
＜講師派遣実績＞  

【講師派遣件数】 80 件 7,969 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 

2016/09/01 平和学習 埼玉県富士市立本郷中学校 埼玉県 

2016/09/04 宣教部 講演会 カトリック二宮教会宣教部 神奈川県 

2016/09/04 新世代と共に考えるグローバルセミナー 福井東ロータリー 福井県 

2016/09/07 YOUPLID 

～今日からあなたも国際協力プランナー 

ジーエルエム・インスティチュ

ート 

東京都 

2016/09/28 SDGs 講座＠SAGAMI  

「この T シャツをつくる人、つくられるとこ

ろ～ファッションビジネスの裏の「現実」」 

相模女子大学高等部 神奈川県 

2016/09/30 平成 28 年度消費生活リーダー養成講座 北海道消費者協会（札幌） 北海道 

2016/10/01 消費者教育 フェアトレード 小樽市役所 北海道 

2016/10/11 NPO 法制定記録活用プロジェクト ＮＰＯまちぽっと 東京都 

2016/10/14 2016 国際平和のための世界経済人会議 一般社団法人ＲＣＦ(広島) 広島県 

2016/10/17 平成 28 年度消費者問題マスター講座 東京都消費生活総合センター 東京都 

2016/10/21 世界の 12 歳 立川市柏小学校 東京都 

2016/10/26 人権教育講和 栃木立那須拓陽高等学校 栃木県 

2016/10/26 でぃのせしサロン ディノス・セシール 東京都 

2016/10/27 2016 年国連デー 上智大学・GCNJ 

ジョイントイベント 

グローバルコンパクトネットワ

ークジャパン 

東京都 

2016/11/06 第 12 回 国際教育研究会 にいがた NGO ネットワーク 国

際教育研究会 

新潟県 

2016/11/10 『みんなから共感を得るためのコツとは？～

児童労働から子どもを守る「NGO ACE」から

学ぶ～』 

くまもと未来創造基金準備会 熊本県 

2016/11/11 一粒のチョコレートから～ガーナ便り～ 福島県立あさか開成高等学校 

国際部 

福島県 

2016/11/11 システムデザイン・マネジメント特別講義 慶應義塾大学大学院システムデ

ザイン・マネジメント研究科 

神奈川県 

2016/11/22 複雑系未来教育会議 複雑系未来教育会議 東京都 

2016/11/23 文科省「経済社会の発展を牽引するグローバ

ル人材育成支援」事業採択大学東日本第 2 ブ

ロック・イベント グローバル人材育成フォ

ーラム 

中央大学（グローバル人材育成

フォーラム） 

東京都 

2016/11/24 「サスティナブルな社会に向けて行動しよ

う」～株式会社福市 10 周年に寄せて～ 

株式会社福市 東京都 

2016/11/29 アジアの社会と文化 B 青山学院女子短期大学 東京都 

2016/11/29 人権集会 本庄市立中央小学校 埼玉県 

2016/12/03 モーニングセミナー 杉並区西倫理法人会 東京都 

2016/12/03 「伝えるコツ」セミナー in Yokosuka 「伝えるコツ」横須賀市立市民

活動サポートセンター 

神奈川県 



 2 

実施日 イベント・セミナー・講演タイトル 主催 都道府県 

2016/12/13 建設産労懇第 16 回総会セミナー 建設産業労働組合懇話会  東京都 

2016/12/14 国際協力フィールドワーク（インド） 桜美林大学 東京都 

2016/12/15 宮城県高等学校国際教育研究会 宮城県高等学校国際教育研究会 宮城県 

2016/12/16 生活科学センターを活用した消費生活講座 埼玉県消費生活支援センター 埼玉県 

2016/12/17 フェアトレードの最前線 東海大学教養学部（アースミュ

ージアム pj「人間学２」）  

神奈川県 

2016/12/18 12 月ネットワークミーティング フェアトレード関東ネットワー

ク（FTSN） 

東京都 

2017/01/12 平成 28 年度消費者教育公開授業 群馬県生活文化スポーツ部 

消費生活課 

群馬県 

2017/01/14 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 

2017/01/16 CSR アジア東京フォーラム 2017 CSR アジア東京事務所 東京都 

2017/01/17 2016 年度ガーナ活動報告 森永製菓 東京都 

2017/01/18 生活科学センターを活用した消費生活講座 埼玉県消費生活支援センター 埼玉県 

2017/01/19 職場内研修会 フランシスコ修道院 東京都 

2017/01/24 生活科学センターを活用した消費生活講座 埼玉県消費生活支援センター 埼玉県 

2017/01/25 BOP ビジネス研究会 東京富士大学 BOP ビジネス研究会 東京都 

2017/01/28 職業を考える 国際人育成支援協会 東京都 

2017/02/01 JCB 社会貢献プログラム  

チョコレートの真実 

株式会社ジェーシービー/公益

社団法人日本フィランソロピー 

東京都 

2017/02/04 消費生活セミナー ～今年のバレンタインデ

ーは一揆が起こる？！～ 

横浜市緑区役所地域振興課 神奈川県 

2017/02/04 「鳥の王さま」特別講演 世田谷区親子読書会 東京都 

2017/02/04 NPO・ボランティア基礎講演会  

「フェアトレードを考えよう～バレンタイ

ン・デーにできること」 

北区市民活動推進機構(ボランテ

ィアプラザ) 

東京都 

2017/02/09 都区市町村消費者行政担当職員研修 東京都消費生活総合センター

（墨田区） 

東京都 

2017/02/10 フェアトレードチョコレート講演会 セブン＆アイ・ホールディングス 東京都 

2017/02/10 NGO 組織強化の知恵セミナー  

ACE の「学習する組織づくり」に学ぶ 

JANIC 組織セミナー 東京都 

2017/02/15 三鷹市市民のくらしを守る会議委員学習会 三鷹市消費者活動センター 東京都 

2017/02/15 生活科学センターを活用した消費生活講座 埼玉県消費生活支援センター 埼玉県 

2017/02/20 持続可能な消費と生産（つくる責任 つかう

責任）～市民と企業の情報交流～ 

環境市民 東京都 

2017/02/20 ワークショップ「おいしいチョコレートの真

実」 

本庄市立中央小学校 埼玉県 

2017/02/21 第 10 回エシカル朝食会 エシカル朝食会 東京都 

2017/02/21 生活科学センターを活用した消費生活講座 埼玉県消費生活支援センター 埼玉県 

2017/02/24 桜美林大学 集中講座 桜美林大学 集中講座 東京都 

2017/02/27 NPO 法人広報スタッフ養成講座検討学習会 川崎市 市民文化局コミュニテ

ィ推進部 市民活動推進課 

神奈川県 
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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 

2017/03/07 高知県のくらしのサポーター  

フォローアップ研修 

高知県立消費生活センター 高知県 

2017/03/15 人権講演会 神奈川県立追浜高等学校 神奈川県 

2017/03/15 おいしいチョコレートの真実~児童労働をな

くすために、今できることを見つけよう~ 

啓明学園中学校 東京都 

2017/03/17 人権教育 埼玉県川口高校 埼玉県 

2017/05/08 恵比寿ソーシャル映画祭（映画「バレンタイ

ン一揆」上映） 

株式会会社ピープル・フォーカ

ス・コンサルティング 

東京都 

2017/05/20 フェアトレードを通じてめざすエシカル(倫理

的)な消費者 

消費者ネット・しが 滋賀県 

2017/05/31 Social Good Award  

-社会にいいことを考える 3 日間 

Schoo 東京都 

2017/06/07 インドのコットン生産地域での児童労働と支

援活動について 

アレセイヤ湘南高等学校 神奈川県 

2017/06/13 児童労働とフェアトレード 神奈川大学国際経営研究所 神奈川県 

2017/06/22 地球社会Ⅷ 専門事例（地球市民と企業） 清泉女子大学 東京都 

2017/07/06 児童労働問題学習会 NTT 労働組合西日本本社総支部 大阪府 

2017/07/11 ワークショップ 

「この T シャツはどこからくるの？」 

宮城県富谷高等学校 宮城県 

2017/07/12 ワークショップ 

「この T シャツはどこからくるの？」 

東北学院中学校 宮城県 

2017/07/14 社会貢献に関する知識・スキル習得支援 

セミナー 

JTB グループ労働組合連合会 東京都 

2017/07/15 SGH グローバルミニ講演会 福井県立高志高等学校 福井県 

2017/07/19 ワークショップ 

「おいしいチョコレートの真実」 

渋谷区立上原中学校 東京都 

2017/07/24 社会貢献に関する知識・スキル習得支援 

セミナー 

JTB グループ労働組合連合会 東京都 

2017/07/25 平成 29 年度埼玉県教職員等消費者教育セミナー 埼玉県教職員等消費者教育セミナー 埼玉県 

2017/07/26 第 51 回テラ・スタイル東京 2017 特定非営利活動法人テラ・ルネ

ッサンス 

東京都 

2017/08/04 教員向けセミナー 

「この T シャツはどこからきたの？」 

横須賀市教育委員会教育指導課 神奈川県 

2017/08/08 おいしいチョコレートの真実 ～作る人も食

べる人も幸せになる方法を考えよう～ 

東京都多摩消費生活センター 東京都 

2017/08/08 夏季集中講義「国際福祉援助」 関東学院大学社会学部 神奈川県 

2017/08/09 世界一受けたいフェアトレードの授業 

～若者のための夏期集中講座～ 

公益財団法人愛知県国際交流協会 愛知県 

2017/08/24 国際オーガニック EXPO2017  

女性に響くオーガニックとエシカル視点 

国際オーガニック EXPO 事務局 東京都 

2017/08/31 ワークショップ 

「おいしいチョコレートの真実」 

東京都豊島区立要小学校 東京都 
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