エシカル消費のためのワークショップ
＆学習会 「この T シャツはどこから
くるの？」 

特定⾮営利活動法⼈みどりの市⺠ ⻑野県 

2017/11/16 かわさきコンパクトセミナー（地域社会
貢献フォーラム） 

川崎市環境局 神奈川県 

2017/11/28 第４回 CSR 研究会 ⼀般財団法⼈企業活⼒研究所 東京都 

2017/11/30 おいしいチョコレートの真実×この T
シャツはどこからくるの？ 

⼤阪いずみ市⺠⽣活協同組合 ⼤阪府 

2017/11/30 団体を運営していくための 7 つのコツ ⽣活協同組合パルシステム神奈川
ゆめコープ 

神奈川県 

2017/12/09 ワークショップ おいしいチョコレー
トの真実 

杉並区⽴和⽥中学校 東京都 

2017/12/14 第 2 回 若者⼒⼤賞受賞者講演会 公益財団法⼈⽇本ユースリーダー
協会 

東京都 
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実施⽇ イベント・セミナー・講演タイトル 主催 都道府県 
2017/12/15 SDGs 時代の NGO と他セクターとの連

携〜ACE の事例 
特 定 ⾮ 営 利 活 動 法 ⼈ 国 際 協 ⼒
NGO センター（JANIC） 

東京都 

2017/12/15 第 3 回「児童労働 × 市⺠活動」で、 佐
賀を変える、佐賀から世界を変える 

公益財団法⼈佐賀未来創造基⾦ 佐賀 

2017/12/16 東京都⼈権プラザ⼦供⼈権教室 公益財団法⼈東京都⼈権啓発セン
ター 

東京都 

2018/01/13 ⾼校 2 年 国際理解のための講演会 仙台⽩百合学園中学・⾼等学校 宮城県 
2018/01/26 集中講義「児童と開発」 桜美林⼤学 東京都 
2018/01/27 消費⽣活講座 ⼤⼈編 近江⼋幡市消費⽣活センター 滋賀県 

2018/01/27 公開講演会「アフリカ潜在⼒」と現代世
界の困難の克服 

京都⼤学⼤学院 京都府 

2018/01/28 国際理解教育ひろば ⻘年海外協⼒隊茨城県 OV 会 茨城県 
2018/01/28 JICA 連続セミナー （第 4 回） 市⺠ネットワーク for TICAD 東京都 

2018/02/06 ワークショップ おいしいチョコレー
トの真実 

東久留⽶市⽴⼩⼭⼩学校 東京都 

2018/02/09 MS&AD みんなの地球プロジェクト MS&AD インシュアランス グル
ープ ホールディングス株式会社 

東京都 

2018/02/13 福岡県消費⽣活研修会 福岡県、福岡県⽣活協同組合連合
会 

福岡県 

2018/02/15 ワークショップ おいしいチョコレー
トの真実 

杉並区井荻⼩学校 東京都 

2018/02/20 ⼤川印刷 SDGs 元年〜持続可能な社会
を実現するために 地域企業ができるこ
と〜 

株式会社⼤川印刷 神奈川県 

2018/02/23 おいしいチョコレートの真実×この T
シャツはどこからくるの？ 

⼤阪いずみ市⺠⽣活協同組合 ⼤阪府 

2018/02/25 第８回とっとり消費者⼤学公開講座 ⿃取県消費⽣活センター ⿃取県 
2018/03/01-
02 

サステナブルブランド国際会議 2018東
京（持続可能なサプライチェーン/ビジ
ネスと⼈権） 

株式会社博展 東京都 

2018/03/03 ⽯川県ユニセフ協会設⽴ 5 周年記念式
典 記念講演 

⽯川県ユニセフ協会 ⽯川県 

2018/03/13 ワークショップ おいしいチョコレー
トの真実 

葛飾区⽴⻲⻘⼩学校 東京都 

2018/04/19 2018 南河内北スタート学習会 ⼤阪いずみ市⺠⽣活協同組合（南
河内北エリア） 

⼤阪府 

2018/04/21 2018 年度春学期 ⼈間環境セミナー 
『「持続可能な開発⽬標（SDGs）」と私
たちー2030 年を⾃分事化するー』 

⼀般社団法⼈ SDGs 市⺠社会ネッ
トワーク 

東京都 

2018/04/25 ロータリークラブ例会卓話 横浜⼭⼿ロータリークラブ 神奈川県 
2018/05/21 おいしいチョコレートの真実×この T

シャツはどこからくるの？ 
⼤阪いずみ市⺠⽣活協同組合（南
河内南エリア） 

⼤阪府 
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実施⽇ イベント・セミナー・講演タイトル 主催 都道府県 
2018/05/22 スタート学習会 ⼤阪いずみ市⺠⽣活協同組合（泉

州中エリア） 
⼤阪府 

2018/05/23 おいしいチョコレートの真実×この T
シャツはどこからくるの？ 

⼤阪いずみ市⺠⽣活協同組合（泉
州南エリア） 

⼤阪府 

2018/05/24 おいしいチョコレートの真実×この T
シャツはどこからくるの？ 

⼤阪いずみ市⺠⽣活協同組合（堺
南エリア） 

⼤阪府 

2018/05/25 社会貢献活動⼊⾨ 東洋⼤学 東京都 
2018/05/25 スタート学習会 ⼤阪いずみ市⺠⽣活協同組合（泉

州北エリア） 
⼤阪府 

2018/05/29 NPO と NGO ⽇本⼥⼦⼤学 東京都 
2018/05/30 JANIC Conference 特定⾮営利活動法⼈ 国際協⼒

NGO センター（JANIC) 
東京都 

2018/06/11 国際 A「国際協⼒と社会貢献」  東京学芸⼤学附属国際中等教育学
校 

東京都 

2018/06/16 地域づくりと SDGs 特定⾮営利活動法⼈まちなか研究
所わくわく 

沖縄県 

2018/06/20 ⼈⽂コース ESD 講演会 宮城県富⾕⾼等学校 宮城県 
2018/06/25 総合学習 横浜雙葉⾼等学校 神奈川県 
2018/07/02 NGO の評価に関するシンポジウム 特定⾮営利活動法⼈アーユス仏教

国際協⼒ネットワーク 
東京都 

2018/07/04 エシカルサミット「エシカル 2018」サ
プライチェーンの⼈権課題〜児童労働
と現代奴隷〜 

⽇本エシカル推進協議会 東京都 

2018/07/09 ⼩林史明先⽣と未来を考える⼥性の会 株式会社ジャパンタイムズ 東京都 
2018/07/11 くらしに役⽴つ講座 台東区役所 東京都 
2018/07/23 パルシステム神奈川テーマ別連絡会 ⽣活協同組合パルシステム神奈川

ゆめコープ 
神奈川県 

2018/07/26 SDGs のための国際貢献と国際連帯税
を考えるシンポジウム 

グローバル連帯税フォーラム（g-
tax） 

東京都 

2018/08/01 ⼦どもたち集まれ！キッズ Con.チャレ
ンジ 

⽬⿊区消費⽣活センター 東京都 

2018/08/08 親⼦夏休み講座「チョコからちょこっと
のぞく！地球のミ 
・ラ・イ」 

東京都多摩消費⽣活センター 東京都 

2018/08/30 「タケダ・いのちとくらし再⽣プログラ
ム」テーマ別研修 

特定⾮営利活動法⼈ ⽇本 NPO セ
ンター 

東京都 

 
 

  


