
多様性と格差から考える世界の中の私たち

主催　公益財団法人かながわ国際交流財団
後援　東海大学　神奈川県教育委員会　一般財団法人神奈川県私立中学高等学校協会
協力　東海大学教養学部　東海大学国際教育センター

ベストセラー『世界がもし100人の村だったら』シリーズの著者、

池田香代子さんのレクチャーや、

世界各国から日本へ学びに来ている留学生とのディスカッション・交流会など、

「世界の入口に立つ」ためのプログラムが盛りだくさんのセミナーです！

参　加　申　込　書
申込書送付先：〒240-0198 神奈川県三浦郡葉山町上山口1560-39 湘南国際村センター内

かながわ国際交流財団「K-PIT担当」　FAX番号：046-858-1210

第24回青少年国際セミナー（K-PIT）

募集要項の内容を承諾の上、「第24回青少年国際セミナー」への参加を申し込みます。

ローマ字

氏　名

生年月日

連絡先

学校（学科）名
所属団体名

部活動・趣味

志望動機（必須）

このセミナーのことをどうやって知りましたか？

これまでに国際プログラムに参加したことがありますか？

学　年

住所（書類送付先）

電話番号：　　　　　（　　　　　　　）
FAX番号：　　　　　（　　　　　　　）
メールアドレス（PCから受信が可能なもの）：

〒

性　別 男　・　女

年

19　　　年　　　月　　　日（　　　歳）

保護者名
（自筆）姓 名

学校内　1. 先生に勧められた（先生のお名前：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　
　　　　2. ちらし・ポスターを見た　
学校外　3. 人に勧められた（誰に：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　
　　　　4. ちらし・ポスターを見た（どこで：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　5. HPやSNSで見た（何の：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　6. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　ある　・　ない
※ある方は、参加したプログラムを教えてください。
1.「世界の入口に立とう！」 □ 2011年7月（於東海大学湘南キャンパス）　□ 2011年12月（於JICA横浜）
　　　　　　　　　　　　 □ 2012年7月（於JICA横浜）　□ 2013年3月（於東海大学湘南キャンパス）
　　　　　　　　　　　　 □ 2013年12月（於JICA横浜）
2.その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　）

※ご記入いただいた個人情報は主催者のみが取り扱い、第三者には一切提供いたしません。
　なお、今後主催者のイベント等のご案内をさせていただく場合がございます。

東海大学湘南キャンパス
（神奈川県平塚市北金目4-1-1）ところ2014年３月21日　～23日　 2泊3日金

祝 日とき
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第24回
青少年国際セミナー

(K-PIT)



多様性と格差から考える世界の中の私たち

プログラム

2日目　3月22日（土）
7:30 朝食

ワークショップ⑥「よりよい話し合いのルールを考えよう！」（50分）　●村瀬 智之さん15:40

レクチャー③「目に見えないものを考える～もしも世界に格差がなかったら」（60分）
●村瀬 智之さん（東京工業高等専門学校講師／子どものための哲学教育研究所主宰）14:30

ランチ交流会12:30

ワークショップ⑤「世界から見た日本、日本から見た世界～留学生とのクロストーク」（90分）
●アルモーメン・アブドーラさん（東海大学国際教育センター准教授／K-PIT実行委員）10:30

レクチャー②「格差の生まれるメカニズム～国際社会の構造を知ろう！」（60分）
●藤巻 裕之さん（東海大学教養学部専任講師／K-PIT実行委員長）9:20

ワークショップ④「ゲームdeコミュニケーションⅡ」（40分）8:30

グループ・ディスカッション「〇〇について語ろう！」（90分）16:40

夕食、風呂18:30

グループ・ディスカッション「〇〇について語ろう！」（90分）20:30

就寝22:00

3日目　3月23日（日）
朝食7:30

グループ・ディスカッション「〇〇について語ろう！」（80分）8:30

グループ発表10:00

講師からのコメント11:00

閉会式11:20

終了12:00

1日目　3月21日（金）
13:00 開会式

就寝22:00

夕食、風呂、自由交流18:00

ワークショップ③「1日目のふりかえり」（30分）　●木下 理仁さん17:10

レクチャー①「世界がもし100人の村だったら～ 100人村の過去、現在、そして未来」（60分）
●池田 香代子さん（ドイツ文学翻訳家／口承文芸研究家）16:00

ワークショップ②「バーチャル世界旅行～文化のちがいを楽しもう！」（100分）
●木下 理仁さん

14:10

ワークショップ①「ゲームdeコミュニケーション」（40分）
●木下 理仁さん（かながわ開発教育センター (K-DEC）理事・事務局長）

13:20

※都合によりプログラム、講師は変更になる場合があります。

世界各国から東海大学
に勉強しに来ている留
学生と楽しく異文化交
流しよう！

ランチ交流会

ひとつのテーマについて
少人数でとことん話し合
おう！頭と心をフル回転
して議論した先に見えて
くるものとは？

グループ・ディスカッション

（公財）かながわ国際交流財団　湘南国際村学術研究センター（担当：尾崎、小松）
TEL: 046-855-1822 FAX: 046-858-1210　E-mail: k-pit@kif.ac
〒240-0198　神奈川県三浦郡葉山町上山口1560-39湘南国際村センター内
http://www.k-i-a.or.jp/shonan/k-pit

※セミナー当日に撮影した写真・動画等は、各種広報に利用させていただく場合がございますので、ご了承の上お申し込みください。

参加型の多彩なプログラム！

第24回青少年国際セミナー　Kanagawa Program of International Training(K-PIT)
「世界の入口に立とう！～多様性と格差から考える世界の中の私たち」名 称

2014年3月21日（金・祝）～23日（日）　2泊3日開 催 日

東海大学湘南キャンパス（神奈川県平塚市北金目4-1-1　小田急線「東海大学前駅」から徒歩約15分）
http://www.u-tokai.ac.jp/about/campus/shonan/会 場

7,600円（宿泊費・食費込み）参 加 費

参加の可否は、2月25日（火）以降に応募者全員に郵送でお知らせします。
●到着は郵便事情によります。3月3日（月）までに届かない場合は、下記までお問い合わせください。通 知

同性同士の大部屋になります。宿 泊

次ページの「参加申込書」に必要事項をご記入の上、下記申込先までFAXまたは郵送にてお送りください。
●このパンフレットは下記ホームページからもダウンロードできます。申込方法

2014年2月24日（月）必着申込締切

30名　●定員を超える応募があった場合は、志望理由等を基準に選考します。募集人数

神奈川県に在住・在学・在勤の高校生世代（国籍を問いません）
●全てのプログラムに参加できる人に限ります。原則として、部分参加はできません。応募資格

募 集 要 項

青少年国際セミナー (K-PIT) の特徴

お問い合わせ
お申し込み

その1

留学生やセミナーOB・OGと交流できる！

その2

同年代の仲間と熱く深く語れる
！その3

ワークショップやディスカッションな
ど、自分達で考えたり話し合ったりす
る機会がたくさんあります。テストの
ように決まった答えはないので、のび
のびと発想を広げることができます。

留学生とのディスカッションを通して
多様な文化や考え方を実感したり、大
学生や社会人になった先輩に進路な
どについての相談ができます。

国際的なことに興味がある高校生
世代の仲間達が集まります。普段
学校の友達とは話せないようなこ
とも、真剣に語り合えます。

3日間のプログラムを修
了した方には、修了証書
が授与されます。

2014年現在、世界の人口は71億5千万人を超え、さらに増え続けていますが、その1人1人がどのような暮らしをして
いるか、想像したことがありますか？このセミナーでは、世界の多様性と格差を様々な角度から見つめ、それらの背景
や影響、私たちとのつながりや共通点について、参加者の皆さんと一緒に考えます。

ワークショップ
（参加型学習）

体を動かしたり、ゲーム
をしながら、世界につい
て楽しく学んじゃおう！

レクチャー

『世界がもし100人の村
だったら』シリーズの執
筆背景や哲学的な視点
から、世界の問題を考え
てみよう！
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