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お問い合わせ
福島県生活環境部国際課（グローバルセミナー担当）
〒960-8670　福島県福島市杉妻町2-16
TEL：024-521-7183　FAX：024-521-7919または024-521-8308
E-mail：kokusai@pref.fukushima.lg.jp

ユースコース
9月26日（土）

10：00～10：15 開会式※

10：15～11：15
 オープニングセッション※

11：30～12：45
 ランチ交流会※

13：00～14：30
 世界がもし100人の村だったら

14：45～15：45
 青年海外協力隊　体験談

16：00～16：40
 クロージングセッション1※

16：50～17：30
 宿泊オリエンテーション※

18：00～18：50
 ディナー交流会※

19：00～20：30
 グロセミカフェ※

お茶を片手に講師との
フリートーキングをお楽しみください。

9月27日（日）

6：30～ 7：00
 協力隊訓練模擬体験
　　　　　「朝の集い」

7：00～ 8：00
 ブレックファースト

8：30～10：45
 水運び体験と国際協力

11：00～11：40
 クロージングセッション2※

11：40～11：50 閉会式※
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平成27年
9月26日㈯ 10：00 ～ 27日㈰ 11：50 
(26日は9:00受付開始)

JICA二本松 （福島県二本松市永田字長坂4－2）

高校生以上の方　150名
（但し、【ユースコース】は高校生限定25名）

平成27年9月7日㈪ 必着
※但し、先着順受付とし、定員になり次第申し込みを締め切らせていただきます。

１泊２日 ¥3,500（食事代(3食)・資料代・宿泊費等）
26日のみ ¥1,500（昼食代・資料代等）

福島県生活環境部国際課 検索
福島県生活環境部国際課 検索

県民カレッジ連携講座　福島県 検索

グローバルセミナーは26日のみの参加も可能
ユースコースは両日参加必須

JR東北本線二本松駅下車。二本松駅前から福島交通バス「JICA・
NTC」行き利用で約30分。帰りのみ（26日及び27日）JICA二本松
から「岳温泉」停留所までシャトルバスを運行。福島交通バス、シャト
ルバスをご利用希望の方は、参加申込書に記入してください。

JICA二本松までは、国道4号線もしくは東北自動車道二本松ICから岳温泉に向かい、そこからさらに奥岳（あだた
ら高原スキー場）方面に向かってください。二本松ICから所要20分程度。

※申込み後、事務局から「参加確認（受付）書」及び「振込取扱票」をお送りしますので、指定期日までに、参加費
用を最寄りの郵便局からお支払いください。なお参加費用の返金は一切いたしませんので、ご了承ください。ま
た、指定期日までに入金が確認できない場合は、キャンセルとみなしますので併せてご了承ください。

グローバルセミナーは、県民カレッジの連
携講座として認定を受けていますので、受
講した時間がカレッジの単位となります。

お車をご利用の場合は、エコドライブ
やお知り合いの方との相乗り等、ご協
力をお願いします。

県民カレッジ
連 携 講 座

鉄道・バスをご利用の場合

お車をご利用の場合

会 場 案 内

参 加 費

ふくしま
グローバルセミナー

JICA二本松で世界を学ぼう
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〈食事代及び資料代、宿泊費（両日参加の場合）等〉 ※全室個室、お風呂とトイレは共同です。

3,500円（両日参加）　　1,500円（26日のみ）

参加申し込み 参加申込書に必要事項を記入し、郵送、FAXまたはE-mailで下記までお申し込みください。
※E-mailでお申込みの場合は、必ず件名に「グローバルセミナー申込み」と入れてください。
※FAXでお申込みの場合は、黒のボールペンではっきりとご記入ください。

※9月10日（木）までに参加通知が届かない場合は、下記問い合わせ先までご一報ください。

主　　催：福島県国際理解教育ネットワーク
（福島県、福島県教育委員会、（公財）福島県国際交流協会、JICA二本松）

二本松駅　8：43 JICA二本松　9：15➡ 料金（二本松駅→JICA二本松） 片道500円
〈行き〉二本松駅より福島交通バス「JICA・NTC行き」に乗り終点で下車。

二本松駅　17：50岳温泉　17：23JICA二本松　17：00 ➡ ➡

料金（岳温泉→二本松駅） 片道500円
（JICAシャトルバス） （福島交通バス）

二本松駅　13：14岳温泉　12：50JICA二本松　12：10 ➡ ➡

料金（岳温泉→二本松駅） 片道500円
（JICAシャトルバス） （福島交通バス）

〈帰り〉
　　９/26（土）

　　９/27（日）

高校生限定コースです。このコースを受講する方は、グローバル
セミナーの他の講座は受講できませんのでご注意ください。
但し、※は他の講座を受講している方と一緒に行います。

今年のテーマは“水”。
　水は、人間が生きていく上で必要不可欠なもの。
　一方で地球上では水を取り巻く様々な問題が発生し
ています。この2日間、高校生同士で、水を切り口に様々
な角度から国際協力について考えていきます。
　講師は、全員、青年海外協力隊で活動した経験のある
方々です。

9月26日（土）

13：00～14：30「世界がもし100人の村だったら」
　世界には約70億の人々が様々な暮らしをしています。これを100
人に縮めてみたら、英語を話す人は○人、字が読める人は○人、安
全な水を飲める人は○人…、世界の現状を学びます。

14：45～15：45「青年海外協力隊体験談」
　実際に途上国で青年海外協力隊として活動してきた2人の講師
から、任地での活動の様子はもちろんのこと、協力隊に参加した動
機や水に関わる現地での生の様子、そして今帰国して思うことなど
様々な話を聞きます。

講師：中根 倫子さん
（平成23年度1次隊　職種：理数科教師　派遣国：フィジー共和国）

小野真理子さん
（平成22年度1次隊　職種：青少年活動　派遣国：モザンビーク共和国）

9月27日（日）

6：30～7：00
　協力隊訓練模擬体験
　「朝の集い」
　ラジオ体操を行い、協力隊
訓練時の朝の集いを模擬体
験します。

8：30～10：45
「水運び体験と国際協力」
　世界には、蛇口をひねれば水が出てきて、それを飲める生活をして
いる人もいれば、毎日何キロも水運びをして限られた水で生活してい
る人もいます。では、みんなで協力して水を実際に運んでみましょう。
そこから見えてくる私たちができる国際協力について考えます。

セミナーの最新情報については
福島県国際課のホームページをご覧ください。

201520152015

※高校生・高校教員の方へ
昨年まで毎年開催の高校生向け「ユース国際協力ミーティング」は、当セミナー「ふくしまグローバルセミナー」
との同時開催になりました。当セミナーの中に「ユースコース」を設定し、グローバルセミナーと並行して行われ
る形となりますので、高校生の方々にとっては最初のステップに「ユースコース」、または一般の方と一緒に受講
する通常のコース、２つから選べる形式です。どちらもおすすめです。ぜひ積極的にご参加ください。

外国出身者による母国紹介や国際協力現場レポート、外国にルーツを持つ子どもの支援
など、国際理解や国際協力、多文化共生について学べる講座がたくさんあります。
高校生限定で一部別メニューの
を設定しました。

「ユースコース（*旧ユース国際協力ミーティング）」

JICA二本松
二本松市永田字長坂4－2
TEL：0243-24-3200　FAX：0243-24-3214
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グローバルセミナープログラム紹介
9月26日（土）

10：00～10：15 開会式

10：15～11：15
 オープニングセッション

11：30～12：45 ランチ交流会

13：00～14：30 セッション1

14：45～15：45 セッション2

16：00～16：40
 クロージングセッション1

～26日のみの方はここまで～

16：50～17：30
 宿泊オリエンテーション

18：00～18：50 ディナー交流会

19：00～20：30 グロセミカフェ
お茶を片手に講師との
フリートーキングをお楽しみください。

9月27日（日）

6：30～ 7：00
　　協力隊訓練模擬体験　　
　　「朝の集い」　※希望者のみ

7：00～ 8：00
 ブレックファースト

8：30～ 9：20 自主セッション

9：35～10：45 セッション3

11：00～11：40
 クロージングセッション2

11：40～11：50 閉会式

　自主セッションは、セミナー参加者の皆さんが、自ら講師となって講座を開講するものです。
　海外での体験談や国際協力活動の話、国際理解・国際協力について考える講座など、
発表を希望する方は参加申込書に具体的内容を記入してください。

時間：9月27日（日）
　　　8：30～9：20（50分）
場所：原則として定員8名の教室

（椅子・机・ホワイトボード有り）
※12講座を募集します。先着順受付を原則としますが、希

望者多数の場合にはお断りする場合がありますので、あ
らかじめご了承ください。

※自主セッションの内容はセミナー初日「26日（土）」に発
表し、セミナー参加者は当日1つのセッションを選んで参
加します。なお、時間内での参加者の移動はありません。

※発表者の講座に何人参加してくれるかは、PR次第。
PRタイムは初日「26日（土）」の宿泊オリエンテーショ
ンの中で行います。

※必要な文房具や機材は、すべて発表者持ち込みです。

セッション1　26日（土）　13：00～14：30（90分）セッション1　26日（土）　13：00～14：30（90分）

昨年度のセミナーの様子

講座の１コマ
グロセミカフェ

自主セッション

自主セッション 発表者大募集！

Think globally Act locally!
～挑戦！みんなのまちづくり～

（公社）青年海外協力協会事業3課課長

堀田 直揮 さん
　世界では様々な問題が起きています
が、実は同じようなことが身の回りでも
起きていることがあります。皆さんで一
緒にバーチャルなまちをつくりながら、
それを体験してみましょう。そしてそこ
から見えてくる持続可能な社会とは…。

セッション2　26日（土）　14：45～15：45（60分）セッション2　26日（土）　14：45～15：45（60分）

セッション3　27日（日）　9：35～10：45（70分）セッション3　27日（日）　9：35～10：45（70分）

自主セッション　27日（日）8：30～9：20（50分）自主セッション　27日（日）8：30～9：20（50分）

講座 Ａ 講座 E講座 D

講座 D

講座 C講座 B

講座 B 講座 C

獅子の国「シンガポール」
～アジア屈指の成長国のヒミツ！～
元 シンガポール日本人学校クレメンティ校教諭

（現 福島市立三河台小学校教諭）

菊地 一也 さん
　中華系・マレー系・インド系・欧米系
など多民族社会でありながら、異文化を
尊重し合い、”１つのシンガポール政策”
により経済発展を続ける魅惑のシンガ
ポール！「アジアの中の日本」を考える
とき、そこには学ぶべき視点が一杯です。

180度と360度のボリビアと福島
～海外経験の伝え方～

JICA二本松教師海外研修
ボリビア派遣教員チーム

　教員たちが研修で南米ボリビアへ。
何もかも日本とは文字通り180度違う
かのように思えるこの国で、直面した
カルチャーショックや現地で得た感動
…。自分の海外経験を周囲の人に伝え
るためのヒントがきっと見つかるはず。

「日本語」という外国語
～日本人には見えない姿～

福島大学経済経営学類教授

井本　亮 さん
　外国人の目で日本語を見ると、そこ
には日本人が気づかないような特徴が
いくつもあります。「日本語ってカン
タン？難しい？日本語ってどんな言
語？」みんなで日本語を観察しながら、
その意外な一面を覗いてみましょう。

コロンビア
～暮らしてみて学べたこと～
元 青年海外協力隊隊員（作業療法士隊員）

齋藤 真里 さん
　Hola!! 日本の反対側にあるコロンビ
アでのJICAボランティア活動。言葉も
文化も違う中で、日々笑ったり、泣い
たり…。そんな私の体験から、海外で
働くって？生活するって？を、皆さん
と共有できたらなと思います。

微笑みの向こう側
～タイ山岳少数民族の貧困の連鎖～

福島県国際理解教育研究会

竹田 朋彦 さん
　東南アジアの中進国タイ。華やかな国
際都市バンコクとはあまりにも対照的な
地方の貧困の現状。特に「ゴールデントラ
イアングル」と呼ばれる北部タイに暮ら
す山岳少数民族の貧困の現状から、その
構造的な貧困の原因を探っていきます。

“Because I am a girl”

郡山ザベリオ学園中学校教諭

菊地恵美子 さん　伊藤 有紀 さん
「女の子だから」という理由で、学校へ
行けなかったり13歳で結婚させられたり
する国があります。パキスタンのマララ
さんの国連でのスピーチや、ワークショ
ップ「シータちゃんの一日」を通してこの
問題について一緒に考えてみませんか？

エジプト
～その魅力とは～

ふくしま多文化共生サポーター

ガラール・アハマド さん
　数年前までエジプトで日本人向けの
観光ガイドをしていました。あまり知ら
れていない観光スポットやまだまだ謎
が多いピラミッドやスフィンクス、そし
て美しい風景…。エジプト人から見た
エジプトの魅力を丸ごとお伝えします。

歌って！ 踊って！
マオリ文化体験
福島県国際課国際交流員

ウィリアム・ヴォスバー
　KIAORA! ニュージーランドの先住
民であるマオリ族。そのマオリの伝統
的な踊り「ハカ」や遊び「ティラカ
ウ」を体験し、マオリの文化と言葉の
魅力に触れていきます。一緒に歌って
踊ってマオリ文化を楽しもう！

ミクロネシア滞在記
～2年間のホームステイ～

ふくしま青年海外協力隊の会

松井 智宏 さん
　南国リゾートのイメージがある「ミク
ロネシア」。そこで2年間、ホームステイ
をしながらの青年海外協力隊活動。私
とホストファミリーとの様々なやりとり
から、異文化を理解するってどういうこ
となの？を改めて考えてみませんか？

Quiz Show
America!

会津若松市国際交流協会国際交流員

マガレット・プライス さん
　Join us for a fun quiz game/
presentation, and learn something 
new about the USA. Let's find out 
what you know!

魚とりゲーム
～地球の資源として～

ふくしまユースグローバルカレッジ修了生

古山 良宏 さん　劉 芳 さん
　日本は、海に囲まれた島国です。一
年中、朝食から夕食まで様々な種類の
魚を食べることができます。皆さんは、
どんな魚が好きですか？では、その魚
を地球の一つの資源として見れば…。
さぁ、「魚とりゲーム」の始まりです。

外国ルーツの子どもたち
～その支援の現場から～

こおりやま日本語教室

永島 恭子 さん　横田あゆみ さん
日本語がわからないまま、外国の学校
から日本の学校に転入することになっ
た子どもたち。そうした子どもたちが自
分の学校にいたら、近所にいたら…。私
たちの支援活動をヒントに、グローバル
人材としての彼らの将来を見つめます。

拝啓 十五夜の我が家へ

閉会式の様子

福島県国際課国際交流員

徐　銓軼
　中国の人々が代々大切にしてきた教
えのひとつ「家族の大切さ」。中国の
一般家庭事情を垣間見ながら、「中秋
の名月」の日に、皆さんと一つの家族
になったつもりで、「我が家＝中国」
について語り合いましょう。

■グローバルセミナーの各講座定員は20名程度です。　■プログラム・内容等は変更となる場合があります。
■　  印は、グループディスカッションや模擬体験などワークショップ型の講座です。　  は体験談等の報告型の講座です。
■ふくしまユースグローバルカレッジ生とは、（公財）福島県国際交流協会が平成22年度より実施している国際理解教育の担い手育成事業の受講生です。

講座 Ａ

講座 Ａ

講座 B 講座 C

講座 D

講座 E

【昨年度の自主セッション例】

○ガザ50日戦争と子どもたち

○夏の経験から
～被災地の高校生がアメリカで
　学んだこと～

○世界の食窓から
～○○に気づく旅～

○着装体験で国際交流

○Creativity in English

セミナー参加者が自主的に行う講座です。発表方法など詳しくは右のページをご覧ください。

オープニングセッションランチ交流会
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グローバルセミナープログラム紹介
9月26日（土）

10：00～10：15 開会式

10：15～11：15
 オープニングセッション

11：30～12：45 ランチ交流会

13：00～14：30 セッション1

14：45～15：45 セッション2

16：00～16：40
 クロージングセッション1

～26日のみの方はここまで～

16：50～17：30
 宿泊オリエンテーション

18：00～18：50 ディナー交流会

19：00～20：30 グロセミカフェ
お茶を片手に講師との
フリートーキングをお楽しみください。

9月27日（日）

6：30～ 7：00
　　協力隊訓練模擬体験　　
　　「朝の集い」　※希望者のみ

7：00～ 8：00
 ブレックファースト

8：30～ 9：20 自主セッション

9：35～10：45 セッション3

11：00～11：40
 クロージングセッション2

11：40～11：50 閉会式

　自主セッションは、セミナー参加者の皆さんが、自ら講師となって講座を開講するものです。
　海外での体験談や国際協力活動の話、国際理解・国際協力について考える講座など、
発表を希望する方は参加申込書に具体的内容を記入してください。

時間：9月27日（日）
　　　8：30～9：20（50分）
場所：原則として定員8名の教室

（椅子・机・ホワイトボード有り）
※12講座を募集します。先着順受付を原則としますが、希

望者多数の場合にはお断りする場合がありますので、あ
らかじめご了承ください。

※自主セッションの内容はセミナー初日「26日（土）」に発
表し、セミナー参加者は当日1つのセッションを選んで参
加します。なお、時間内での参加者の移動はありません。

※発表者の講座に何人参加してくれるかは、PR次第。
PRタイムは初日「26日（土）」の宿泊オリエンテーショ
ンの中で行います。

※必要な文房具や機材は、すべて発表者持ち込みです。

セッション1　26日（土）　13：00～14：30（90分）セッション1　26日（土）　13：00～14：30（90分）

昨年度のセミナーの様子

講座の１コマ
グロセミカフェ

自主セッション

自主セッション 発表者大募集！

Think globally Act locally!
～挑戦！みんなのまちづくり～

（公社）青年海外協力協会事業3課課長

堀田 直揮 さん
　世界では様々な問題が起きています
が、実は同じようなことが身の回りでも
起きていることがあります。皆さんで一
緒にバーチャルなまちをつくりながら、
それを体験してみましょう。そしてそこ
から見えてくる持続可能な社会とは…。

セッション2　26日（土）　14：45～15：45（60分）セッション2　26日（土）　14：45～15：45（60分）

セッション3　27日（日）　9：35～10：45（70分）セッション3　27日（日）　9：35～10：45（70分）

自主セッション　27日（日）8：30～9：20（50分）自主セッション　27日（日）8：30～9：20（50分）

講座 Ａ 講座 E講座 D

講座 D

講座 C講座 B

講座 B 講座 C

獅子の国「シンガポール」
～アジア屈指の成長国のヒミツ！～
元 シンガポール日本人学校クレメンティ校教諭

（現 福島市立三河台小学校教諭）

菊地 一也 さん
　中華系・マレー系・インド系・欧米系
など多民族社会でありながら、異文化を
尊重し合い、”１つのシンガポール政策”
により経済発展を続ける魅惑のシンガ
ポール！「アジアの中の日本」を考える
とき、そこには学ぶべき視点が一杯です。

180度と360度のボリビアと福島
～海外経験の伝え方～

JICA二本松教師海外研修
ボリビア派遣教員チーム

　教員たちが研修で南米ボリビアへ。
何もかも日本とは文字通り180度違う
かのように思えるこの国で、直面した
カルチャーショックや現地で得た感動
…。自分の海外経験を周囲の人に伝え
るためのヒントがきっと見つかるはず。

「日本語」という外国語
～日本人には見えない姿～

福島大学経済経営学類教授

井本　亮 さん
　外国人の目で日本語を見ると、そこ
には日本人が気づかないような特徴が
いくつもあります。「日本語ってカン
タン？難しい？日本語ってどんな言
語？」みんなで日本語を観察しながら、
その意外な一面を覗いてみましょう。

コロンビア
～暮らしてみて学べたこと～
元 青年海外協力隊隊員（作業療法士隊員）

齋藤 真里 さん
　Hola!! 日本の反対側にあるコロンビ
アでのJICAボランティア活動。言葉も
文化も違う中で、日々笑ったり、泣い
たり…。そんな私の体験から、海外で
働くって？生活するって？を、皆さん
と共有できたらなと思います。

微笑みの向こう側
～タイ山岳少数民族の貧困の連鎖～

福島県国際理解教育研究会

竹田 朋彦 さん
　東南アジアの中進国タイ。華やかな国
際都市バンコクとはあまりにも対照的な
地方の貧困の現状。特に「ゴールデントラ
イアングル」と呼ばれる北部タイに暮ら
す山岳少数民族の貧困の現状から、その
構造的な貧困の原因を探っていきます。

“Because I am a girl”

郡山ザベリオ学園中学校教諭

菊地恵美子 さん　伊藤 有紀 さん
「女の子だから」という理由で、学校へ
行けなかったり13歳で結婚させられたり
する国があります。パキスタンのマララ
さんの国連でのスピーチや、ワークショ
ップ「シータちゃんの一日」を通してこの
問題について一緒に考えてみませんか？

エジプト
～その魅力とは～

ふくしま多文化共生サポーター

ガラール・アハマド さん
　数年前までエジプトで日本人向けの
観光ガイドをしていました。あまり知ら
れていない観光スポットやまだまだ謎
が多いピラミッドやスフィンクス、そし
て美しい風景…。エジプト人から見た
エジプトの魅力を丸ごとお伝えします。

歌って！ 踊って！
マオリ文化体験
福島県国際課国際交流員

ウィリアム・ヴォスバー
　KIAORA! ニュージーランドの先住
民であるマオリ族。そのマオリの伝統
的な踊り「ハカ」や遊び「ティラカ
ウ」を体験し、マオリの文化と言葉の
魅力に触れていきます。一緒に歌って
踊ってマオリ文化を楽しもう！

ミクロネシア滞在記
～2年間のホームステイ～

ふくしま青年海外協力隊の会

松井 智宏 さん
　南国リゾートのイメージがある「ミク
ロネシア」。そこで2年間、ホームステイ
をしながらの青年海外協力隊活動。私
とホストファミリーとの様々なやりとり
から、異文化を理解するってどういうこ
となの？を改めて考えてみませんか？

Quiz Show
America!

会津若松市国際交流協会国際交流員

マガレット・プライス さん
　Join us for a fun quiz game/
presentation, and learn something 
new about the USA. Let's find out 
what you know!

魚とりゲーム
～地球の資源として～

ふくしまユースグローバルカレッジ修了生

古山 良宏 さん　劉 芳 さん
　日本は、海に囲まれた島国です。一
年中、朝食から夕食まで様々な種類の
魚を食べることができます。皆さんは、
どんな魚が好きですか？では、その魚
を地球の一つの資源として見れば…。
さぁ、「魚とりゲーム」の始まりです。

外国ルーツの子どもたち
～その支援の現場から～

こおりやま日本語教室

永島 恭子 さん　横田あゆみ さん
日本語がわからないまま、外国の学校
から日本の学校に転入することになっ
た子どもたち。そうした子どもたちが自
分の学校にいたら、近所にいたら…。私
たちの支援活動をヒントに、グローバル
人材としての彼らの将来を見つめます。

拝啓 十五夜の我が家へ

閉会式の様子

福島県国際課国際交流員

徐　銓軼
　中国の人々が代々大切にしてきた教
えのひとつ「家族の大切さ」。中国の
一般家庭事情を垣間見ながら、「中秋
の名月」の日に、皆さんと一つの家族
になったつもりで、「我が家＝中国」
について語り合いましょう。

■グローバルセミナーの各講座定員は20名程度です。　■プログラム・内容等は変更となる場合があります。
■　  印は、グループディスカッションや模擬体験などワークショップ型の講座です。　  は体験談等の報告型の講座です。
■ふくしまユースグローバルカレッジ生とは、（公財）福島県国際交流協会が平成22年度より実施している国際理解教育の担い手育成事業の受講生です。

講座 Ａ

講座 Ａ

講座 B 講座 C

講座 D

講座 E

【昨年度の自主セッション例】

○ガザ50日戦争と子どもたち

○夏の経験から
～被災地の高校生がアメリカで
　学んだこと～

○世界の食窓から
～○○に気づく旅～

○着装体験で国際交流

○Creativity in English

セミナー参加者が自主的に行う講座です。発表方法など詳しくは右のページをご覧ください。

オープニングセッションランチ交流会
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○夏の経験から
～被災地の高校生がアメリカで
　学んだこと～

○世界の食窓から
～○○に気づく旅～

○着装体験で国際交流

○Creativity in English

セミナー参加者が自主的に行う講座です。発表方法など詳しくは右のページをご覧ください。

オープニングセッションランチ交流会
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うつくしま
エコイベント
☆☆☆☆☆

お問い合わせ
福島県生活環境部国際課（グローバルセミナー担当）
〒960-8670　福島県福島市杉妻町2-16
TEL：024-521-7183　FAX：024-521-7919または024-521-8308
E-mail：kokusai@pref.fukushima.lg.jp

ユースコース
9月26日（土）

10：00～10：15 開会式※

10：15～11：15
 オープニングセッション※

11：30～12：45
 ランチ交流会※

13：00～14：30
 世界がもし100人の村だったら

14：45～15：45
 青年海外協力隊　体験談

16：00～16：40
 クロージングセッション1※

16：50～17：30
 宿泊オリエンテーション※

18：00～18：50
 ディナー交流会※

19：00～20：30
 グロセミカフェ※

お茶を片手に講師との
フリートーキングをお楽しみください。

9月27日（日）

6：30～ 7：00
 協力隊訓練模擬体験
　　　　　「朝の集い」

7：00～ 8：00
 ブレックファースト

8：30～10：45
 水運び体験と国際協力

11：00～11：40
 クロージングセッション2※

11：40～11：50 閉会式※

日 時日 時日 時

場 所場 所場 所

募集
人数
募集
人数
募集
人数

募集
締切
募集
締切
募集
締切

参加
費用
参加
費用
参加
費用

平成27年
9月26日㈯ 10：00 ～ 27日㈰ 11：50 
(26日は9:00受付開始)

JICA二本松 （福島県二本松市永田字長坂4－2）

高校生以上の方　150名
（但し、【ユースコース】は高校生限定25名）

平成27年9月7日㈪ 必着
※但し、先着順受付とし、定員になり次第申し込みを締め切らせていただきます。

１泊２日 ¥3,500（食事代(3食)・資料代・宿泊費等）
26日のみ ¥1,500（昼食代・資料代等）

福島県生活環境部国際課 検索
福島県生活環境部国際課 検索

県民カレッジ連携講座　福島県 検索

グローバルセミナーは26日のみの参加も可能
ユースコースは両日参加必須

JR東北本線二本松駅下車。二本松駅前から福島交通バス「JICA・
NTC」行き利用で約30分。帰りのみ（26日及び27日）JICA二本松
から「岳温泉」停留所までシャトルバスを運行。福島交通バス、シャト
ルバスをご利用希望の方は、参加申込書に記入してください。

JICA二本松までは、国道4号線もしくは東北自動車道二本松ICから岳温泉に向かい、そこからさらに奥岳（あだた
ら高原スキー場）方面に向かってください。二本松ICから所要20分程度。

※申込み後、事務局から「参加確認（受付）書」及び「振込取扱票」をお送りしますので、指定期日までに、参加費
用を最寄りの郵便局からお支払いください。なお参加費用の返金は一切いたしませんので、ご了承ください。ま
た、指定期日までに入金が確認できない場合は、キャンセルとみなしますので併せてご了承ください。

グローバルセミナーは、県民カレッジの連
携講座として認定を受けていますので、受
講した時間がカレッジの単位となります。

お車をご利用の場合は、エコドライブ
やお知り合いの方との相乗り等、ご協
力をお願いします。

県民カレッジ
連 携 講 座

鉄道・バスをご利用の場合

お車をご利用の場合

会 場 案 内

参 加 費

ふくしま
グローバルセミナー

JICA二本松で世界を学ぼう
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訓練所

二本松インター
から車で20分

〈食事代及び資料代、宿泊費（両日参加の場合）等〉 ※全室個室、お風呂とトイレは共同です。

3,500円（両日参加）　　1,500円（26日のみ）

参加申し込み 参加申込書に必要事項を記入し、郵送、FAXまたはE-mailで下記までお申し込みください。
※E-mailでお申込みの場合は、必ず件名に「グローバルセミナー申込み」と入れてください。
※FAXでお申込みの場合は、黒のボールペンではっきりとご記入ください。

※9月10日（木）までに参加通知が届かない場合は、下記問い合わせ先までご一報ください。

主　　催：福島県国際理解教育ネットワーク
（福島県、福島県教育委員会、（公財）福島県国際交流協会、JICA二本松）

二本松駅　8：43 JICA二本松　9：15➡ 料金（二本松駅→JICA二本松） 片道500円
〈行き〉二本松駅より福島交通バス「JICA・NTC行き」に乗り終点で下車。

二本松駅　17：50岳温泉　17：23JICA二本松　17：00 ➡ ➡

料金（岳温泉→二本松駅） 片道500円
（JICAシャトルバス） （福島交通バス）

二本松駅　13：14岳温泉　12：50JICA二本松　12：10 ➡ ➡

料金（岳温泉→二本松駅） 片道500円
（JICAシャトルバス） （福島交通バス）

〈帰り〉
　　９/26（土）

　　９/27（日）

高校生限定コースです。このコースを受講する方は、グローバル
セミナーの他の講座は受講できませんのでご注意ください。
但し、※は他の講座を受講している方と一緒に行います。

今年のテーマは“水”。
　水は、人間が生きていく上で必要不可欠なもの。
　一方で地球上では水を取り巻く様々な問題が発生し
ています。この2日間、高校生同士で、水を切り口に様々
な角度から国際協力について考えていきます。
　講師は、全員、青年海外協力隊で活動した経験のある
方々です。

9月26日（土）

13：00～14：30「世界がもし100人の村だったら」
　世界には約70億の人々が様々な暮らしをしています。これを100
人に縮めてみたら、英語を話す人は○人、字が読める人は○人、安
全な水を飲める人は○人…、世界の現状を学びます。

14：45～15：45「青年海外協力隊体験談」
　実際に途上国で青年海外協力隊として活動してきた2人の講師
から、任地での活動の様子はもちろんのこと、協力隊に参加した動
機や水に関わる現地での生の様子、そして今帰国して思うことなど
様々な話を聞きます。

講師：中根 倫子さん
（平成23年度1次隊　職種：理数科教師　派遣国：フィジー共和国）

小野真理子さん
（平成22年度1次隊　職種：青少年活動　派遣国：モザンビーク共和国）

9月27日（日）

6：30～7：00
　協力隊訓練模擬体験
　「朝の集い」
　ラジオ体操を行い、協力隊
訓練時の朝の集いを模擬体
験します。

8：30～10：45
「水運び体験と国際協力」
　世界には、蛇口をひねれば水が出てきて、それを飲める生活をして
いる人もいれば、毎日何キロも水運びをして限られた水で生活してい
る人もいます。では、みんなで協力して水を実際に運んでみましょう。
そこから見えてくる私たちができる国際協力について考えます。

セミナーの最新情報については
福島県国際課のホームページをご覧ください。

201520152015

※高校生・高校教員の方へ
昨年まで毎年開催の高校生向け「ユース国際協力ミーティング」は、当セミナー「ふくしまグローバルセミナー」
との同時開催になりました。当セミナーの中に「ユースコース」を設定し、グローバルセミナーと並行して行われ
る形となりますので、高校生の方々にとっては最初のステップに「ユースコース」、または一般の方と一緒に受講
する通常のコース、２つから選べる形式です。どちらもおすすめです。ぜひ積極的にご参加ください。

外国出身者による母国紹介や国際協力現場レポート、外国にルーツを持つ子どもの支援
など、国際理解や国際協力、多文化共生について学べる講座がたくさんあります。
高校生限定で一部別メニューの
を設定しました。

「ユースコース（*旧ユース国際協力ミーティング）」

JICA二本松
二本松市永田字長坂4－2
TEL：0243-24-3200　FAX：0243-24-3214
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福島県生活環境部国際課（グローバルセミナー担当）
〒960-8670　福島県福島市杉妻町2-16
TEL：024-521-7183　FAX：024-521-7919または024-521-8308
E-mail：kokusai@pref.fukushima.lg.jp
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16：00～16：40
 クロージングセッション1※

16：50～17：30
 宿泊オリエンテーション※

18：00～18：50
 ディナー交流会※

19：00～20：30
 グロセミカフェ※

お茶を片手に講師との
フリートーキングをお楽しみください。

9月27日（日）

6：30～ 7：00
 協力隊訓練模擬体験
　　　　　「朝の集い」

7：00～ 8：00
 ブレックファースト

8：30～10：45
 水運び体験と国際協力
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 クロージングセッション2※

11：40～11：50 閉会式※
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(26日は9:00受付開始)
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グローバルセミナーは26日のみの参加も可能
ユースコースは両日参加必須

JR東北本線二本松駅下車。二本松駅前から福島交通バス「JICA・
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ら高原スキー場）方面に向かってください。二本松ICから所要20分程度。

※申込み後、事務局から「参加確認（受付）書」及び「振込取扱票」をお送りしますので、指定期日までに、参加費
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から、任地での活動の様子はもちろんのこと、協力隊に参加した動
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