
＜講師派遣実績＞  

【講師派遣件数】 76 件 8,577 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 

2015/9/3 ワークショップ「この T シャツはどこからく

るの？」 

独立行政法人国民生活セン

ター 

神奈川県 

2015/9/10 "ようこそ、国際協力の世界へ！国際協力の仕

組み 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 

2015/9/11 私たちの暮らしから考える児童労働 Radix の会（らでぃっしゅぼ

ーや） 

東京都 

2015/9/13 「東日本大震災 X ユースチャレンジ～伝える

ことから生まれるもの～」 

市民社会創造ファンド 宮城県 

2015/9/25 ワークショップ「この T シャツはどこからく

るの？」 

ルミネ 東京都 

2015/9/28 児童労働について考える 福井東ロータリークラブ 福井県 

2015/10/3 市民のための環境公開講座 「社会を変えるシ

ゴト」 

損保保険ジャパン日本興亜

株式会社 CSR 部 

東京都 

2015/10/4 グローバルフェスタ JAPAN2015 「エシカル

トーク」 

JANIC（グローバルフェス

タ） 

東京都 

2015/10/5 ワークショップ「チョコっと世界をのぞいてみ

よう」 

北海道消費者協会 北海道 

2015/10/5 国際理解とフェアトレードについて 神奈川県立氷取沢高等学校 神奈川県 

2015/10/20 ワークショップ「この T シャツはどこからく

るの？」 

東京都消費生活総合センタ

ー 

東京都 

2015/10/22 映画「バレンタイン一揆」上映会＋講演会 東洋大学 東京都 

2015/11/5 ワークショップ「チョコっと世界をのぞいてみ

よう」 

JANIC（SAKAE ソーシャル

カレッジ） 

東京都 

2015/11/6 Fair Finance Guide １周年記念セミナー A SEED JAPAN 東京都 

2015/11/7 創立 50 周年記念式典・パーティー「50 年後の

市民社会～私たちがボランティア・NPO を応

援したらこんな未来が拓ける」 

社会福祉法人大阪ボランテ

ィア協会 

大阪府 

2015/11/9 ワークショップ「おいしいチョコレートの真

実」 

立川市立 柏小学校 東京都 

2015/11/10 インドでの児童労働について 中央大学法学部 神奈川県 

2015/11/14 ワークショップ「チョコっと世界をのぞいてみ

よう」 

順天中学校 東京都 

2015/11/14 今、子どもの人権を考える～世界で、日本で」 日本教職員組合 東京都 

2015/11/18 ワークショップ「この T シャツはどこからく

るの？」 

独立行政法人国民生活セン

ター 

神奈川県 

2015/11/19 ワークショップ「この T シャツはどこからく

るの？」 

JANIC（SAKAE ソーシャル

カレッジ） 

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 

2015/12/2 ワークショップ「この T シャツはどこからく

るの？」 

ＪＲ東日本ＳＣフォーラム

事務局 

東京都 

2015/12/5 映画「バレンタイン一揆」上映会＋講演会 福井東ロータリークラブ 福井県 

2015/12/6 ワークショップ「この T シャツはどこからく

るの？」 

河北町国際交流会 山形県 

2015/12/7 寄付月間～Giving December～記念シンポジ

ウム「ここから、日本の寄付の新しい時代を開

けよう」 

寄付月間 東京都 

2015/12/10 フェア・トレードがもたらす世界 ～「フェア

トレード・チョコ」で“ブッシュ・ド・ノエル” 

を作ろう！ 

東京都多摩消費生活センタ

ー 

東京都 

2015/12/11 グローバル企業としてできること/アジアの子

どもたちの未来に向けて 

全日本空輸（株） 東京都 

2015/12/11 ガーナを中心とした、世界の現状と課題につい

て 

横浜市立みなと総合高等学

校 

神奈川県 

2015/12/16 「国際協力フィールドワーク(インド)」 ～イ

ンドのコットン生産地での事例から 児童労働

問題について考える～  

桜美林大学 東京都 

2015/12/16 勤怠システム「チームスピリット」導入事例紹

介 

NPO サポートセンター 東京都 

2015/12/18 グローバル企業としてできること/アジアの子

どもたちの未来に向けて 

全日本空輸（株） 千葉県 

2015/12/18 児童労働とチョコレート かながわ湘南ロータリーク

ラブ 

神奈川県 

2015/12/18 映画「バレンタイン一揆」上映会＋講演会 カリタス女子中学高等学校 神奈川県 

2015/12/21 国際協力のキャリア形成について 同志社大学 京都 

2015/12/24 映画「バレンタイン一揆」上映会＋講演会 翔凛中学校・高等学校 千葉県 

2016/1/15 ボランティアと NPO 早稲田大学文学学術院 東京都 

2016/1/25 ACE と森永のコラボレーションについて Ideal Leaders 野村証券 東京都 

2016/2/2 遊ぶ、学ぶ、笑う。そんなあたりまえを、世界

の子どもたちに。～児童労働の現状と私たちに

できること～ 

藤沢ロータリークラブ 神奈川県 

2016/2/3 ＡＣＥ「スマイル・ガーナ プロジェクト」報

告 

森永製菓 東京都 

2016/2/5 映画「バレンタイン一揆」上映会＋講演会 ANA 成田エアポートサービ

ス労働組合 

千葉県 

2016/2/10 1 チョコ for 1 スマイル －あなたが食べる

と、もう一人がうれしい－ 

JICA（地球ひろば 森永展示

＆トーク） 

東京都 

2016/2/11 映画「バレンタイン一揆」上映会＋講演会 山梨県ボランティア協会 山梨県 
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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 

2016/2/15 ワークショップ「チョコっと世界をのぞいてみ

よう」 

独立行政法人国民生活セン

ター 

神奈川県 

2016/2/19 ワークショップ「おいしいチョコレートの真

実」 

台東区くらし相談課 東京都 

2016/2/23 「人や社会・環境に配慮したエシカル消費への

取り組み」 

国民生活センター 東京都 

2016/3/3 ワークショップ「チョコっと世界をのぞいてみ

よう」 

東大阪市「市民人権講座」 大阪 

2016/3/3 世界の子どもたちのためにできること、エシカ

ルやフェアトレード 

東大阪市立東大阪市立弥刀

小学校 

大阪 

2016/3/5 ワークショップ「おいしいチョコレートの真

実」 

北海道教育大学附属函館中

学校 

北海道 

2016/3/7 映画「バレンタイン一揆」上映会＋講演会 弘前青年会議所 青森県 

2016/3/15 "遊ぶ、学ぶ、笑う。そんなあたりまえを、世

界の子どもたちに。 ～児童労働の現状と私た

ちにできること～" 

大和ロータリークラブ 神奈川県 

2016/3/18 経営・事業戦略とファンドレイジングの深イイ

話 ～多様な財源をどうマネジメントしてい

くか～ 

ファンドレイジング日本 東京都 

2016/3/26 ワークショップ「この T シャツはどこからく

るの？」 

DEAR「教材体験フェスタ

2016」 

神奈川県 

2016/3/28 ワークショップ「おいしいチョコレートの真

実」 

台東区「春休み子ども教室」 東京都 

2016/3/29 春の高校生向けイベント「国際協力、国際機関

への道」 

上智大学 東京都 

2016/5/15 「遊ぶ、学ぶ、笑う。そんなあたりまえを世界

の子どもたちに」  

宮城学院同窓会 宮城県 

2016/5/19 ガーナの実情とフェアトレード 昭島市立瑞雲中学校 東京都 

2016/5/20 「児童労働のない未来をめざして」 上智大学外国語学部 東京都 

2016/5/26 海外で活躍する NPO 東洋大学社会学部 東京都 

2016/6/10 「学校に行かずに働き続ける子供たち ～ガ

ーナ～」 

我孫子市立布佐中学校 千葉県 

2016/6/14 カカオの児童労働と CSR とサステナビリティ 江崎グリコ 大阪府 

2016/6/15 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 

アレセイア湘南高等学校 神奈川県 

2016/6/24 「国際協力と社会貢献」 東京学芸大学付属国際中等

学校 

東京都 

2016/6/24 「どうして、フェアトレード？ -私たちの身の

回りの製品と世界のつながり-  」 

立命館高校 大阪 
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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 

2016/6/25 日本商品学会第 67 回（2016 年度）全国大会

シンポジウム 

日本商品学会 東京都 

2016/6/27 教員向けワークショップ「この T シャツはど

こからくるの？」 

埼玉県富士市立本郷中学校 埼玉県 

2016/7/1 海外で活躍する NPO（英語での講演） 東洋大学社会学部 東京都 

2016/7/2 ワークショップ「この T シャツはどこからく

るの？」 

町田市真光寺中学校 千葉県 

2016/7/5 『世界の子どもを児童労働から守る～NPO 法

人 ACE の挑戦～』 

同志社大学政策学部 京都 

2016/7/8 ファンドレイジング・スクール アドバンス研

修 

日本ファンドレイジング協

会 

東京都 

2016/7/10 ワークショップ「おいしいチョコレートの真

実」 

山梨大学 山梨県 

2016/7/16 ワークショップ「おいしいチョコレートの真

実」 

神奈川学園中学・高等学校 神奈川県 

2016/7/25 「SDGs の効果的な実施に向けて～各イシュ

ーにおける海外・国内での取り組み～」 

NGO 労組シンポジウム 東京都 

2016/7/28 「女性人"財"の活用～女性がリーダーシップ

を発揮するために～」 

公益財団法人 公益法人協

会 

東京都 

2016/8/2 人権教育の視点から見た児童労働について 本庄市中央小学校 埼玉県 

2016/8/27 創立 130 周年記念行事 Global Studies プログ

ラム 「教育の持つ力～未来をつくるというこ

と」 

宮城学院中学校高等学校 宮城県 

2016/8/28 ワークショップ「おいしいチョコレートの真

実」 

普賢院 青森県 

 

 

 


