0-A
0-B

人口問題

人口問題を考えるためのワークショップ構成案。データも
豊富に収録。

小さな島の開発問題

日本の商社マンが木材輸入のため小さな島にやって来
た！住民たちはさぁどうする？

0-C

グローバルな視点からとらえた プログラムづくりや小・中学校向けカリキュラムへの組み
環境教育
入れ方のヒントを提示。

0-D

地球の未来はみんなの手で！ アクションプランをつくるには？など、ワークショップを開く
とき役立つ情報を紹介
Global Seminar '96 報告書

｢データに親しむ・『地球のみかた』のアクティビティを体験
する｣がテーマの２日間。

マナミヤ（日本語版

ジェンダーの視点から開発の問題に迫るシュミレーション
ゲーム。Returned Volunteer Action 編。

0-G

わたしからはじまるコミュニ
ケーション

コミュニケーションスキルを２人（バディ）組でトレーニン
グ。ワークシート集

0-H

フューチャーサーチ会議報告
書

様々なセクターの人々が利害を越えて取り組む未来の行
動計画づくり。

0-I

市民参加のためのガイドブック 環境保護に関する公的な意思決定に市民が参加するた
翻訳資料集
めのガイドブック。

0-J

99年度ERIC通信第三世代
バックナンバー

教育に対する提案や最新アクティビティを掲載。これであ
なたもERIC通。

クロマグロの悲劇

マグロ漁業のシュミレーションを通して、共有物の枯渇と
資源の有限性を自身で体験する環境教育の代表作。

0-E
0-F

LB1-1
LB1-2
LB1-3
LB1-4

ワールドカード （フロッピー版） 人口や森林面積など様々な指標が１枚のカードになっ
た！(132ｶ国分)使い方も工夫次第
ペドロの開発

途上国の人々の気持ちにせまる開発のシナリオ。みんな
でロールプレイしてみよう。

貿易ゲーム ERIC版

ERIC独自の視点を入れた、グローバルに展開される自由
競争と貿易を熱く体験！

緑を求めて

熱帯雨林問題を題材に、生態系の保全と経済との関係を
学ぶボードゲーム。『地球のみかた』所収ゲームの別売版

総合的な学習５つの提案

総合的な学習を創る時に必須の参考資料。ERICの積み
上げてきた学びを凝縮。

LB1-5
LB1-6

わたしのあなたのみんなの会 人権に配慮した組織運営を行うためのガイドライン。
LB1-7 議No.2：組織運営ガイドライン NPO/NGO関係者必携！
づくり
LB1-8

Let's コミュニケート わたし編

感覚、気づきなど自分自身との対話の能力を磨くための
ワークブック。

LB1-9

Let's コミュニケート あなた編 コミュニケーションに必要な「伝える技術」の練習帳。ぜひ
わたし編とごいっしょに。

LB1-10

環境指導者育成マニュアル カ 総合的な学習に環境の視点を取り入れるためのカリキュ
リキュラムガイドライン
ラムの枠組みづくりの提案。
わたしは問いかけつつ．．

新しいがくねんが始まる時に、教育のあり方や課題につ
いて、考えてみませんか。問いかけつつ作る総合学習。
自己チェックリスト付。

学級のルールづくり

学級を 高め合う仲間 にしていくためのルールを最初に
子どもたちと作りましょう！

LB2-1
LB2-2

LB2-3
LB2-4
LB2-5
LB2-6
LB2-7

学校は．．．である

子どもたちは何を学校に期待しているのだろうか。学校を
よりよいコミュニティに！

あなたならどうする？

自分のいいところを活かして、状況をどう打開するか。セ
ルフエスティームと効力感を高めるアクティビティ。

差別を見逃さない!?

子どもたちの気になる言葉や態度、すぐに指摘したいけ
ど、どうしょう？一緒に考えよう

国旗・国歌はおもしろい

国際理解教育の視点から国旗・国歌を扱う授業案１４。年
間を通して組み立てよう。

TEST教育力向上講座

ERIC恒例の春の教育力向上講座。2000年3月25-27日の
内容はこれだ！元気が出るよ。

LB2-8

GS’99国際理解教育実践事例 ERICのグローバル・セミナーで、先生方から出していただ
（18事例）
いた教育実践例。

LB2-9

ワールドカード（レイアウト版） ワールドカードがきれいに印刷された132枚のカードでお
手元に。すぐに使えます。

LB2-10

ワールドカード（フロッピー版
Windows用）

人口や森林面積など様々な指標が1枚のカードになっ
た！（132ヵ国分）使い方も工夫次第。

高齢者の人権を考える

高齢者福祉のボランティアなどに取り組む時に、高齢者
の人権のために、何が満たされなければならないか、共
に考えましょう。

ボランティアって何だ

夏休み、生徒たちのボランティア体験を進めたい。主体的
に取り組んでもらうための工夫は何だろう? ３時間のレッ
スン・プラン

言葉以外でも伝わるよ

コミュニケーションの７割は非言語的に、言葉以外の態度
や語調で伝わります。豊かなコミュニケーション体験を子
どもたちに。

雨の日のエネジャイザー

エネジャイザーってご存じですか。からだを動かすことで
集中力を高める方法です。雨の日でも、思いっきりからだ
を動かそう。

学級は、育ったかな?

そろそろ、学期もなかば過ぎ。うまく行ったこと、行かな
かったこと、ふりかえってみましょう。また、評価を子どもと
共有しよう。

静けさの時

イメージワークを中心に子どもたちに集中と静けさをもた
らす方法。

LB3-1

LB3-2

LB3-3

LB3-4

LB3-5
LB3-6
LB3-7
LB3-8

もしも、世界がひとつの村なら 『フード・ファースト・カリキュラム』のアクティビティのデータ
ば
を新しくしました。これだけでも、すぐ使えます。
人権教育のプログラムづくり

流れのあるプログラム、テーマや対象に合わせたプログラ
ムづくりの基本です。

LB3-9

人権教育のカリキュラムづくり 国際協力講座全12回を参加型で教える教材とカリキュラ
ム構成。恵泉女学園での実践より

LB3-10

大学生のための国際関係論入 国際協力講座全12回を参加型で教える教材とカリキュラ
門カリキュラム
ム構成。恵泉女学園での実践より。

LB4-1

多文化主義的観点からの授業 バンクスの「入門 多文化教育」を基に多様な歴史の見方
案例
を教材化

LB4-2

アサーション トレーニング
ワークシート

LB4-3

PLT環境教育指導者育成 プ ERICが主催した8月22-24日の研修（PLT：Project
ログラム
Learning Tree木と学ぼう）

アサーションとは非攻撃的自己主張のこと。現在、最も役
に立つコミュニケーションスキル。

LB4-4

対立を扱うためのプログラムと サイモン・フィッシャーによる日本初RTC（Responding To
ワークシート
Conflict 対立を解きほぐそう）のプログラム

LB4-5

コンフリクトの扱い方 チェック 日常の対立をいかに扱っているかに気づくための200項
リスト
目

LB4-6

高校における「国際理解」教育 ERICが高校2年生を対象に実践している「国際理解」の授
の実践
業を報告

LB4-7

エネルギーと地球温暖化につ 自分自身のエネルギーと世界のエネルギー消費の比較、
いて考える
各国の主張をロールプレイしてジレンマを考える

LB4-8

ERICについて（1999年度活動 ERICはどのような組織、活動をしているのかを紹介
報告書）

LB4-9
LB4-10
LB5-1
LB5-2
LB5-3
LB5-4
LB5-5
LB5-6
LB5-7
LB5-8
LB5-9
LB5-10

ERIC実践プログラム集

人権と環境の分野に関する委託研修プログラム。グロー
バルセミナーにて紹介

ERIC通信型研修テキスト シラ 通信型研修にて単位を取得を目指す方向けのガイド
バス
歴史の歴史

「歴史」とは？歴史学の位置付けが時代とともに変化して
いることに目をむける

聞く姿勢を育てる

相手の話から学び、自分自身が変わっていく可能性を開
くためのレッスンプラン

地球環境問題とNGOの役割

環境問題を通して、社会を変えていくための方法を考え
る。（アクティビティ「ラブカナルの住民運動」含む）

ライフスタイルと住居

住居の間取りから、文化やライフスタイルの違いについて
考えよう

フェイス・リーディング 表情＝
気持ちを表わす?!

気持ちを読み取りは、人によって様々。きちんと相手に伝
えることを学ぼう

これって対立？

対立とは何かについて考えるための導入のプログラム。
対立の事例が楽しい

ERICのジェンダープログラム

市町村行政職員を対象にした3年間のジェンダーについ
てのプログラム

未来型コミュニケーションにつ 21世紀にむけて一人ひとりが生きやすいコミュニケーショ
いて考える
ンとは何か
総合学習「国際理解」

ERICと現役高校２年生とが、ともに歩んだ２学期のプログ
ラム

セルフエスティームの 構成要 セルフエスティームとは何か？わたしを信じたり、尊重す
素
るということを育てる4ための視点を紹介

ワールド・スタディーズの10年 ワールド・スタディーズの著者サイモン・フィッシャーと現場
の教員がこの10年の取組を座談会で語り合いました。そ
LB6-1
の記録。ワールド・スタディーズの開発の経緯にも触れら
れている。
LB6-2

新しい学級で最初に行う活動 緊張をほぐすような協力ゲームなどの事例を19ほど紹介
しています。

LB6-3

日本型コンフリクト・ワーク
ショップ

LB6-4 評価についての考え方
カリキュラム・ガイドライン 人
LB6-5 権

日本型の対立はあるのか？を課題に9名のファシリテー
ターが考える開発ワークショップの成果です。
総合学習における評価の考え方をまとめたものです。
環境教育に続く第２弾。人権教育は21世紀の新しい教育
課題。そのカリキュラムを立案するときに参考になります。

LB6-6

子どものエネルギーを引き出
す活動

LB6-7

高校 国際理解 「調べ学習の 竹台高校国際理解の授業実践報告。今回は３学期に
進め方」
行った調べ学習の進め方をまとめました。

LB6-8

女性企業家のためのジェン
ダートレーニング

LB6-9

足立区 住民参加による公園 住民参加で公園の活用を考えました。住民と行政との情
活用を考える
報共有やパートナーシップについて参考になります。

LB6-10

ERICニュ-スレター5号〜8号

グループ活動によってエネルギーを活性化させる活動を
18ほど紹介しています。

ニュースレターのバックナンバーを一挙に読むことができ
ます。毎号特集の教育ページは新しい視点がいっぱい！

LB7-1

食べものを通して考えよう（改 食べものを通して考えようのデータを新しくしました。
訂版）

LB7-2

サークルタイムで子どもたちの 子どもたちの関係がよくなるような、ホームルームで活用
能力を高めよう
できるアクティビティを紹介。

LB7-3

ERIC受託研修2000年度実施プ 2000年度の人権、環境、国際理解に関する受託研修プロ
ログラム
グラムの紹介。
中高生のエッセイを読もう

国際強力事業団の高校生エッセイコンテスト2000優秀作
品などを読んで。

LB7-5

廃棄物処理場はもう満杯ー
UNOで学ぶ

市販のゲームで遊ぶアイディア。廃棄物の現状をj実感す
る。

LB7-6

高校生のためのフューチャー
サーチ

高校１年生を対象とした、オリエンテーションを兼ねた2日
から3日のプログラム

LB7-7

食物連鎖を学ぶ−シャンペンペ 市販のゲームを応用するアイディア。環境教育の基本概
ンタワ−
念を教えるのに有効。

LB7-8

国際理解の指導に役立つイン 「国勢理解」の観点から50サイトをセレクトし、メディア情報
ターネットの活用Webサイト集 を含むものを加え、合計150を厳選し収録。

LB7-9

カリキュラムガイドライン 国際 国際理解教育のカリキュラムを創るためのテーマと目標
などをを、先行事例から学ぶ。

LB7-4

「かながわ環境白書」を考える 環境白書のあり方や改善提案を行政と市民が話し合った
LB7-10 パートナーシップ会議の活動 活動の記録。
記録
あなたは信じる？信じない？

大安・仏滅や葬式の清めの塩、人権や差別に関わって問
題にされているが、それはなぜなのかを考えるためのアク
ティビティ。

ラブカナルの住民運動

20人以上のクラスでもすぐやれるフォーマットで提供。
NGOの役割、市民社会についてのアクティビティ。

ゴー・フィッシュ

資源の有限性に気づき、その持続的な利用には何が必
要かをシュミレーションするアクティビティ。

日本文化の◯△□

文化的特性についての分析から、わたしたちが異質な
人々との出会いにおいて気をつけるべきことは何か考え
る。

じゃんけんゲーム

身についてしまった習慣は頭で分かっていても変えること
は難しい。それを実感するアクティビティ。

教科書を比べてみよう

教科書の比較を通じて、歴史の記録・記述について考え
る。

コミュニティと参加

大阪でのファシリテーター育成研修のワークシートとその
記録。

LB8-1
LB8-2
LB8-3
LB8-4
LB8-5
LB8-6
LB8-7

LB8-8

差別のある社会の全体的不利 差別をする側、される側の共通の課題としてとらえること
益
に気づくアクティビティ。

LB8-9

ERICの男女共同参画研修プロ 市町村行政職員を対象にした研修プログラムの紹介。
グラム

LB8-10

ERICの省資源・省エネルギー 市町村行政職員を対象にした研修プログラムの紹介。
研修プログラム

LB9-1

高校生と考える 国際協力・国 アクティビティやゲストの話を通して理想的な国際協力・援
際援助
助の姿を考えていく授業実践報告

LB9-2
LB9-3

高校生と考える メディア

米国同時多発自爆型攻撃事件をメディア・リタラシ-の側
面から検討する授業例を紹介する

高校生と考える 対立の背景

高校生と米国攻撃事件を考えるに当ってベースになる知
識を参加型でどのように提供できるかを試みた記録

高校生と考える 対立の解決・ 米国攻撃事件をもとに、対立の解決・ｱﾄﾞﾎﾞｶｼｰを考える３
ステップ「①人権・差別とは②日本・NGOの役割③アドボカ
LB9-4 ｱﾄﾞﾎﾞｶｼｰ
シーしよう」を紹介。ゲスト授業も。
視点メガネ ロ-ルプレイ

貿易センタービルが攻撃された直後から、世界の人々の
意見の表明があった。対立の初期の段階で影響力のある
ユニークな人・団体の意見を背景に視点めがねを手がか
りに考える。

ふりかえりの時

大きな事件が起こった時、子どもたちの感情の扱い方と、
共有についてのヒント。また、発展として1年間の10大ニュ
-スづくり。

アフガニスタン、これから

事件について発せられた、いくつかの声明やメッセージを
手がかりに、国際社会における対立の扱い、和平に向け
たプロセスを考える。

LB9-5

LB9-6

LB9-7
LB9-8
LB9-9
LB9-10
LB10-1

わたしの、あなたの、みんなの 大田区の区民を対象とした連続人権講座プログラム。と
人権
場見学を含め10回の実践。
電車内でのマナーを考える

電車内の気になるマナーを通じて、公共性や人間関係の
あり方について考える。

人権尊重を学ぶー新しい人権 人権尊重のスキルや実践を学ぶことを中心的課題とした
教育プログラム
研修プログラムの紹介
これって公正?

"「正義」「公正」などの概念についての理解を共有し、反
射的行動で指摘するためにトレーニングする。"

あいさつゲーム

「異質なものと出会う」異文化体験ゲームの簡便なやり方
を工夫したもの。 ふりかえりによっては様々な学びや気
づきにつながる。

アドボカシー・ビンゴ

"わたしたちが意外に身近なところで「社会的意見表明」に
つながることを行っていることの自覚をうながす。また、自
己採点表がついている。"

難民−定着への課題

"難民の受け入れとは庇護国において定着できること。生
活の基盤の安定のためには、どのようなことが必要かを
中学生の目から考える。"

LB10-2

LB10-3

LB10-4

難民について−「わたし」は誰? "緊急持ちだしの時、わたしたちは何を大切にするだろう
か。「わたし」の人権が守られることは、「わたし」が何者で
LB10-5
あるかに関わらないことを学ぶ。"
難民「逃げる」−シミュレーショ
LB10-6 ン・ゲーム

『新しい開発教育II』の「逃げる」難民体験を改良した実践
版の報告。実施には協力者が複数必要。リアルな情報が
役立つ。ゲームとして進行できる。

難民−わたしたちの心の問題

"なぜ、わたしたちの社会が難民を受け入れないのか、そ
れを心の問題としてとらえ、これからの国際社会で共に生
きるための心を育てるためのプログラム。"

難民−人間の安全保障

わたしたち一人ひとりの「安全保障」は誰に責任があるの
だろうか。「国家安全保障」が優先される考え方から「人間
の安全保障」という考えへの変化を理解する。

LB10-7

LB10-8
難民の受け入れ−国ってなあ
LB10-9 に?

"国づくりの話し合いに「難民を受け入れるかいなか」を取
り入れることで、人間にとっての安全保障とは何かについ
て考える。『テーマワーク』「国ってなあに」の発展。"

難民と開発−TSWバージョン
LB10-10

TSW「持続可能な社会に向けた教育」のための指導者養
成カリキュラムに含まれている難民問題の扱い方。身近
な問題についての調べ学習を含む展開がグッド。

子育ての悩み相談室
LB10-11

"子育てについて同じような悩みをかかえる大人同士で、
お互いをサポートする風土を創る。"

万引きゼロ・トレランス・ポリ
LB10-12シー

"学校コミュニティの抱える課題として「万引き」を取り上
げ、「ゼロ・トレランス非寛容主義」によってなくしていくた
めのステップを考える。"

クロマグロの悲劇-特別バー
LB10-13ジョン

"誰しもが一度はやってみたい「クロマグロの悲劇」。いっ
たい、ERICの総力をあげて取り組めば、どんな展開まで
可能なのか。海洋資源管理についての解説付。"

高校における「国際理解」〜み 高校生が米国攻撃事件をきっかけに半年間学んだことを
LB10-14んなで取り組むアドボカシー〜 メッセージにして発信! 「平和へのメッセージ」ビデオも完
成！（竹台高校3学期の取り組み）
ビジネス英語−異文化から前
LB10-15向きな態度を学ぶ

英語文化はポジティブネスがキーワード。英語を使う場面
で必要なビジネス・マインドを「自己紹介」「対立の扱い方」
「新しいサービス」の寸劇づくりで体験。

多様性アイスブレイカー
LB10-16

"翻訳出版準備版。多民族社会を前提としたアクティビ
ティなので、どう使いこなせるかを検討するのに協力でき
る人だけに提供する。"

参加型手法早わかりチャート
LB10-17

"ERICが提供しているさまざまな手法について、それぞれ
の手法についての解説、発達段階別、主催研修別早わか
りチャートで紹介したもの。"

参加型の系譜
LB10-18

"参加型という方法論の背景となるものは多い。ERICが活
用している手法についてその背景にあるものから、参加
型の意義について考える。"

ERIC受託研修 2001
LB10-19

"これまでの研修の傾向の分析、ファシリテーターが推薦
するプログラム例を紹介。研修を企画する方はぜひ参考
にしてください。"

ERIC2002主催研修−国際理解 "ERICの主催研修について、その組み立てを「ファシリ
テーター・スキル」などから分析、紹介した詳しい案内。今
LB10-20for Peace
年は「平和」につながる国際理解教育の実践を進めよう!"
レッスンバンク・バックナンバー 今まで発行のレッスンバンクのタイトルを「アイウエオ順」
LB10-21
（一覧）
に一覧表にしました。
日本語を第一言語としない児
LB11-1 童・生徒のいる学級で

日本語を第一言語としない子どもの気持ちに少しでも近
づき、同じ仲間として育ってゆく学級づくりのヒントになる
活動を紹介します。

多文化社会の実現の場として 子どもが育ち、子どもを育てる、学校や学習の場のあり方
の学校／学びのコミュニティづ はどうなっているのか。子どもたちや地域にとって多文化
LB11-2 くり
社会の実現の場としての学校/学習の場のあり方を考え
る。
被害を受け止める・当事者を
LB11-3 支援するとは

ドメスティック・バイオレンスをもとに、身近な人間関係で
被害が起こった時の対応、潜在化しやすい暴力の根本原
因や、より広い視点での社会の取り組みを考えます。

ジェンダー・アウェアネス・プロ ４つの柱、１３のモジュールは男女共同参画講座などのｶ
グラム「Ｇap」 13のモジュール ﾘｷｭﾗﾑ・プログラム企画に有効。Gapの構造と各モジュー
LB11-4
ルのプログラムの流れ／アクティビティ名／3日間の実践
プログラムを紹介。
男女共同参画社会行動計画づ これから男女共同参画社会行動計画を創っていくための
職員研修のプログラム案。住民参加のワークショップのた
LB11-5 くり
めのプログラムとしても応用可能。
子どもの発達とライフスキル
LB11-6
二十歳になったら分籍しようLB11-7 成人式版

子どもの｢正義感」の発達に合わせて、どのようなスキル
を身につけていくことが、正義感の実践力につながるのか
を考える。
成人式、あるいは卒業式などをきっかけに｢戸籍」あるい
は｢国籍」ということについて共に考える機会を持つ。蓄積
的視覚化手法を活用する大人数ワークショップ向き。

LB11-8

グローバルセミナー2002 生涯 今年のグローバルセミナーは｢民主的スキル」とは何かを
学習社会に向けて
考える新たな試みでした。｢民主的スキル」150項目含む。

LB11-9

プロセスファシリテーターへの 市民と共に｢参加」をデザインするプロセス・ファシリター
道-自治体職員研修
ター養成講座3日間の研修プログラム例。

地域のファシリテーター養成プ 地域の人材や資源をいかに学習活動に結びつけるか。地
域の人々とともに行ったファシリテーター養成プログラム。
LB11-10ログラム
(4時間×3日間）
ＥＲＩＣ主催研修2002①｢国際理 国際理解、平和をテーマに、アクティビティ中心としたファ
シリテーター養成プログラム。世界を読み解くための"
LB11-11解教育基礎｣講座
データリテラシィ"のスキルにも迫る。
ＥＲＩＣ主催研修2002②「グロー 持続可能性をテーマに、プロセス・ファシリテーターに必要
LB11-12バルな課題と地域をつなぐ｣講 な要素を取り入れた3日間プログラム。
座
2002年度栄光セミナー第一回｢ 総合的な学習の全体像やめざすもの、授業に役立つ気づ
LB11-13総合的な学習」をいかに教える きのアクティビティから推進の枠組まで、ポイントを押さえ
か
た講座。
2002年度栄光セミナー第ニ回｢ 学習者といつしょに伸ばしたいスキル指導。自己理解、対
LB11-14総合的な学習におけるライフス 立の扱い方、コミュニティの課題解決まで。
キルの指導」
国際理解「｢国」つてなに？」
LB11-15

竹台高校国際理解の授業実践記録。０２年度１学期は、
普段、無意識に使っている言葉の見直しから理想の国づ
くりを行いました。

貿易ゲームＥＲＩＣ版森林バー 貿易ゲームERIC版（ＬＢ1-4）の森林バージョン。森林資源
ジョン
と生産・消費の関係や国家間の格差について考えること
LB11-16
ができるアクティビティ。すでに貿易ゲームを知っている人
におすすめ。
「理想の国」で自己紹介
LB11-17

一人ひとりが自分の｢理想の国」をつくって自他の価値観
や国への希望を紹介しあうアクティビティ。｢国ってなあに」
の応用。｢国際理解」を学ぶ時間の導入に使うとｇｏｏｄ。

「ビンゴ！」で気づきから行動
LB11-18へ

自分の知識や行動のふりかえりに使うビンゴをまとめまし
た。人権ビンゴ、環境ビンゴ、アどボカシービンゴなど５つ
のビンゴのアクティビティを紹介しています。

リオ＋10からヨハネスブルク＋ リオデジャネイロの地球サミットから10年。持続可能な開
発を目指す社会を検証し、ヨハネスブルクの｢環境開発サ
LB11-1910へ
ミット」から次の10年に向けての行動を計画する。
LB12-1

いのちの旅の仲間たち1

共にこの地球に生きる仲間として、何を学んでほしいの
か、そしてそれはなぜなのかを共有するプログラム。

『戦争中毒』を抜け出すために 戦争を起こさない体質改善が、今求められている。グロー
バルな情報化社会でていねいに健かに生きるとは、どの
LB12-2
ようなことかを考えるための資料集
わが町紹介 十代のコミュニ
ティ意識を高めよう
LB12-3

新しいクラスで仲間が互いに知り合う機会に、自分の住ん
でいる町をしっかりと見つめることを通して、学級コミュニ
ティを育てます。

お友達を集めよう！ コミュニ 重複障害の生徒たちと共に作成したカードゲーム。大人
LB12-4 ケーションスキルトレーニング が夢中になります。（笑）「場を読むこと」や「交 渉力」など
アクティビティ
が身につきます。
かんたん！さんぽ-植物編
LB12-5

『10分でできる野外観察』から、フィールドトリップのアイデ
アを翻訳紹介。身近な植物を調査、推論・仮定、立証など
の学習につなげるHowがある。

LB12-6

かんたん！さんぽ-エコロジー 同上の翻訳紹介。エコロジーについて、取り上げられてい
編
る概念から応用することができる。

Forestly Concepts:木について 木をテーマにした絵やデザインのアイデア34。視点を変え
て楽しく描くうちに、木の生態を知り、木とわたしたちのつ
LB12-7 のお絵書き
ながりの深さに気づきます。
いじめのある風土・ない風土

「いじめ」について共に考えるためのプログラム。扱い方、
コミュニティの風土づくりの課題、子どもたちにつけたいス
キルをカバー。

「子ども支援プロジェクトコン
LB12-9 ペ」発展バージョン

子ども支援のための様々な制度や試みをより充実させる
アイデアを競う。『いっしょにすすめよう！人権』に収録の
ものを一歩進めました。

LB12-8

地域の国際化をはかってみよ 地域の国際化を何ではかるか。プロジェクト推進の枠組
LB12-10
う
みと市民意識の2つの視点から指標づくりを試みます。
そのイメージ待った！国と文化 私たちのある国に対するイメージはどこで学んだのでしょ
う。そしてそれはその国の人にはどのように映るのでしょ
LB12-11を理解するために
うか。ギャップも学びにつながります
数で勝負！アクティビティ開発 集中の原則のひとつでもある「数」。参加者を引き付ける
ための数値化、数量化の方法を工夫するためのトリガー
LB12-12のヒント
的プログラム。LB12-36参照
新版『木と学ぼう』5つのストー PLT『木と学ぼう』のアクティビティを使って流れのあるプロ
グラムを作成するためのストーリーライン。プログラム作
LB12-13リーライン
成の幅が広がります。
『木と学ぼう』から省エネル
LB12-14ギーへ

「省エネルギー」カリキュラムをPLTのアクティビティを中心
に組み立てる方法の検討。導入に「身近な木」を見つめ直
す活動を活用してみた.

資源・エネルギーデータ集 -自 エネルギーや資源について教えるための基本概念やデー
LB12-15治体の省エネルギービジョン タをまとめたもの。関連して活用できるアクティビティも同
作成に活かす時に紹介。

子どもの参画-スキル指導編
LB12-16

特に社会的行動を学ぶためのアクティビティとプログラム
例を紹介。何がこのようなスキルの習熟の壁になっている
かも考えよう!

暴力に代わるもの -AVP/HIPP 参加者として体験したAVP/HIPPワークショップの紹介。
ERICのファシリテーションに取り入れたり、応用している優
LB12-17ワークショップれた工夫が豊富。
チームで取り組む-ファシリ
LB12-18テーターチェックリスト

実践をもとに作成したチェックリストを活用して、チーム
ファシリテーションの計画・実行・評価のプロセスを作り出
すためのヒントを紹介

ふりかえり・評価の方法いろい 評価やふりかえりは、よりよい取り組みや次の計画のた
めには欠かせません。参加型で行うふりかえり・評価の方
LB12-19ろ
法や視点を紹介。
指摘の仕方・受け止め方
LB12-20

どのように「なぜ」を問い受け止めるかは、学びあう場づく
りに重要です。肯定的なコミュニケーションとしてのあり方
を考えます。

コミュニケーション・アクティビ
LB12-21ティ

ワークショップで、ファシリテーターとして活用できる話し合
いの雰囲気づくりに役立つアクティビティをリストにまとめ
たもの。

『子どもの参画』を活かす
LB12-22

子どもの権利条約で画期的な「参加の権利」。持続可能な
社会創りになぜ子どもの参画が必要なのか、どんな形が
ありえるのかをまとめた資料

あなたの言葉で伝えよう -参加 ERIC研修でよく使用される基本用語。読んで楽しい、すぐ
使える用語集です。大切な伝えたい概念は自分の言葉で
LB12-23型研修基本概念用語集伝えていきましょう。
Hospitality English
LB12-24

西武文理大学の英語教育用テキストとして編集.サービス
経営学部の学生のためのHospitality Englishを参加型で
習熟できるように配慮した

ERIC主催研修2002③ 「PLT 木 アメリカの環境教育プログラムPLT（Project LearningTree)
LB12-25と学ぼう」ファシリテーター養成 の理論と内容学び、プログラム・カリキュラム作りに応用し
講座
た2日間の報告。
ERIC主催研修2002④ 「いっ
LB12-26しょに考えて！人権」ファシリ
テーター養成講座

「人権としての教育」を見直すことから始め、概念的理解、
スキル、コミュニティの課題解決を指導者としてどう進める
かを考えた3日間。

ERIC主催研修2002⑤ 「対立 対立についての基本概念をもとに、日本社会の対立の特
LB12-27から学ぼう」と日本型コンフリク 徴、集団対集団の対立の分析、ビジョンを共有。タブーを
ト講座
超えるプロセスの試みも。
ERIC主催研修2002⑥ 教育力 「カリキュラム」「参加の文化」「鍵となる質問」ほか様々な
LB12-28向上講座 ファシリテーターを 側面から課題を探る学びの場づくりの担い手のための3
考える
日間のプログラム。
2002年度栄光セミナー第三回 課題解決学習とは？アクティビティを具体的な地域の課
LB12-29「総合的な学習」における課題 題解決に位置づけ、社会的行動の指導までを行いまし
解決学習
た。
2002年度栄光セミナー第四回 総合的な学習のコーディネーターはコミュニティのプロセ
ス・ファシリテーター。ビジョンを持ってプロセス思考、シス
LB12-30「総合的な学習」のコーディ
ネーション能力を高める
テム思考で進めていこう！
高校生と進めた授業実践 国 竹台高校02年度2・3学期の授業実践記録。地球規模の
LB12-31際理解〜未来につなげるメッ 課題と日々の生活とのつながり、個々人の課題意識にど
セージ
う取り組んでいくかを考えました。

市民と行政のパートナーシップ 住民の参加、市民と行政との協働の形をつくるプロセスの
LB12-32をすすめよう -足立区の公園 追求。参加型で行うまちづくりを、足立区「公園の管理運
活用推進より営に関する調査」より考える。
子どもと自然と公園で遊ぼう！ 自分の責任で自由に遊ぶことを基本にした公園での遊び
LB12-33-足立区の公園活用実践より- 方のいろいろ。東京都足立区の公園活用推進事業より区
民の方々のアイデアを紹介。
人と文化の多様性と普遍性 - 「アジアの祝祭」「世界の家族」のテーマで留学生をリソー
LB12-34国際交流館パネルトークシリー スパーソンに行った参加型パネルトーク6回の記録。国際
ズ理解の授業のアイデアに。
受託研修記録 人権教育推進 住民参加でつくる「人権教育のための国連10年」行動計
LB12-35の行動計画づくり 一人ひとり 画。さまざまな行動計画づくりに応用できます。
が町のアンテナ
受託研修記録 フィールドの魅 ファシリテーターのスキルや参加者を引き付けるための工
夫など、みんなでフィールドを歩きたくなるような視点やノ
LB12-36力アップ＆プログラムづくり
ワークショップ
ウハウがいっぱい！
受託研修記録 秋田グローバ 対立の解決のスキルは人間関係や集団間の個別事例に
LB12-37ルセミナー「対立は悪くない」 役立つだけではなく、社会を変革するための民主的スキ
ルです。
受託研修記録 みどりの街づく 三島市「緑の基本計画」策定プロセスの一環。環境の視
点を持ったまち歩き、中学生ならではの斬新な改善提案
LB12-38り -中学生ワークショップに取り組んだ概要を紹介。
ERIC運営会議in盛岡の記録
LB12-39教育の課題を考える

03年1月開催の運営会議・ワークショップの記録。学校教
育・教員養成の課題を考えた。ワークショップファシリテー
ターの課題も見えた。

プロセスファシリテーター養成 コミュニティーの課題解決や望ましいビジョンへのプロセ
スを、全体的な視点で進めるファシリテーターを要請す
LB12-40のためのモデルプログラム
る。モデルプログラム。
しがまっこ 溶けた

"人は人と出会うことで、その人を認められるようになる。
そんなことに気づかされるハンセン氏病患者の一枚の写
真と詩。さらに「心の氷」を溶かすような交流とは何かの指
針へ発展。"

戦争-引き裂かれた家族

"じゃんけんという簡単な勝ち負けで、戦争に負けるという
こと、その結果家族がばらばらになっていくことを追体験
する。からだを動かすと心が動く。"

なんでいじめたらあかんの?

"いじめた子どもにどんな風に指導しようか。そんな簡単
なことでも、何人かでロールプレイをしたり、アイデアを共
有できれば、楽になる。気軽にやろう"

ある村の枝豆騒動

"「風が吹けば…」日本の消費者の動向に左右される途上
国の農民のドタバタを寸劇にして追体験。まずは意識化
することが大事、共感的理解を目指す。"

「ひと事ですか」−暴力

"誰の心にもひそむ「暴力」。自分を見つめ、受け入れ、そ
して心の扱い方に慣れていくしかない。だからこそ、何度
も何度も、そして色々な角度から、自分に気づいていこ
う。"

公正さとしての正義

行政は社会に「正義」を保証するためにある。教育は「社
会的有利性の再配分機能」を担っている。そんなことを共
に気づき考えるためのアクティビティ

LB13-1

LB13-2

LB13-3

LB13-4

LB13-5

LB13-6

地球・共同体に生きる「人間と "さまざまな立体の地球、世界地図、テーマ地図、『地球家
は？」
族』など手にとれるものを観察しながら、自分自身の中の
LB13-7
問いや「人間とは？」に静かに向き合う。教員研修にもお
すすめ。"
集団の中の葛藤・対立の解決 "人間静止画、わたしメッセージ・傾聴を組み合わせた応
用編。クラスの人間関係のねじれ、セクシュアル・ハラスメ
LB13-8 ロールプレイ
ント、野宿者等の問題の事例を紹介。"
本トのインタビュー

"一人ひとりが本を読んでも、内容を共有しなければ、読
書が共通基盤の形成につながらない。簡単に、読み、共
有するためのアイデア。"

日本型コンフリクト再考

『対立から学ぼう』を進化させ、ほんとうに日本社会でも活
用できるものとするのに貢献してきた「日本型コンフリクト」
という概念。さらに迫るためのアクティビティの工夫の
数々。

LB13-9

LB13-10

ゲストを呼ぶ際のガイドライン 総合学習において、ゲストを生かした内容づくりは課題に
をつくろう〜総合学習をよりよ なっています。その課題にどう取り組むかを7つの「鍵とな
LB13-11い内容にするために〜
る質問」にまとめました。これで確実に総合学習の質は高
まります！
アイスブレーキングのアクティ アイスブレーキングに活用できるアクティビティをワーク
ショップの各段階で使えるよう、自己紹介、からだほぐし、
LB13-12ビティいろいろ
グループ変え編に分類
「ストーリーライン」でつくろう！ 複数のアクティビティをストーリーにのせて展開させる参
加型学習プログラム作りに新たな視点が加わりました。授
LB13-13参加型プログラム作りの鍵
業案作りにも応用可能。
組織運営を参加型プロジェクト 運営のための全体会議は、ただの定例会議ではない！
にしよう！
組織運営に「参加型プロジェクト」としての視点を導入する
LB13-14
ことで見えてくる、会議のあり方・進め方を、ERICの実践
から紹介します
参加型でおこなう合意形成の チームでものごとを進める際にしばしば起こる、合意が不
十分なままの決定や、討議内容の不鮮明さを解消。シン
LB13-15方法いろいろ
プルで有効な方法を紹介
フューチャー会議の活用方法 組織や地域の行動計画づくりに、フューチャーサーチ会議
〜コミュニティの行動計画づく の構造を活用しよう。ビジョン、コミュニティ意識を持って、
LB13-16りを進める〜
プロセス思考で社会形成を進めるファシリテーターへ。
PRA（主体的参加地域評価法） 課題に関わるより多くの人とダイナミックに分析し、計画を
LB13-17活用事例集〜コミュニティと共 進めていくための方法論を様々な場面で活用した事例
に課題を取り組もう〜
集。
『参加型で伝える１２のものの ERICの『参加型で伝える12のものの見方・考え方』の補遺
LB13-18
見方・考え方』活用事例集
版。研修の中で扱ったビジュアルな活用事例つき。
フォトランゲージ・ガイドブック- 『地球家族・フォトランゲージ版』ガイドブックをリニューア
『地球家族フォトランゲージ版』 ル。『地球家族』の使い方に加え「フォトランゲージ」一般
についての解説、身近にある写真を使ったアクティビティ
LB13-19ガイドブック（改訂版）
づくりのヒントなども収録。※今後「地球家族」には、この
改訂版がセットになります。
ERIC主催研修2003①「国際理 人間理解に基づいた国際理解教育を実践するための、プ
LB13-20
解教育基礎講座」
ログラムファシリテーター養成講座の研修報告。

ERIC主催研修2003②「木と学 「エコロジカルスキル」の育成を目指す環境教育プログラ
ぼう（PLT)ファシリテーター養 ムの作成を、アメリカの環境教育プログラムPLT( Project
LB13-21成講座」
Learning Tree)を用い、二日間にわたって検討した主催研
修の成果報告
高校生と進めた授業実践 国 なぜ戦争が起こるのか？イラク戦争を例に、高校生たち
際理解-人類と戦争について が自らの問いを追求しました。高校の先生とERICスタッフ
LB13-22考えよう
のチームで取り組んだ竹台高校03年度1学期の授業実践
記録。
国際交流館パネルトークシリー 留学生をリソースパーソンに行った参加型パネルトークの
ズ①わたしの町再発見-コミュ 内容を授業でも使える教材に。第1回はコミュニティで人が
ニティ文化を築こう
生きるのに、そして育つのに必要な要素を考えました。展
LB13-23
開例、ワークシート、成果物のイメージ、参考資料等で構
成
国際交流館パネルトークシリー よく知らないコミュニティに入っていくときに感じるバリアの
LB13-24ズ②コミュニティに「温かさ」を 種類やその原因を考え、バリアを低くしてゆく手だてを考
えました。
受託研修記録 発達段階別プ 群馬県の小・中・高、社会教育主事と共に参加型人権教
ログラム作り
育のプログラム作り10時間研修の報告。発達段階に応じ
LB13-25
た課題を共有・分析することから始まり、実践のための行
動計画まで。
受託研修記録「教えない」ファ ファシリテーターは、「落としどころ」に誘導しているのでは
シリテーター養成講座
ないか。「教えているのかいないのか」そんな、ファシリ
LB13-26
テーターとは何かの疑問に応える２日間研修。教えてあ
げなーい。
受託研修記録 わたしから始
まる持続可能な社会〜「異議
LB13-27申し立て」から「立場の違いを
活かす協働の体現」に向けて
〜

環境保全活動・環境教育推進法制定後、初の意見交換
会の計画→実施→評価→今後に向けてのプロセスとポイ
ントを紹介。意見交換会では多様なセクターが法の活用
の可能性等を検討した

ワークショップ・ワークショップ 「新アジェンダ21かながわ」策定プロセスにおいて、この
地域の持続可能な行動計画へ ワークショップでの気づきを一般意見応募に結びつけるプ
LB13-28の参加を考える〜神奈川の新 ロセスの試み。
アジェンダ案を”料理”しよう〜
ワークショップ・ワークショップ
テンジン
LB13-29

エベレスト登頂から50年。非ヨーロッパ人の側から語られ
るものは何か。異文化との接触の分析から、多文化主義
という概念に取り込まれている自分たちに気づいたワーク
ショップ報告。

ワークショップ・ワークショップ
LB13-30評価の「てこ」を考える

一人ひとりやコミュニティの可能性の発揮につながる評価
の「てこ」を考えました。「何のために評価するのか」という
問いを参加型で考えるワークショップの記録。

ワークショップ・ワークショップ
LB13-31高校生の留学体験

30年前の高校での交換留学体験をふりかえり、その教育
的意義を評価した対談の記録。対談者が国際協力コンサ
ルタントと国際理解教育指導者というのも読みどころだ。

グローバル・パースペクティブ 100人規模のシミュレーションゲーム。NGO等の資料を活
LB14-1 ズ100〜もっと知りたい、地球 用し、人類共通の課題解決のための主体的行動、協力の
のためにできること
大切さを学ぶ。総合学習をはじめ職員研修でも応用可
論理トレーニングワークシート 接続詞の一覧表、12のものの見方考え方のリストを用い
て物事の検討や話し合いをしよう。多様な視点から論理
LB14-2
的な思考をトレーニングする。

町内かんたんトランセクト

持続可能な町づくりのための、今とありたい姿を分かち合
う。愛着のある町をみんなと共につくる導入にふさわしい
活動。

組織の人権ガイドライン

組織の課題解決スキルは「参加の文化」づくりに欠かせな
い。問題が起った時の対応を考えながら、ガイドラインを
共有する、組織的スキルアップの活動。

LB14-3

LB14-4

ことばの共有〜ワークショップ 安心できる話し合いの壁になる「聞き慣れない言葉」。
ひっかっかりのありそうな言葉やテーマにとって大切な
LB14-5 のはじめに
キーワードを参加型で共有するアイデアいろいろ。
走向未来−ともに実現したい未 ERICのこれまでの指導者養成事業のふりかえり分析と04
年度の提案「鍵となる方針」にもとづいた行動計画。指導
LB14-6 来に向けて
者養成事業推進のご参考に。
PLTファシリテーター養成講座 現在米国PLTで実践されているファシリテーター養成講座
を紹介。理論的背景である「構成主義」、指導者の応用力
LB14-7 の進め方
を高める方法論等ヒントに溢れた内容。
戦時性暴力をなくすには
LB14-8

人権侵害の訴えにどのように共感し、行動につなげるの
か？「戦時性暴力」についての様々な分析の枠組みを通
して応用力のある人権の学び方を学ぶ。

『ビッグイシュー』から『地球憲 ある組織が行動規範をもつのはなぜだろう？学校や家
庭、雑誌、NPOや世界にむけたものまで、共同体が求め
LB14-9 章まで』
る共通認識や理解することの意味を考える。
アクティビティ『国産はじめて物 「プロジェクトX」「ガイアの夜明け」に描かれるものづくりの
語り』〜持続可能な雇用
物語。時代を表す製品を取り上げた本『国産はじめて物
LB14-10
語り』のリストから社会の変化とこれからの企業と労働の
あり方等を考える。
米国「はじめて」物語
LB14-11

1850年代からの米国の技術革新の歴史をもとに19世紀
以降の時代を技術革新の面から概観し、米国の影響力、
科学技術社会のあり方を考える。

「持続可能な雇用」のあるべき 「雇用」は社会にも個人にも重要な要素。雇用が安定し発
展するために社会はどんな支援を行い、個人は何を身に
LB14-12姿とは？
つけるべきか？
ついつい対語
LB14-13

「子どもと大人」「女と男」など対語の単純で分りやすいカ
テゴリーには落とし穴も。『人権用語辞典』を参考にことば
とパワーに関する感覚をみがく。

おいおいネェチャン -未来型コ 対等で開かれたコミュニケーションをめざしてはいるもの
の、時折出会う“トホホ”な状況。日本社会の見えないパ
LB14-14ミュニケーション
ワーに対する感覚をみがく。
「バカの壁」ワークシート
LB14-15

ベストセラーのメッセージを教育の場での経験と重ねて共
有しよう。『意味を見い出す場は私たちの共同体の中にあ
る』のだから。

スキル・トレーニングの功罪
LB14-16

1970年以降のさまざまな課題や対象者に向けたスキル・
トレーニング(ST)を振り返り、これからの課題に応じたST
の発展について考える。

ファミリー・マターズ -異文化
LB14-17引っ越し編

異文化に移住する家族それぞれの変化や成長を通して
家族コミュニティと受け入れ側社会の問題点や必要なサ
ポートについて考える。

公共的概念とコミュニティ
LB14-18

私たちは学びを通して互いに何を共有したいのだろう。国
際的な指針、日本の課題から共有すべき概念と、それを
持つことの意味を考える。

ESD概念の検討- 持続可能性 ヨハネスブルク・サミットで日本政府が提案した「ESDの10
年」が2005年に始まる。さまざまな領域での教育が積み
LB14-19のための教育へ
上げた概念を基にESDの目標を考える。
○○のための話し合いのルー 組織のコミュニケーションのルールづくりを自分たちで行う
ことは、主体的な運営の規範の確認でもある。ファシリ
LB14-20ルづくり
テーター必携のアクティビティ。
これって「参加型」？
LB14-21

ことばも実践も広がった「参加型」学習の共通のポイント
は何か？場や入り口は様々でも「参加の文化」を進めた
い人なら一度はともに考えたい。

「ワークショップ」の分類
LB14-22

「ワークショップでやろう」と言った時、何を意味しているで
しょう？課題解決の段階や意見聴取の手法・枠組みで主
体的な参加の質を問う活。

ごみは何より減らすこと
LB14-23

日本全国の地域がかかえるごみ問題。一般廃棄物を対
象の「ごみの減量」の調査、行動計画、モニター活動の中
で環境の共通理解を深める。

日本近代精神史-文庫７
LB14-24

日本の近代に新たな価値を求めて生きた人々の精神にと
もにふれる活動。岩波文庫の７冊から「本とのインタ
ビュー」で展開する。

イラク人質事件について話し合 衝撃的な事件が起った時、身近な人ときちんと、率直に話
し合えたら…。マスメディアを読み解き、気づきを未来のた
LB14-25う
めの具体的な示唆とする為の活動。
ナヌムの家で考える —「慰安 過去を共有し「いいもの」や「いい関係」を積み上げて行く
にはどうしたらいいのか？基本的人権をキーワードに共
LB14-26婦」問題
感的理解から共生社会を目指す
ERIC主催研修2003③「対立か 「対立の解決」のスキルを学び、それを生涯にわたる学習
LB14-27ら学ぼう」カリキュラムと教え方 のさまざまな場面にどのように位置付けていけるかを考え
講座
た研修の報告。
ERIC主催研修2003④「人権教 人権教育でファシリテーターとしてともに考えたいことは何
LB14-28育ファシリテーター」養成講座 だろう？参加者とともに構成を考え、参加者自身がファシ
リテートする実践的講座。
ERIC主催研 修2003⑤「持続可 PRA（主体的参加地域評価法）を中心に、地域の人々とと
能な開発／社会を目指して」プ もに学びあう３日間。地域で実施するプロセス・ファシリ
LB14-29ロセス・ファシリテーター養成講 テーターの実践的養成講座のモデル・プログラム。
座 in 茅ヶ崎
ERIC主催研修2003⑥「TEST ( 教育や社会をつくっていくプロデューサーとして、より質の
高い教育をつくりだす力。現状改善のためのプロセスをつ
LB14-30Trainer's Effective Skill
Training) 教育力向上講座」
くりだすことを目指した３日間の記録。
主催研修実践編記録 ファシリ ERICが熊本の協力者と共に開催。各セッションを参加者
テーター養成講座実践編in 熊 がファシリテートし、互いに学び合う実践的講座。あなた
LB14-31本〜地域から考える世界のこ の町でも開催しませんか？
と〜
主催研修実践編記録 協働で ERICと他団体の協力で行ったファシリテーター養成講座。
LB14-32つくるファシリテーター養成講 プログラムづくりをおこなうプログラム、実行委員会形式
座 in 山口
の実施体制から見えたPDSのサイクルを紹介。
受託事業記録 市民参加でつ 行政との協働、市民参加で公園活用推進を行う事業。03
LB14-33くる協働ガイドライン−足立区 年度は市民の自主的な組織が発足し、協働のガイドライ
公園活用推進事業より
ンも作成。コミュニティでの事業推進プロセスを学ぼう。
高校生と進めた授業実践 国 「目に見えない暴力」について学び、「平和の構築に向け
LB14-34際理解 -平和の構築に向けて ての課題」への取り組みを考えた竹台高校03年度2学期・
3学期の授業実践記録。

受託事業記録 企業に「参加 持続可能な社会における企業とは？持続可能な雇用と
LB14-35の文化・風土」を育む -持続可 は？（株）興安計装と取り組む、企業における参加の文
能な社会に向けて
化・風土づくりのワークショップ。
受託研修記録 国際交流館パ アジアの多言語状況を共有し、各コミュニティの言葉に関
LB14-36ネルトークシリーズ③いろいろ する課題の異なる点や共通点について話しました。
な「ことば」
受託研修記録 国際交流館パ 個人がコミュニティから得ているもの、コミュニティに対す
ネルトークシリーズ④「わたし」 る責任と貢献について考え、個々人の中にも多層的な価
LB14-37に出会おう
値を持っている人たちがコミュニティを形成するとき大切
にしたいことを話しました。
受託研修記録 国際交流館パ 自信はなぜ大切？自分自身の自信を育てたのは何？そ
LB14-38ネルトークシリーズ⑤「わたし」 して未来世代の自信をのばしてゆくためにどんなことがで
を育てる
きるのか。「自信」をキーワードに話しました。
受託研修記録 国際交流館パ 子どものころの自分にとってどんな人が「偉人」だったかを
ネルトークシリーズ⑥「地球の 共有し、豊かな多文化世界の未来に向けて、伝えてゆき
LB14-39なかま」の未来をデザインしよ たい「偉人」像について話しました。
う
受託研修記録 環境報告書が 企業の温暖化防止対策に焦点を当て、環境報告書活用
つなぐコミュニケーション〜市 可能性や提案を考えるワークショップ。ファシリテーターの
LB14-40民の視点で 読む・問う・活か ためのワンポイト、応用案などアイデアも満載。
す
霞ヶ浦環境教育セミナー
LB14-41

2003年8月に行われた霞ヶ浦研究会主催による環境教育
セミナーの記録。社会の中で出会う多様な問題への解決
能力を養う。

戦争の悪循環について考える "第二次世界大戦が始まった年に描かれた絵本を出発点
に、戦争の悪循環を考え、そのジレンマを断ち切るために
LB15-1
できることは何かを考える。"
PLTsecondary module-RISKを "PLT中等教育向けモジュールの概要と、その中の1つ、
例に
モジュール「リスク」の理数系教科との関連を紹介。日常
LB15-2
の意思決定に働く論理的思考を意識化し、地球規模の課
題への応用するカリキュラム。"
日本人って誰？
LB15-3
参加型アクティビティをつくろ
LB15-4 う！

LB15-7

"伝えたいことから、または身近な素材から、アクティビ
ティをつくるためのいくつかのアイデア。アクティビティ開
発能力を高めよう。"

63億人ってどのくらい？

世界の人口が63億人っていわれてもなかなかピンとこな
い。数を使ったいろいろなアイデアで地球上に暮らす人間
を実感しよう。

ウーリーウェブの活用法

毛糸を使って因果関係や相互関係を考えるウーリーウェ
ブの手法。いくつかのアクティビティをもとにどのような活
用ができるか考える。

LB15-5

LB15-6

"わたしたちは普段、何によって他者を○○人であると考
えるのでしょう。また、それを決めるのは誰でしょう。2003
年度TESTで開発したアクティビティ。"

経験学習の４段階ワークシート "気づきのアクティビティがもっている力を最大限に引き出
すために、経験学習の４段階を踏んで丁寧にすすめよう。
気づきアクティビティを実践したい人におすすめ。"

スキルトレーニングの心がけの "持続可能性を実現するためのスキルトレーニングでファ
チェックリストづくり
シリテーターが心がけるポイント。ファシリテーターの資質
LB15-8
やアクティビティ、プログラムの質の向上について、ＥＳＤ
の７つの原則で常にチェックします。"

"あなたの行動の「なぜ、どうし "「事実、感情、価値観、決断(ORID)」４種類の問い。課題
解決の場面でお互いの共通理解づくりや、対立の場面の
LB15-9 て、そうしたの？」を探る"
自己分析に活用できる問いかけの枠組み。"
フェミニズムの空白 〜解放を
越えて
LB15-10

"さまざまな「解放運動」は人権保障のための社会変革を
求めた。その後の社会のあり方と、女性の「自立」へのメッ
セージや支援を検証する。バックラッシュに立ち向かうた
めの視点と人権教育のこれからのあり方を探る。"

人権アクティビティづくり
LB15-11

"人権教育の「伝えたいこと」を参加型アクティビティでどう
伝えるか。１０の素材をもとにグループで考え、ファシリ
テーションを実践する。"

ある属性の有利・不利
LB15-12

"自分の属性について、そのパワーを意識するのはむず
かしい。マイノリティの条件と有利性を問うアクティビティ。
大分県のワークショップで開発された。"

ファシリテーター養成に活かす ファシリテーター研修の記録写真をファシリテーターのネッ
トワーク育成に活用するためのアクティビティ。報告会や
LB15-13記録写真
フォトランゲージのアイデア。
あなたはどの人？
LB15-14

"人権教育の行動化の１つ「差別を見過ごさない」につい
て考える。差別に対する５つの態度、７つの立場を使いな
がら、自分と社会の課題を考える。"

プログラムづくりの進め方
LB15-15

"参加型学習のプログラムをつくる時、伝えたい概念の
「流れ」と展開を「つなぐ」ためのポイント。"

文字を必要としない社会
LB15-16

"文字を持った社会と「無文字社会」が出会うとき、どのよ
うな配慮が必要だろう。多文化の出会いをきっかけに文化
や教育を「文字」を通して考える。"

ERIC主催研修2004①「国際理 "04年度「国際理解」ファシリテーター養成講座の記録。参
LB15-17解」ファシリテーター養成講座 加者が講座のファシリテーターをつとめる「実践型」講座
で、アクティビティづくりを行った。"
ERIC主催研修2004②「環境教 "環境教育/PLTファシリテーター養成講座３日間のプログ
育」ファシリテーター養成講座 ラム記録。「アクティビティステーション（14-17参照）」や
LB15-18
「補助線」でアクティビティ開発力の向上を目指し、フィー
ルドプログラムをつくった。"
主催研修実践編記録 TEST
LB15-19in 大阪

"04年3月に行われた主催事業TEST（LB14-30)と同じ構
造で、5月に大阪で実施した3日間の記録。公共的概念と
行動を育てる人材育成を目指すプログラム。"

受託事業記録／千葉女性セン "「参加してよかった」と思える話し合いのために、準備か
LB15-20ター建設的な話し合いによるコ ら終了後までのプロセスで必要な工夫を学び、一人ひとり
ミュニティ育て
の参加のスキルを伸ばすプログラム。"
受託事業記録 コミュニティ・ビ "地域環境総合計画策定に関わる市民、職員、関係者
が、ともに学ひ地域の課題とビジョンを共有する２日間１０
LB15-21ジョン in 安塚
時間の研修。９９年実施。"
受託事業記録／新任研修 人 "お互いを尊重するコミュニケーションは職場内、職務に
LB15-22権尊重の第一歩は人を好きに かかわる人権の基本。個人から企業コミュニティの課題を
なること
語る5時間の参加型研修プログラム。"
受託研修記録／社内研修 人 "アクティビティ体験、プログラム評価の視点（３時間）、
レッスンプランの実施（ファシリテーター実践）を加えた６時
LB15-23権教育指導者育成
間等プログラム２本を紹介。"
受託事業記録／社内研修 人 "人権啓発ビデオ視聴を含めて「日常生活にひそむ差別
LB15-24権啓発研修 レッスン・プラン や偏見に気づく、見過ごさないで指摘できる」ための研修
指導者マニュアル。"

受託事業記録／事業所担当 "人権尊重を学ぶ参加型手法が、企業の日常業務にも応
LB15-25者向け研修 人権啓発推進委 用力のあるものであることを学ぶ５時間のプログラム。"
員研修
受託事業記録 コミュニティと参 ERICがこれまで学んだ参加型の方法を総合して開発した
加 〜プロセスファシリテーター 「コミュニティ・ビジョン」を伝える3日間9セッション（18時
LB15-26への道
間）のカリキュラム。コミュニティの参加を促進する担い手
への提案。
講義記録／西武文理大学 英 大学1年生必修「英語基礎演習」11回のプログラムとワー
クシート。英語の実力や期待がさまざまな対象から「学ぶ
LB15-27語基礎演習10.100.1000
姿勢」を引き出す
講義記録／恵泉女学園大学 "国際社会文化学科の3-4年生向けに開講された12回の
LB15-28国際関係論特講 平和教育実 講義2000年度の記録。多くのアクティビティからグローバ
践00
ルな不公正、課題を掴む"
講義記録／恵泉女学園大学 国際社会文化学科の3-4年生向けに開講された１２回の
LB15-29国際関係論特講 平和教育実 講義2001年度の記録。国際社会と平和について学ぶ参
践01
加型の展開。
講義記録／恵泉女学園大学 "国際社会文化学科の3-4年生向けに開講された12回の
LB15-30国際関係論特講 平和教育実 講義2002年度の記録。「開発、女性、暴力」の課題に迫
践02
り、平和の全体像を探る。"
講義記録／恵泉女学園大学 国際社会文化学科の3-4年生向けに開講された12回の講
LB15-31国際関係論特講 平和教育実 義2003年度の記録。教育やコミュニケーションのあり方か
践03
ら平和を学ぶ実践へつなぐ。
講義記録／恵泉女学園大学 国際社会文化学科の3-4年生向けに開講された12回の講
LB15-32国際関係論特講 平和教育実 義2004年度の記録。
践04
「羅生門的アプローチ」で対立 コミュニティの構成員がかかわった具体的な対立・紛争の
事例を、匿名で、コミュニティの共通の課題として扱い全
LB16-1 から学ぼう
員の学びとするアクティビティ。
ノーベル平和賞から「平和」を ノーベル平和賞は1901年の第1回からこれまでに約110の
個人と団体が受賞しています。受賞者・団体の活動や受
LB16-2 考える
賞理由の多様さから「平和」について考えます。
かんたん人権劇

障がいを持った人がスポーツクラブへの入会を断られまし
た。どこに問題があるのでしょうか。ロールプレイを通して
考えます。

進化論おもしろデータ

いま生きていることのわくわくを子どもたちと共有するため
のデータと基本文献の紹介。

ジャパニーズ・オンリー

小樽温泉入浴拒否問題 を素材に、排他主義を起こす背
景とそれを越えるためのわたしたちの行動を考えたプログ
ラム。

平和の文化を創ろう

日常使っている「言葉」や「文化」をふりかえってみません
か？『くらしと教育をつなぐWe』の記事等を参考に、平和
の文化を創るためにできることを考えます。

LB16-3
LB16-4
LB16-5

LB16-6

チェックリストチェックリスト-評 自分のふりかえりや、参加型学習の導入にも気軽に使わ
れるチェックリスト。それらのチェックリストは適切なので
LB16-7 価と点検
しょうか？ 評価・点検する指針を作ります。
親と子の物語
LB16-8

人間関係は、お互いの行動とそれに対する解釈による物
語として成り立っています。「親と子」の間にあるストーリー
に光を当ててみましょう。

LB16-9

50になったら楽しよう

問題な日本語
LB16-10

職業女性のライフ・サイクルと発達課題を考え、「楽する」
ための手立てを手に入れるためのプログラム。
変化の途上にある表現を「乱れ」と切り捨てるのではなく、
日本語の吸収能力に驚嘆しながら、よりよい表現を生み
出す力を育てましょう。

ていねい語が拓く日本の未来 日常のコミュニケーションを、階級遵守語、ていねい語と
いう視点で分析したうえで、「未来型コミュニケーション」の
LB16-11
ありかたを考えます。
「事実・感情・価値観の氷山」
LB16-12の多側面分析

「事実・感情・価値観の氷山」による対立の自己分析の発
展。氷山を複数の側面から分析し、わたしが本当に満たさ
れたいことを明らかにします。

紛争の超越から和解へ トラン ガルトゥング氏が提唱する「トランセンド（超越）法」のプロ
LB16-13センド法と分析的手法で考えよ セスをERICが活用する分析の手法を使ってすすめます。
う
紛争をどのように転換していくのか、ともに考えましょう。
音感フォニックス
LB16-14

大学での英会話の授業実践から、フォニックスの指導部
分を紹介。どのような英語のレベルの学生でも習熟を高
めてゆくことができるプログラム。

授業をどうする？
LB16-15

カリフォルニア大学のアイデア集を参考に、自分自身の、
さらに学校全体の授業改革に取り組みましょう。

「正義感の発達」と教育
LB16-16

普遍主義的正義感（グローバルジャスティス）獲得の課題
と教育的手立ての段階化を考えるプログラム。

半構造化で進める共通基盤づ 半構造化とは、先行知見などによって構造化できる部分
を、思考を進めるための補助線として活用すること。最近
LB16-17くり
の実践例を紹介。
参加型学習の原則
LB16-18

参加型学習の理念やあるべき姿は、習得と、生み出す力
の両方が求められます。仲間とともに原則を生み出す力
を育てることに焦点を当てたプログラム。

参加型エンパワーメント調査の ERICがこれまで取り組んできた調査事業は、収奪的に情
方法論
報収集するものでなく、調査に関わる全員がエンパワーさ
LB16-19
れることを目指したものです。参加型エンパワーメント調
査の事例からエッセンスを紹介します。
04ESDカレッジ人権講座参加
LB16-20者の「お勧めのこの本」

ファシリテーターの学びあいのために参加者全員でだし
あった「わたしのお勧めのこの本」60冊。現代社会におけ
る人権教育の課題の広がりを伝えています。

循環型社会を目指して ごみ
LB16-21関連資料データ集

わたしたちはどのような目標を持って、どのくらいのごみ
を、どのように削減していけばよいのでしょうか。学校の授
業やまちづくりで活用できるデータの紹介。

紛争ワーカーのためのエクサ トランセンド法によるトレーニングマニュアル50ユニット中、
簡易バージョン15ユニットのエクササイズを紹介。紛争
LB16-22サイズ
ワーカーのトレーニングの大筋がわかる資料。
2004ESDfc.byERIC③「対立の 自分自身の対立や感情を扱うことを通して、対立の扱い
LB16-23扱い方」講座-「対立」から「対 方の概念の手法を理解し、各現場の対象に応じた指導法
話」へ レッツコミュニケート！ を学んだ2日間の記録。
2004ESDfc,byERIC④ ESDのた これまで実践されてきた平和的な社会変革の手法を体験
LB16-24めの「平和」講座 -平和的に社 し、これからの平和教育とそれをすすめるファシリテー
会を変えて生きるには
ターのありかたを考えました。
2004ESDfc.byERIC⑤ ESDのた 新たな人権教育の課題についてのアクティビティの開発、
LB16-25めの「人権」講座 -人権を持続 人権教育指導者としての自己習熟に焦点を当てた2日間
可能性の礎に
の記録。

2004ESDfc.byERIC⑥ ESDのた 東京都北区において参加型地域調査を実施し、ESDの推
めの「社会開発」講座 -参加す 進と地域の教育課題を考えた講座。近刊「参加型で進め
LB16-26る・つくる持続可能なコミュニ る5つのステップ」による3日間の構造。
ティ
2004ESDfc.byERIC⑦ 「教育力 教育力向上のために、伝えたいことを物語る、半構造的
に伝える、人間理解に基づいた教育的働きかけ、それら
LB16-27向上」講座 -TEST（Trainers
Effective Skills Training）
ができるからだになるための実践の3日間の記録。
2004ESDfc.講座in沖縄with
沖縄県東村で、エコツーリズムを切り口に、参加型地域調
ERIC PRAファシリテーター養 査を実施し、地域住民が主体となり、参加を広げる地域づ
LB16-28成講座-住民参加型地域をつく くりのプロセスを作りました。
ろう
2004ESDfc講座in大分with
対立の扱い方を中心としたスキルの指導法を体験し、学
ERIC わたし・あなた・みんなの びました。地域の指導者とともに取り組みを進めていくた
LB16-29ためのスキルトレーニング講座 めの共通基盤づくりとなった講座です。
「ESDファシリテーターズ・カレッ 2004年度より「ESDファシリテーターズカレッジ」と位置づ
LB16-30ジ講座by ERIC」の2004年度の けたERICの主催講座。自己ふりかえり的な「評価」と第三
評価と点検
者による「点検」を行いました。
ERICファシリテーターテーター 2004年度のカレッジ講座 byERICで、ERICテキストの補完
情報として提供したハンドブックのコンテンツをセットにま
LB16-31ハンドブック2004
とめました。
受託研修記録 甚目寺町まち 循環型社会を目指し、地域のごみ削減のために開催した
づくり町民会議
「まちづくり町民会議」。ワークショップや自主勉強会、住
LB16-32
民調査などを実施し、行動計画・提言づくりをした1年間の
事業記録。
英会話 スリーインワン
LB16-33

大学における英会話の授業実践。90分を3つのパートで
構造化し集中力を高める方法論の紹介。

