
 

 ☆募集要項イラスト協力：SARA さん☆ 

 

      

K-PITは、参加者同士が交流しながら、国際的なことについて楽しく学んだり、将来

のことを一緒に考えたりするセミナーです。「初対面は苦手だな･･･」、「内容が難しか

ったらどうしよう?」なんて心配は全くいりません! フレンドリーなスタッフや大学生

アドバイザーが、皆さんの交流や学びをお手伝いします。 

学校に通っていない人や、海外にバックグラウンドを持つ人も、もちろん大歓迎!  

学校、学年、国籍などのいろんな「ワク」をこえて仲間をつくり、世界への第一歩を

踏み出そう!! 

 

 

 

 

 

 

 →ホームページではもっとたくさんの感想や写真を紹介しています。ぜひチェックしてくださいね！ 

    

世界は自分が知っているよりもずっ

とずっと広いんだってことを肌で感じ

られたし、ただ広いだけじゃなくて、と

ても深いんだってわかりました。 

3 日間、刺激をうけっぱなしでした。            

（17 歳女子） 

今回の 1 番の宝物、それは新しい仲間

に出会えたことです。こんなに語り合え

る、リスペクトできる同世代の仲間がで

きると思っていませんでした。これから

ももっとお互いを刺激しあえる素敵な

仲間でいられたらと思います。 

（16 歳女子） 

 

 

このセミナーに参加して得たもの

は数えきれない程あります。知識が

全くなくても大丈夫!! 自分が素直

に感じたことを言うだけ! 迷ってい

る人や不安がある人も是非参加し

てほしいです。              

（17 歳女子） 

 

 

平成 19年度 湘南国際村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 
開催日 

と会場： 
 

 

定  員： 各コース 30名（県内在住、在学、在勤の高校生世代） 

費  用： 8,000 円（宿泊費、食費（昼食は除く）、資料等を含む） 

後  援： 神奈川県、神奈川県教育委員会、東海大学 

協  力： JICA横浜、東海大学教養学部国際学科 

申込締切： 3月 7日（金）必着 

 

【お問い合せ】(財)かながわ国際交流財団 担当：今井、広崎 
電話：046-855-1822  FAX：046-858-1210  メール：k-pit@kif.ac 
住所：〒240-0198 神奈川県葉山町湘南国際村 

URL：http://www.k-i-a.or.jp/shonan/work/k-pit/ 

3 月22 日（土）～24 日（月） 

A コース：JICA 横浜国際センター 
 （横浜市中区新港 2-3-1） 

3 月26 日（水）～28 日（金） 

B コース：東海大学湘南キャンパス 
 （平塚市北金目 1117） 



 

プログラム（予定） 

 

１日目：３月２２日（土） 

10:00  開会式 

10:15  ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ①「異文化との出会い」 

      ○木下理仁（かながわ開発教育ｾﾝﾀｰ） 

12:30  昼食（各自自由） 

14:00  海外移住資料館見学 

15:30  ふりかえり 

16:30  ﾚｸﾁｬｰ①「国際交流とｹｱのこころ」 

      ○江藤裕之（長野県看護大学准教授） 

17:30  休憩 

18:00  ｳｪﾙｶﾑ･ﾊﾟｰﾃｨｰ 

19:30  自由交流 

 

２日目：３月２３日（日） 

07:30  朝食 

0９:00  ﾜｰｸｼｮｯﾌ②「難民」 

12:00  昼食（各自自由） 

13:00  ﾚｸﾁｬｰ②「花束すきですか？～難民としての私の経験」 

○ﾄﾙｵﾝ･ﾃｨ･ﾄｩｲ･ﾁｬﾝ（泉区役所外国人相談窓口ﾍﾞﾄﾅﾑ語通訳） 

14:00  休憩 

14:30  ﾚｸﾁｬｰ③「地球市民になるために私たちができること」 

○細谷早里（関東学院大学准教授） 

15:30  休憩 

16:00  ﾄｰｷﾝｸﾞ･ｶﾌｪ 

17:30  休憩 

18:00  夕食 

19:00  「○○について語ろう」 

20:30  自由交流 

 

3 日目：３月２４日（月） 

07:30  朝食 

0９:00  「○○について」語ったｸﾞﾙｰﾌﾟ発表 

11:00  先生方からのｺﾒﾝﾄ 

11:30  修了証書授与、閉会式 

12:00  終了・解散 

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

13:00  ｾﾐﾅｰ報告書の作成 

（希望者のみ） 

15:00  作業終了・解散 

 

 

１日目：３月２６日（水） 

13:00  開会式 

13:15  ﾜｰｸｼｮｯﾌ①「地球家族」 

      ○木下理仁（かながわ開発教育ｾﾝﾀｰ） 

15:45  休憩 

16:00  ﾚｸﾁｬｰ①「ｱﾌﾘｶの豊かさと貧しさ」 

○勝俣誠（明治学院大学教授） 

17:00  今日のふりかえり 

      ○協力：荒木圭子（東海大学、早稲田大学非常勤講師） 

18:00  移動・ｳｪﾙｶﾑ･ﾊﾟｰﾃｨｰ（企画：ｻｰｸﾙ「藍紅」） 

20:00  移動・ﾁｪｯｸｲﾝ 

20:30  自由交流 

 

２日目：３月２７日（木） 

07:30  朝食･移動 

09:00  ﾜｰｸｼｮｯﾌ②「国際協力」 

12:00  昼食（各自自由） 

     散策・ｷｬﾝﾊﾟｽﾂｱｰ：希望者のみ（企画：藍紅） 

14:00  ﾚｸﾁｬｰ②「国際交流とｹｱのこころ」 

○江藤裕之（長野県看護大学准教授） 

15:00  休憩 

15:15  ﾚｸﾁｬｰ③「南ｱﾌﾘｶ体験記～海外でのﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動から」 

○ｼﾞｪﾌﾘｰ･ｶｰﾀｰ（東海大学准教授） 

16:00  大学生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱによる報告会 

16:45  ﾄｰｷﾝｸﾞ･ｶﾌｪ 

17:45  移動・夕食 

19:00  「○○について語ろう」 

21:00 自由交流 

 

3 日目：３月２８日（金） 

07:30  朝食 

09:00  「○○について」語ったｸﾞﾙｰﾌﾟ発表 

11:00  先生方からのｺﾒﾝﾄ 

11:30  修了証書授与、閉会式 

12:00  終了・解散 

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

13:00  ｾﾐﾅｰ報告書の作成 

（希望者のみ） 

15:00  作業終了・解散 

A コース：JICA 横浜国際センター 

3 月22 日（土）～24 日（月） 

国境を越えるとは？ 
 

B コース：東海大学湘南キャンパス 

3 月26 日（水）～28 日（金） 

世界の問題をアフリカから考える 
 

ワークショップ 
参加者全員でつくりあげる時

間。思ったこと、感じたことをお

もいきって言ってみよう！ 

ウェルカム・パーティー 
参加者が一気に仲良くなる時間。

国際色豊かな料理を楽しんで、 
友達をつくろう。 

レクチャー 
各分野の専門家から、基礎的な

ことから最新情報まで聞けてし

まう、ためになる時間。 

キャンパスツアー 
大学の秘密を、直接聞いちゃ

おう！大学生スタッフによる自

由参加の学内ツアー。 

○○について語ろう 
参加者が、自分で決めたテー

マにしたがって、少人数で話し

合います。じっくり話すと、その

先に何かが見えてくるはず。 

トーキング･カフェ 
講師の先生、大学生アドバイザ

ーにどんなことでも相談できる時

間。進路相談のチャンスも？ 

セミナー修了証書 
三日間のプログラムを修了し

た人には、英文の修了証書

が授与されます。 

 

セミナー報告書 
三日間の体験をカタチに

しよう☆ あなたの名前が

セミナーの歴史に刻まれ

ます！ 



 

募集要項 
 
 

名   称 平成 19 年度湘南国際村青少年国際セミナー「世界の入口に立とう」（K-PIT） 
 

主   催    財団法人かながわ国際交流財団（KIF） 
 

後   援 神奈川県、神奈川県教育委員会、東海大学 
 

協   力 JICA 横浜（申請中）、東海大学教養学部国際学科 
 

開 催 日 A コース：平成 20 年 3 月 22 日（土）～24 日（月） 〔2 泊 3 日〕 

B コース：平成 20 年 3 月 26 日（水）～28 日（金） 〔2 泊 3 日〕 
 

会   場 A コース：JICA 横浜国際センター（横浜市中区新港 2-3-1） 

会場アクセス→ http://www.jica.go.jp/yokohama/office/index.html 

B コース：東海大学 湘南キャンパス（平塚市北金目 1117） 

会場アクセス→ http://www.u-tokai.ac.jp/traffic_guide/ 
 

応募資格 平成元年 4 月 2 日から平成４年 4 月 1 日までに生まれた神奈川県内在住・在勤・在学の方。

（学校に通っていなくても大丈夫です。） 
 

募集人数 各コース 30 名（最少催行人数：各コース 15 名） 
 

参加費用 8,000 円（宿泊費、食費（昼食は除く）、資料等を含みます。） 
 

応募方法 「参加申込書」に必要事項をご記入の上、下記の宛先まで FAX または郵送にてお送りくださ

い。なお、本募集要項は KIF のホームページからもダウンロードできます。 

  

 

 
 
 

申込締切 平成 20 年 3 月７日（金）≪必着≫ 
 

通   知 参加決定者には、3 月 12 日（水）までに「参加のしおり」を郵送いたします。 
 

選   考 定員を超える応募があった場合は、志望理由などを基準に選考します。 
 

宿   泊 A コース：JICA 横浜国際センター内、B コース：東海大学キャンパス内「松前会館」にて、同性

での相部屋（２名～20 名）となります。 
 

〔 FAX 番号 〕：046-858-1210 「K-PIT 係」 

〔郵送先住所〕：〒240-0198 

神奈川県葉山町湘南国際村 かながわ国際交流財団 「K-PIT 係」 

【お問い合せ】 

(財)かながわ学術研究交流財団 担当：今井、広崎 

電話：046-855-1822  FAX：046-858-1210  メール：k-pit@kif.ac 

住所：〒240-0198 神奈川県葉山町湘南国際村 

URL：http://www.k-i-a.or.jp/shonan/work/k-pit/ 



 
平成 19年度 湘南国際村青少年国際セミナー（K-PIT） 

参 加 申 込 書 
 

 

 

※ご記入いただきました個人情報は、本セミナーに関するご連絡に利用いたします。当該個人情報は当財団のみが取り扱い、 

第三者には一切提供しません。 

募集要項の内容を承諾の上、青少年国際セミナーへの参加を申し込みます。 

 
 

ふりがな   
保護者の

承諾 

名前 自書 

氏  名 
姓 名 

生年月日 １９   年   月   日（年齢   歳） 性別 男     女 

連絡先 

(書類送付先) 

 

住所：〒 

 

 

電話番号（必須）：           FAX番号（任意）： 

メールアドレス（任意）： 

※パソコンのメールアドレスをご記入いただいた方には、K-FACEメールニュースをお送りします。 

所属団体 

（学校） 

所属団体名 or学校名（任意） 

 

学年：    年  

第一志望（当てはまるコースに○をしてください） 第二志望（当てはまるコースに○をしてください） 

Aコース      Bコース 

JICA横浜      東海大学 

Aコース      Bコース 

JICA横浜      東海大学 

※最低催行人数：各コースとも 15人 

志望理由（当てはまるものに○をつけてください【いくつでも】） 

1.友だちを作りたい 2.知らない人と議論をしたい 3.新しい自分を見つけたい  

4.先生に勧められた 5.高校生活の思い出作り 6.おもしろそう      7.なんとなく 

8.前に参加してよかった 9.大学を見たい 10.みなとみらいに泊まりたい 

11.他の人の考えを知りたい 12.将来の進路を見つけるため 13. 国際関係の学部・学科に進学したい 

14.国際機関で働きたい 15.国際協力・交流に興味がある 16.アフリカに興味がある 

17.世の中の役に立ちたい 18.世界のことを知りたい 19.豊かさとは何か知りたい 

20.その他（） 

 

これまでの K-PITセミナーに参加したことがありますか（ はい  いいえ ） 

はいの場合→（     年    月ころの K-PITに参加） 

主催者使用欄⇒ 整理番号：  

申込書送付先：〒240-0198神奈川県葉山町湘南国際村 

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




