
2003年から 2007年度 研修実績 

 

受託件数: 431件 

 

受託先 

 

JICA 5 

NPO 11 

人権推進センター 10 

学校 105 

教育委員会 136 

行政部局 63 

財団法人・社団法人 42 

その他 59 

 

 

 

 

公共団体の割合＝86%以上 

教育委員会・学校の割合＝56% 

 

受託先一覧 (別紙) 



主催者 主催者

(財）アジア女性交流・研究フォーラム やよい共同法律事務所

(財)ちば国際コンベンションビューロー ユニバーサルデザイン（UD）生活者ネット

（財）ひろしま国際センター リンクプラネット

（財）愛知県国際交流協会 愛甲教育事務所指導課

（財）茨城県国際交流協会 愛川町立菅原小学校

（財）宮崎県国際交流協会 愛川町立菅原小学校

(財）宮崎県私学振興会 愛知県県民生活部県民総務課人権同和対策室

（財）宮崎県人権啓発協会 愛媛県生活課

（財）群馬県国際交流協会内JICA群馬デスク 綾瀬市役所

（財）埼玉県人権・同和センター 茨城県国際交流協会

（財）滋賀県国際協会 茨城県国際理解推進協議会

(財）秋田県国際交流協会 茨木市役所総務部人事課

(財)神奈川県国際交流協会 浦安市教育研究会児童文化部研修会

（財）青少年国際交流推進センター 横須賀市教育委員会 学校教育課
（財)大阪府市町村振興協会 横浜国立大学教育人間科学部附属鎌倉小学校

（財）反差別・人権研究所みえ 岡山県教育委員会

(財)板橋区文化・国際交流財団交流課 岡山県市町村職員研修センター

（財）福岡県人権啓発情報センター 岡山市総務局職員部職員研修所

(財）福島県国際交流協会 岡山理科大学附属高等学校

（社）鳥取県人権文化センター 海老名市立柏ヶ谷中学校

（社）東京青年会議所 開田小学校

（社）部落解放・人権研究所 学校人権教育部会

(特活)ピース・キッズ・サッカー 学校法人淳和学園黎明高等学校

JICA地球ひろば 学校法人聖坂学院　聖坂養護学校

JICA中国 独立行政法人国際協力機構 寒川町教育委員会生涯学習課

NACS-J 館林市教育委員会生涯学習課

NIED国際理解教育センター 宮城県　生涯学習課

NPO法人しぜん　あそ・まな・くらぶ 宮城県教育委員会生涯学習社会教育推進班

NPO法人ユニバーサルデザイン生活者ネットワーク 宮城県亘理町教育委員会

NPO法人水戸こどもの劇場 狭山市役所職員課

NPO法人有害化学物質削減ネットワーク 金沢大学外国語教育研究センター

アムネスティ・インターナショナル 熊本県教育委員会

いしかわ地球市民の集い 熊本県人権センター

コミュニティワーク実践研究所 群馬県教育委員会義務教育課人権教育推進グループ

さいたま市立教育研究所 群馬県人権・男女共同参画課 男女共同参画グループ

さいたま市立三つ和会館 群馬県立前橋南高等学校

さいたま市立大成小学校 郡家町企画人権推進課

しまね国際センター 戸田市教育委員会　生涯学習課

すてっぷ・あっぷ21 御坂町立御坂西小学校

ファシリテーター・プロジェクト 厚木市教育研究所

ヘルスケア歯科研究会 厚木市立依知小学校



厚木市立厚木第二小学校 上尾市立原市中学校

厚木市立三田小学校 信州新町教育委員会

厚木市立上依知小学校 新潟県教育庁生涯学習推進課

厚木市立南毛利小学校 新潟市教育委員会

広島県教育委員会　指導第三課　人権教育係 新座市教育委員会生涯学習課

広島県高等学校教育研究会人権教育部会 真鶴町教育委員会

香川県環境森林部環境・水政策課　 神奈川県綾瀬市立綾北中学校

香川県教育委員会事務局人権同和教育課 神奈川県綾瀬市立北の台中学校

高知県教育センター心の教育センター 神奈川県教育委員会教育局 生涯学習文化財課
高知県教育委員会事務局人権教育課 神奈川県教育委員会教育局子ども教育支援課

高知県高岡郡窪川町立窪川小学校 神奈川県教育委員会教育局生涯学習文化財課

高知市人権教育研究協議会　高等学校専門部 神奈川県教育庁　総務課人権・同和教育担当

鴻巣市教育委員会生涯学習課 神奈川県教育庁教育部障害児教育課

鴻巣市役所生涯学習課 神奈川県教育庁高校教育課

国立オリンピック記念青少年総合センター国際課 神奈川県立みどり養護学校

黒田庄町社会福祉協議会 神奈川県立旭高校

黒田庄町隣保館 神奈川県立綾瀬高等学校

佐賀市社会人権・同和教育推進協議会 神奈川県立綾瀬西高等学校

佐伯教育事務所生涯学習振興課 神奈川県立伊志田高等学校

佐野市教育委員会 神奈川県立横浜旭陵高校

財団法人 宮崎県国際交流協会 神奈川県立横浜桜陽高等学校

財団法人茨城県国際交流協会 神奈川県立横浜南養護学校

財団法人宮崎県私学振興会 神奈川県立横浜平沼高等学校

坂戸市教育委員会生涯学習課 神奈川県立鎌倉高等学校

坂戸市人権教育推進協議会 神奈川県立岩戸高校

埼玉県教育局市町村支援部人権教育課 神奈川県立栗原高等学校

埼玉県鴻巣市教育委員会 神奈川県立五領ヶ台高等学校

埼玉県新座市教育委員会生涯学習課 神奈川県立光陵高等学校

埼玉県立鳩ヶ谷中学校 神奈川県立厚木北高等学校

山口県教育庁人権教育課 神奈川県立七里ガ浜高等学校

山口県健康福祉部人権対策室 神奈川県立住吉高等学校

山口県人権同和対策室 神奈川県立商工高校

山梨県職員研修所 神奈川県立商工高等学校

社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 神奈川県立小田原高等学校

社団法人県鳥取人権文化センター 神奈川県立小田原養護学校

社団法人日本ユネスコ協会連盟 神奈川県立小田原養護学校

淳和学園黎明高等学校 神奈川県立湘南養護学校

小田原市教育委員会生涯学習課 神奈川県立上郷高等学校

小田原養護学校 神奈川県立上郷高等学校

松原第七中学校 神奈川県立上溝高校

松戸市国際理解教育研究部会 神奈川県立新羽高等学校

上越国際交流協会 神奈川県立深沢高校



神奈川県立神奈川工業高校 川崎市麻生市民館　社会教育振興係

神奈川県立神奈川工業高校 川崎市立井田中学校

神奈川県立神奈川総合高等学校 川崎市立向丘小学校

神奈川県立神奈川総合産業高等学校 川崎市立生田中学校

神奈川県立秦野養護高等学校 川崎市立長尾小学校

神奈川県立逗子高校 川崎市立南菅小学校

神奈川県立逗葉高等学校 川崎市立有馬中学校

神奈川県立菅高等学校 相模原市総合学習センター

神奈川県立生田高等学校　 人権委員会 相模原市二本松小学校

神奈川県立川崎南高等学校 相模原市立双葉小学校

神奈川県立相模原総合高校 太田市市民生活部生活そうだん課

神奈川県立相模原養護学校 大田区教育委員会事務局社会教育課

神奈川県立相模大野高等学校 大田区社会教育課　

神奈川県立足柄高等学校 大田区男女平等推進センター「エセナおおた」様

神奈川県立大船高等学校 大分県教育センター

神奈川県立大楠高等学校 大分県教育委員会

神奈川県立大和高等学校 大分県教育庁　人権・同和教育課　指導調査係

神奈川県立大和東高等学校 大分県教育庁生涯学習課社会教育班

神奈川県立大和南高等学校 大分県国東町生涯学習課

神奈川県立津久井養護学校 大分県生活環境部人権･同和対策課　

神奈川県立追浜高校 大分県武蔵町教育委員会  生涯学習課
神奈川県立田奈高等学校 大和市立鶴間中学校

神奈川県立藤沢工科高等学校 第19回世田谷区中学生親善訪問団

神奈川県立藤沢高等学校 辰野町ボランティアセンター　

神奈川県立藤沢養護学校 地球環境パートナーシッププラザ

神奈川県立柏陽高校 地球市民の会かながわ/TPAK

神奈川県立舞岡高等学校 中野区教育委員会

神奈川県立麻生総合高等学校 中野区立啓明小学校

神奈川県立和泉高校 長崎県教育庁生涯学習課人事・同和教育室　

世田谷区生活文化部　文化・国際・男女共同参画課 鶴ヶ島市教育委員会 社会教育課社会教育担当

静岡県教育委員会生涯学習企画課人権同和教育室 登米町森林組合

石川県教育員会　生涯学習課 都立墨田川高等学校

石川県総務局総務課同和対策室 島田市 環境ひろば

千葉県教育研究会　国際理解教育部会 島田市役所 
千葉県教育庁教育振興部指導課 東海村国際交流協会

千葉県国際交流センター 東京都教職員研修センター(研修部専門研修課)

千葉県野田市教育委員会　 東京都福祉人材センター研修室

千葉市女性センター 東大和市教育委員会

川越市教育研究会 湯河原町教育委員会

川崎市教育委員会 藤沢市立大庭小学校

川崎市総合教育センター 徳島県県民環境部男女共同参画課

川崎市中原区PTA活動協議会 徳島県保健福祉部人権課



徳島県立総合教育センター

特別区職員研修所

独立行政法人国際協力機構　中部国際センター

独立行政法人国立能登青年の家

栃木県教育委員会事務局下都賀教育事務所

栃木県南那須教育事務所ふれあい学習課

那珂川町立小川中学校

日高市高麗小学校PTA

日本キリスト教協議会青年委員会

日本家庭科教育学会

日野市西部子ども家庭支援センター

柏ヶ谷中学校研究推進部

白岡町人権教育推進協議会

箱根市立湯本中学校

部落解放・人権研究所

福山市中央公民館　

福山市北部ブロック社会教育センター

兵庫県自治研修所  

北海道鹿追高等学校

北九州市（保険福祉局人権啓発センター）

北九州市教育委員会

北九州市人権推進センター人権文化推進課

北九州市人権問題啓発推進協議会

北区男女共同参画センター「スペースゆう」

北御牧村あけぼの会　あけぼの解放子ども会

墨田区教育委員会事務局指導室

岬町教育委員会

名古屋市総務局職員部人材開発室

野田市教育委員会学校教育部指導課

野田市立関宿中央小学校

葉山町立長柄小学校

流山市男女共同参画室

蕨市教育委員会　生涯学習課


