
 

  

      

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 18 年度 第 3回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：3 月26 日（月）～28 日（水）〔2泊 3 日〕 

会 場：東海大学 湘南キャンパス（平塚市北金目） 

定 員：30 名（県内在住、在学、在勤の高校生世代） 

費 用：7,300 円（宿泊費、昼食以外の食費等を含む） 

後 援：神奈川県(申請中)、神奈川県教育委員会(申請中)、東海大学 

協 力：東海大学 教養学部国際学科 

申込締切：3 月 5 日（月）必着 

【お問い合せ】(財)かながわ学術研究交流財団 担当：広崎、安藤 
電話：046-855-1822  FAX：046-858-1210  メール：k-pit3@k-face.org 
住所：〒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 
URL：http://k-face.org/ 携帯サイト http://k-face.org/work/k-pit/mobile/k-pit3/ 



 

プログラム（予定） 
 

１日目：３月２６日（月） 
10:00  開会式 

10:15  ワークショップ「世界の文化を知る」 

12:30  昼食 

13:30 「私が暮らしたブラジル 

～貧困コミュニティでの活動から」 

小貫大輔先生（東海大学助教授） 

14:30 ワークショップ「戦争と平和について」 

15:00 「国際社会は紛争にどうやって立ち向かうのか？ 

   ～国連の役割を考える」 

  柘山堯司先生（青山学院大学教授） 

16:30 ワークショップ「今日のことをふりかえって」 

18:00 ウェルカム・パーティー(東海大学留学生との交流会) 

20:00 自由交流 

22:00 就寝 

 
２日目：３月２７日（火） 
９:00 ワークショップ「表現とコミュニケーション」 

10:00 「『目に見えないもの』を考える」 

江藤裕之先生（長野県看護大学助教授） 

11:30 大学キャンパスツアーと昼食 

13:30 「南アフリカ体験記 

～海外でのボランティア活動から」 

       ジェフリー・カーター先生（東海大学助教授） 

と大学生ボランティア 

14:30 ワークショップ「メディアを読み解く」 

15:00 「国際問題をどう見るか 

 ～ニュースで考えるものの見方、考え方」 

     木原実郎先生（共同通信社国際局次長） 

16:30 トーキング・カフェ 

17:30 夕食 

18:30 「○○について語ろう」 

20:00 自由交流 

22:00 就寝 

 
3 日目：３月２８日（水） 
９:00 「○○について」語ったグループ発表 

11:00 先生方からのコメント 

11:30 修了証書授与式 

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 

【ワークショップ】 

体を使ったゲームや簡単なロー

ルプレイをしながら、一人ひと

りが積極的に参加してつくって

いく学びの時間。みんなの考え

たこと、感じたことに「不正解」

はありません！ それぞれの思

いや価値観をお互いにシェアし

てみよう。 

【トーキング・カフェ】 

進路のことから恋愛まで、先生や

大学生アドバイザーにどんなこと

でも相談できる時間。先生方の意

外(?)な一面や、高校時代のエピソ

ードなんかも聞けちゃいます。 

【○○について語ろう】 

「戦争と平和」「異文化」「日本人

とは」「美しきもの」など、それぞ

れが興味を持っているキーワード

ごとに 3、4人のグループで話し合

う時間。なかなか答えの出ない大

きな問題や概念について、みんな

で意見を出し合いながら、じっく

り語り合ってみてください。そこ

から何かが見えてくるはず。 

【セミナー報告書】（希望者のみ） 

3 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！ 

【セミナー修了証書】 

3 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。 

【ウェルカム･パーティー】

世界各国からの留学生を交えた

交流パーティー！ ログハウス

で一緒に食事をしながら世界を

体感しよう。 



 

募集要項 
 

名   称 平成 18 年度 第 3 回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 財団法人かながわ学術研究交流財団（K-FACE） 
 
後   援 神奈川県（申請中）、神奈川県教育委員会（申請中）、東海大学 
 
協   力 東海大学 教養学部国際学科 
 
開 催 日 平成 19 年 3 月 26 日（月）～28 日（水）〔2 泊 3 日〕 
 
会   場 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/ 
  ※湘南国際村センターではありませんのでご注意ください。 
 
応募資格 昭和 63 年 4 月 2 日から平成 3 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、または神奈川県内の高等学校･フリースクールなどに在籍している方。（学校等に在籍し
ているかどうかは、選考の基準にはなりません） 

 
募集人数 一般公募による 30 名 
 
参加費用 7,300 円（宿泊費、昼食以外の食費、プログラム費等を含みます） 

※期間中の昼食は、キャンパス内の学生食堂にて参加者にご負担いただきます。 
 
応募方法 このページを切り取るか「参加申込書」をコピーして、ペンまたは濃い色の鉛筆で必要事項

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 K-FACE 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 18 年 3 月 5 日（月）≪必着≫ 
 
選   考 〔選考方法〕 

「参加希望理由」に基づき、セミナー講師らが選考します。3 月 9 日（金）までに選考結果をメ
ール、電話、FAX のいずれかの方法でご連絡の上、参加決定者には手続きに必要な書類を
郵送いたします。 

 
〔選考基準〕 
「セミナーで○○を学びたい」、「セミナーでの体験を将来○○に活かしたい」など、参加の目
的意識が明確な方を優先します。定員を超える応募があった場合は、過去セミナーへの参
加回数、所属学校のバランス、自己 PR 欄に記載されたことなどを基準に、参加者の多様性
を考慮して選考します。 

 
宿   泊 東海大学キャンパス内「松前会館」にて、同性での相部屋（3 名～20 名）となります。 
 
ご 見 学 保護者様、学校関係者様でセミナーのご見学を希望される方は、下記お問い合わせ先まで

ご相談ください。 
 
アーカイブ 過去に開催したセミナーの写真や報告書を下記ホームページ上でご確認いただけます。 

☆募集要項イラスト協力：SARA さん☆ 

〔 FAX 番号 〕：046-858-1210 「K-PIT 係」 

〔郵送先住所〕：〒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 

かながわ学術研究交流財団 「K-PIT 係」 

【お問い合せ】 
(財)かながわ学術研究交流財団 担当：広崎、安藤 
電話：046-855-1822  FAX：046-858-1210  メール：k-pit3@k-face.org 
住所：〒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 
URL：http://k-face.org/  携帯用：http://k-face.org/work/k-pit/mobile/k-pit3/ 



 
平成 18 年度 第 3 回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   

氏  名 
姓 名 

保護者名 

（自筆） 
        

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 

参加希望理由（濃い字ではっきり書いてください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自己 PR 欄（任意） 

 

平成 16 年度参加 

（ はい  いいえ ） 

平成 17 年度参加 

（ はい  いいえ ） 

平成 18年度第 1回参加

（ はい いいえ ）

平成 18 年度第 2 回参加 

（ はい いいえ ） 

主催者使用欄⇒ 整理番号：  

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 

(財)かながわ学術研究交流財団 「K-PIT 係」 FAX 番号：046-858-1210 




