
NO 講師 内容 対象学年 最適な人数規模 必要時間数 必要経費及び準備物（概算）

1
特定非営利活動法人
ＣＡＰいずみ

CAP（子どもへの暴力防止）プログラム
子どもがいじめや誘拐、性暴力など様々な暴力から自分を守るための予防教育プログラムで、
子どもがもつ「安心・自信・自由」の権利をキーワードに、ロールプレイ（役割劇）を通して、楽し
みながら考え、話し合う参加型学習です。子どもワークショップでは、自分を大切な存在だと思う
感覚を育む種をまきます。
おとな向けのプログラムでは、エンパワメント、人権意識などの考え方や、子どもへの暴力に対
する知識、情報、サポートのためのスキルなどをおとなが共有し、互いに助け合う地域を作っ
て、地域全体で子どもたちをサポートできるように支援していきます。

就学前幼児
小学生
中学生
おとな（保護者・地
域・教職員）

クラス単位

対象によって異
なる
※詳細は別紙
参照

幼児～小学生・1クラス：２０，００００円
中学生　１クラス：４０，０００円
おとな：３０，０００円
(交通費別途）
*交通費は１人５００円×３人

2

suvaival13
実行員会
（事務局：
八尾市人権協会）

「RE:プログラム　いじめをちょっとでもなくしたいプログラム」
2013年に開発された、中学生向け（原則1年生）のいじめの防止のためのワークショッププログ
ラム。
1時限目では、ひとりひとりがかけがえのない存在であることを伝え、「人権」「権利」「多様性」
「不当な扱い」「感情」、特に怒りの取り扱いについて考える。
2時限目では、不当な扱いが連鎖して教室の中の構造的な「いじめ」につながることを取り上げ
る。

中学1年生 クラス単位 2時限 １ワーク：２０，０００円

3
特定非営利活動法人
ここからＫｉｔ

赤ちゃんと小学校高学年、中学生とのふれあい・交流事業「赤ちゃんサロ
ン・ふらっとルーム」
乳幼児とその保護者に講師として招き、赤ちゃんを抱っこしたり一緒に遊んだり、保護者から子
育ての話や出産にまつわる体験談を聴く。
子どもたちが乳幼児の成長や命の尊さを実感し、将来的な育児不安の減少やコミュニケーショ
ン力を養う機会とする他、育児中の親子が地域社会へ参加するきっかけとし、地域での子育て
環境の向上を図る。

①命の尊さについての講話（辻　由起子氏）
②元スクールカウンセラーの講話（浅田　昌子氏）
③赤ちゃんサロン（赤ちゃんとのふれあい）　スタッフ2名とお母さんと赤ちゃん2組を予定（ここか
らＫｉｔ）

※上記の①～③をセットで行うことが望ましいですが、柔軟に対応します。

小学生低学年～
中学生

クラス単位～
学年単位まで可
（ただし、100人を超え
る人数規模は、要相
談）

1～2時限×3日
間

①～③のプログラムで、
合計４６，０００円

内訳
①２２，０００円
②１２，０００円
③１２，０００円
＊資料は学校で印刷をお願いしてい
ます。

4

パパティーチャー授業
中学生や高校生を対象に、「パパと乳児」が講師で出前講座をする。育児や家事、仕事に積極
的に取り組み楽しむパパの生の話を聞き、今の子育てを取り巻く家族や社会の事を知ったり、
乳児とのふれあい体験により、将来の子育てについて具体的にイメージする授業を実施しあ
す。
※人数によっては触れ合いができない事もあります。
※赤ちゃんの体調や日程によって対応できない場合がありますので、事前にご相談ください。

講師謝礼：３５，０００円/人
クラス：２～4人
学年：４～８
交通費含む

5

ライフデザイン講座
社会保険労務士やキャリアコンサルタント、ファイナンシャルプランナー、組織の代表者等の講
師から、自身のライフプランを考える授業を実施します。
仕事や結婚など、これからの自分の人生についてリアルに考える機会を作り、主体的に人生を
作っていくイメージを持ってもらえることを目的とした授業を実施します。
一方的な講義形式ではなく、ワークショップ等を取り入れ、より理解を深める授業にします。

講師謝礼：３５，０００円
交通費含む
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特定非営利活動法人
ファザーリングジャパン
関西

中学生
高校生

２時限
クラス単位でも学年単
位でも可
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6
セルフサポート
one　by　one

『ちがい』を認め合い、自分の気持ちと相手の気持ちを大切にする仲間づ
くりのための体験ワーク
他者と自分との感じ方や得意なことなどの違いに気づき、「自分らしさ」を大切にしながら、相手
のことも大切にしたいと考えるきっかけとなるためのワークショップ型学習プログラム。
子どもが興味、関心を持てそうなカードや絵などを使いながら、ひとりひとりの違いを知り、自分
の気持ち、相手の気持ちを考えるワークを行う。
その後、「自分の気持ち」と「相手の気持ち」を大切にするにはどうすればいいのかを考える。
その後、「違い」に困っている人や悩んでいる当事者との出会いを通じて、「違いを認め合いな
がら自分も相手も大切に支え合う社会」について考える。

小学校低学年～
中学生

クラス単位 ２時限

講師謝礼　１回１クラス：７，０００円
交通費別途：２，０００円（１日あたり）
教材費　１クラス：１，０００円

内訳：用紙１円×３００枚、
色用紙５円×４０枚、
色画用紙１５円×２０枚、
ポストイット１００円×２冊
平均使用量で算出

7
メンタルケア心理士
浅田　昌代氏

生（性）教育プログラム
自らの妊娠・出産をとおして感じたことや経験したことを生教育として伝える活動をしている。命
の素晴らしさや、強さ、そして一人一人がかけがえのない存在であることを伝え、性被害から子
どもを守るため、子どもが自分自身を自分で守れるような授業を行っている。
幼稚園児を対象にした授業も行っており、小さいうちから自分の身体と心を大切にすることを伝
えている。

就学前幼児～
大人

クラス単位
（要相談）

幼稚園児：30分
小学生：１～2時
限
大人：2時間程
度

講師謝礼1回：１０，０００円
交通費：別途　２，０００円

8
思春期保健相談士
徳永　桂子氏

生（性）教育プログラム
全ての年齢で性暴力防止、体の基本的な知識、性器の清潔や自慰について伝えている。
＊発達段階に合わせて以下の内容がそれぞれ追加されます。
3歳～小学校2年（子ども視点から見た命の誕生の話）
小3～4年（命の誕生の話と、月経と射精の簡単な説明）
小5～中1（思春期の体の変化、性器の手作りの大きな模型を使っての説明）
中2　（恋愛における関係性（デートＤＶ防止を含む）も追加）
中3　（性感染症の話を追加）
中学生以上では、子どもたちから匿名で質問を集めて組み立てるオーダーメイド授業が各地で
好評を得ています。

就学前幼児～
大人 要相談

3歳から小2年ま
では親子ワーク
ショップ(子ども
たちへのお話+
おとな向け講演)
2時間

講師謝礼：1回１０，０００円
交通費：４，０００円
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9
こどものみらいプロジェ
クト
ゆめドリ

「キャリア教育・ドリームマップ授業」
「キャリア教育・ドリームマップ授業」は、小学生～高校生を対象に社会人認定ファシリテーター
による出前授業を通して、主体的に生きる力を育む教育プログラムです。
急激に変化する社会の中で、自分の人生を主体的かつ積極的に生きるチカラは、自分の内側
から湧き出る「こうだったらいいな」「これやってみたい」といった強い想いが源です。
授業では、自分の好きなことや価値観を知り自己理解を深め、幸せと想う将来の自分の姿を肯
定的に描き、今後の生き方について考える機会を持ちます。
また対話や発表を通して、他者の想いやものの見方に触れ、自他の同異を知り、特性を受け入
れる姿勢を持つことが、自己肯定、他者受容につながります。
授業を今後の学習につなげるために、コーディネーターが事前に担任の先生方と目的や内容を
話し合う時間をいただいています。

１時限：アイスブレイク（緊張をほぐす）、夢をかなえる法則／夢の描き方を学ぶ、
２時限：自分を知る／夢を明確にする（将来なりたい姿を具体的にイメージする）
３時限：ドリームマップを作成する
４時限：ドリームマップを作成する（つづき）
５時限：夢に向かって一歩踏み出す（ドリームマップを発表する）
６時限：まとめ／振り返り／夢に向かう行動計画(今できることを考える)
活用事例
＜小学校＞総合学習として　調べ活動→体験活動→意見交流→振り返り
４年生：二分の一成人式
６年生：卒業前の特別活動として
＜中学校／高等学校＞
年度初めのクラスづくり
職場体験・インターンシップの事前・事後学習
進路指導への活用

小学4年生～
高校生

1学年全クラスでの実
施

授業はクラス単位
（1クラスにつき2名の
ファシリテーターが6時
間のプログラムを進行
します。）

1日（6時限）（総
時間300分程
度）１日で完結
する授業になり
ます。

＊学校様が複
数日を希望する
場合、講師の変
更や人件費が
別途必要になる
可能性がありま
す

授業経費児童・生徒
一人あたり２，５００円
(内学校負担目安１，２５０円/人)

内訳
・専用ワークブック各１冊
５００円(税別)
・ファシリテーター料
１クラス２０，０００円
・コーディネーター料１５，０００円
交通費

別途
４つ切りカラー画用紙を学校でご用意
ください。

※ドリームマップ授業は学校負担以外
の授業経費を、ゆめドリ会費、寄付、
企業協賛、助成金など多くの方の支援
で充当して実施しています。

10

一般社団法人
タチョナ
Ｔouch Ｏn Art
青少年のためのアート
プログラム

「鑑賞から体験・実践へ～子どもたちの主体性を育むアートプログラム～」
ジャンルは演劇、美術、ダンス、メディアアートなど多彩に展開。プログラム内容や開催日数も
アーティスト、学校の要望に応じて様々。「アート」「学校」そ れぞれの現場を知る複数のコー
ディネーターがアーティストと学校間の調整役となり、プログラム内容をアーティスト、先生と共
に組み立ててゆきます。
学校現場においては、このプログラムを通じて関わる人達の芸術表現の固定観念を取り払い、
身近なものとして体験することで子どもたちの豊かな感性や表現力・創造力・コミュニケー ション
能力の育成を図ります。その結果として、アートの多様性に触れながら、自他の理解を深めるこ
とで、自己肯定感を向上させ、将来的な社会的自立を促します。
またアーティストの表現やプレゼンテーションを機会を増やすとともに、アートの現場を支えるス
タッフのアーティストの制作現場を体験し、コーディネートする能力を養うことで地域のアート
シーンを支える次代の人材を育成していきます。

音楽（アフリカ、インドネシア）、コンテンポラリーダンス、パントマイム、図画工作・美術、デザイ
ン、映画、メディア・アート、など様々なジャンルのプログラムを提供可能です。
ジャンルに詳しくなくても、プログラム内容を事前に見てから内容を決めることもできます。
いくつかのプログラムはその様子を５分程度の映像にまとめており、その実施状況もご覧になる
ことができます。（YOU TUBEでは一般に公開しておりません。）

小中学生
学年単位の依頼が多
いです

45分～2時間
プログラム内容
によって変動し
ます

・アーティスト謝礼
（実施回数＋打合せ分）
（アーティスト１名３５，０００円〜
/１回・2コマ）
・コーディネーター謝礼
（実施回数＋打合せ分）
（１名１０，８００円〜/1回・２コマ）
・交通費/宿泊費（実費）
・材料費等消耗品（実費）
・機材レンタル費（実費）
など
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11

特定非営利活動法人
日常生活支援ネット
ワーク
椎名　保友　氏

「他人の目線で自分のまちを見直すプログラム
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～まちなか被災シュミレーション～」
「まちなか被災シミュレーション」は＜他の人の目線でまちを見直す＞プログラムです。
みなさんが住んでいる地域にはみなさんのような若い世代もいれば、お年寄りや小さなこどもの
世代や障がいがある人、日本語がわからない外国人の人、病気やけがでしんどい人、最近、
引っ越してきたばかりで道がよくわかっていない人など、災害が起きたときに一人で指定避難所
（学校など）へ逃げることが大変な人も大勢います。
みなさんが普段歩き慣れた通学路ですが、地震や火事、大雨や津波などの水害が起こったとき
にどのような危険が起こるだろうか？
そのときにどの道を使って、逃げるのがいいのだろうか？
自分が助かるためだけではなく、災害が起こったときに避難する人や車で道がいっぱいになる
中、さきほどの逃げることが大変な人たちはどのようなことに困るのか？
その大変な人たちと一緒に逃げるとき、何か出来ることはあるだろうか？
「まちなか被災シミュレーション」は災害時だけを想定するのではなく、身近にある自分を含めた
いろんな人の事情をいつもと違う目線から気づこう。そして気づいた感覚を言葉にして、参加者
同士で共有しあうことで＜日常生活における配慮＞について考える機会つくりを主目的としてい
ます。

小学４年生以上 １回のプログラムは１ク
ラスごと。

小学校：45分授
業×２コマ
中学校・高校：
50分授業×２コ
マ

１回総額　２５，０００円
内訳
講師謝金：２２，０００円
交通費：２，０００円（２名分）
材料費：１，０００円
（模造紙・付箋・ペン）

12
　
防災士
木村　郁夫氏

「ぼくたち、わたしたちの防災」
派遣校の地域立地条件・特性を調査して対象想定地震について説明します。「自分の事は、ま
ず自分で守る」子どもが災害から自分を守るための防災教育プログラムです。災害とは何か、
児童生徒が「安心」「安全」を自ら守るためにできることは何かを学ぶことができます。
小学生低学年、小学生高学年、中学生でプログラム内容が異なります。

地震とはなにか？発災時になにがおこる？事前にどんな対策が必要か？事後は、どんな環境
で自分はどうすれば良いのか？パワーポイントの内容を生活空間（自宅・通学路・学校）に限定
して設定、イラスト・動画を多用するようにします。文科省のパワーポイントを活用するが、低学
年には必要に応じて変更等を行います。

小学生低学年～
中学生・大人
※人数に制限は無
いが、マイクが必
要

対象によって異なる。
対象者によって
調整可

講師１名：1回３５，０００円
プロジェクター・スクリーン会場にてご
用意。

13
　
防災士
木村　郁夫氏

「校区のハザードマップづくり」
子供たちの生活環境を自らが調査しハザードマップを作製します。小学生高学年、中学生でプ
ログラムレベルが異なります。

調査前児童に調査内容の予備知識をレクチャー（３０分程度）児童生徒自身が見て体感する事
により、身近に感じられるいようにします。校外や校内に分けて自らが視察する事に意味があり
地域地図や施設図に落とし込む事で、防災意識の向上につながることを狙いとしています。調
査には書き込み用紙とデジタルカメラが班数必要です。ハザードマップ作製については大きな
地域地図・施設図とカラーマジック・書き込み用ポストイット・写真のプリントアウト・等が必要に
なります。

小学生高学年
中学生
大人

対象は、1クラス～学
年（規模が大きくなると
教職員も一緒にワーク
に入ってもらう）

校内1時間
郊外1～2時間
マップの作成1
～2時間
発表

講師１名：1回４０，０００円
講師一人では対応できない。通学路
単位で班分け、教員等の安全対策引
率者が必要。ハザードマップの作製
も、班が多くなると講師１名では対処で
きない。予備知識を持ったサポート役
が必要。
白地図や文具が必要であれば購入
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14
　
防災士
木村郁夫氏

「避難所の生活ってどんな感じ？避難所設営ゲーム（ＨＵＧ）」
学校は避難所指定を受けている場合がほとんどでです。避難所とはなにか？避難所を運営す
るのはだれか？自分たちには何ができるか？図上訓練にて仮想体験をします。本来避難所を
運営する自主防災会等に行いますが、被災時の現実として教職員・中学生以上の学生を対象
に実施した実績があります。

中学生以上
保護者
教職員

要相談

2時間～半日
（基本半日を要
しますが、短縮
してもできます）

講師１名：1回３５，０００円
専用キットが必要です。１キットで４班
４０名程度です。講師一人では対応で
きるのは４０名程度、それ以上は知識
の有るスタッフが必要です。（キットの
追加とスタッフ費は別途）40名以上の
場合は、岸和田市危機管理課より専
用キットの貸し出しを行っております。
参加団体名義で借出していただきま
す。他にも会場・プロジェクター・スク
リーン・大型施設図・カラーマジック・ホ
ワイトボード等多数の資機材が必要で
す。調達は基本的に参加団体様にて、
お願い致します。

15
防災士
木村　郁夫氏

「身近なグッズで減災について学ぶ」
身近な物で減災グッズを作成する体験型実技。例えばゴミ袋の雨合羽・古新聞の暖房着や簡
易トイレ・コンビニ袋三角巾・毛布担架・等々あります。また市販品防災グッズの活用手法や必
要性の体感など、防災食の試食など実際に使ってみる体験もできます。
保護者同伴で夜間開催が可能ならば、停電体験と対策・ダンボールベッド体験なども貴重な体
験になります。ゴミ袋・古新聞・コンビニ袋等は聴講者自身が持参して下さい。

小学校高学年・中
学生以上
保護者・教職員

要相談

紹介する減災
グッズの数で時
間を調整できま
す。

講師１名：1回４０，０００円
講師一人では対応できるのは４０名程
度、それ以上は知識の有るスタッフが
必要です。（スタッフ費は別途）
ハサミ・セロテープ・マジックな。市販品
防災グッズにつきましては、必要量だ
けご購入いただきます。

16
特定非営利活動法人
とれじゃーＢＯＸ

小・中学生向け「防災・減災プログラム」
各小・中学校の立地する地域の様子や地域防災の取り組み内容を含む特徴を踏まえ、 児童生
徒の発達段階に応じた内容をオーダーメイド（ＯＮＥ ＯＦＦ）で提供します。
（内容例）
1時限目　＜まちの様子を知ろう！＞
自分たちの住む「まちの様子」を、岸和田市が発行している防災マップなどを使用し、自分たち
の目線で理解し、「防災の視点を持ってまちを観察できるように」ワークショップ形式で確認す
る。

2時限目　＜その時、どないすんの？＞
大規模地震が発生したら「自分はどうすればよいのか？」（自助）を自分に引き寄せて具体的に
考え、避難経路や自分に必要な持ち物は何かなどを考える。
また「まちぐるみ、みんなで助かるために」（共助）を考え、多様性に配慮した対応を学ぶ機会と
する。１時限目と同じく、ワークショップ形式で実施。簡単な実習も実施可能。

主な学習内容
１　防災マップの読み方！「地図は見るのではなく、読む！」
２　避難場所の確認
３　地震発生のメカニズム
４　地震の被害想定
５　地震の揺れが継続する時間　時間の感覚を身に着ける（ゲーム）
６　自分の体の守るべきところの確認　（体験）
７　落ち着く！知恵の共有
８　避難の際の注意点「お・か・し・も」
９　自分を守る備え（持ち物）
１０　まちの人のために自分ができる事を発見する

小学校1年生～
中学3年生

2時限 要相談 講師謝礼：３０，０００円（交通費込）
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17
特定非営利活動法人
ピンクリボン大阪

「がん教育＆いのちの授業」
女性がん（乳がん・子宮がん）、を中心に「がん」について
基本的な知識をパワーポイントとピンクリボン大阪作成の『地域のがん検診情報』冊子を
テキストとして使用・体験談もお伝えします。
講演前に「事前アンケート」講演後（当日）「事後アンケート」を回答いただき　そのお礼としてピ
ンクリボン大阪作成のクリアファイルをプレゼントさせていただきます。
中学校・高校生などでは、約５０分授業ですが、対応させていただきます。
【例】
女子：マンモ模型などを使用して、乳がんのしこりタッチ体験とセルフチェックの練習をします。
男子：リンゴタッチを使用して、乳がんのしこりの硬さ体験をいたします。

小学生
中学生
高校生
保護者・教職員

要相談
同左

・１コマ（約１時間）　１０，０００円
・交通費（実費）

・テキスト代　３００円×人数

アンケートの印刷は、お願いいたしま
す。

18
カイロプラクター
冨尾　貴美代氏

「健康講座」
「美の三大アーチ」の説明と「姿勢チェック」骨盤の歪み改善による健康予防
の講義と体験
立った状態で、肩の位置、骨盤の位置
首の可動域などを確認
BCB（規定のゴム）運動の指導
運動用BCBは、こちらで準備します。
骨盤調整

中学生
高校生
保護者・教職員

約２０名を１単位とす
る。
少人数も可

１時間～２時間
・１コマ　２０，０００円
・交通費（実費）

19

一般財団法人
しつもん財団

ライフストーリー
テラー

嶋田　正

「魔法のしつもん絵本ワークショップ」
ライフストーリーテラーとは、
その人の中に眠っている人生のストーリーを生み出すきっかけを作る人です。

ひとりひとりのストーリーを引き出すために「ビジュアルブック」と「魔法の質問」を使います。

ビジュアルブック（文字の書いていない絵本）には、
自由に感覚的にシールを貼り、
質問の力でその人の内側から起こる気づきを促します。

潜在意識を活用しながら生み出してゆくプロセスです。

そんなシンプルなワークを通して、
その人にとって１番必要なメッセージを受け取れる流れを生み出します。

自分に足りないところではなく、自分がすでに持っているものに気づく。
すでにあるものに気づけるようになったとき、人生は変わっていきます。

しつもん財団では「しつもんが未来をつくる」を理念に掲げ、
ひとりでも多くの人がその人らしい人生を歩んでいく世の中をつくりあげることを目指していま
す。

小学校高学年～
中学生
高校生
保護者
教職員

少人数～開催可能
クラス単位～学年単位
まで可
（100人を超える人数規
模は、要相談）

２時間～２時間
半

対象者によって
調整可

旅費交通費：５，０００円
教材費：１，０００円／人
準備物：筆記用具、メモ用紙
             色鉛筆、カラーペンなど(あれ
ば)
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20 から～ず

【生徒のメンタルヘルスについて色を通して考える　～こころの病を持つ人
の語りから学ぶ～】
生徒自身のこころと向き合い自己肯定感を高めながら他者理解や地域で支え合いを学べる福
祉教育を目指しています。折り紙を使ったワークショップとこころの病を持つ当事者が自分たち
の体験談を語ることで一人でも多くの生徒に対してこころの病について正しく理解してもらうこと
を目的に実施しています。
当日の流れ（例）
①ウォーミングアップ（簡単なゲーム）
②ワークショップ（折り紙を使って好きな色・うれしい時の色・悲しい時の色・怒っている時の色を
各自選びグループの中で話合う）
③当事者の語り（こころの病がある当事者による体験談発表；以下のメッセージを伝えます。）
・こころの病はだれにでもなる可能性がある
・しんどいときは、だれかに相談してみよう
・あなたらしくでいいよ
・あなたを応援できる人はたくさんいます
④交流体験（体育の時間や調理実習などの体験学習の際に当事者と一緒に活動する）
交流をきっかけにこころの病や障害に対する偏見・差別をなくすことを目的としています。

小学校高学年
中学生
高校生
教職員・PTA

クラス単位
（学年単位の場合は要
相談）

１時間から可能
（2時間以上が
理想）
内容の①②で1
時間
③で1時間
④で1時間

講師謝礼：２０，０００円
交通費含む
材料費：折り紙（１，５００円）
＊目安として、生活班５名
　１班に対して２２０円分

21

米国NLP協会認定ト
レーナー
心理カウンセラー・コー
チ

上田きょうこ

〇自分のトリセツ作成プログラム

○自分に質問する。
・自分の心に問いかけながら、書き込みシートに記入する。
（いろいろな感情はどんな時に感じるか？など）

○数人で心理ゲームをする。
（いろいろな感情表現ゲーム
性格変換ゲーム　他）

〇未来コーチングプログラム
なりたい未来を感覚でイメージをする。
・こうなれば良いな～という未来を想像して言語化する。
・実際にそうなっている未来にタイムスリップする。

小学生
中学生
高校生
大人
（保護者・
教職員）

クラス単位
最高３０人まで

２時限×２回
または３回

※回数は多い
ほど
効果がありま
す。

１回（２時限）２５，０００円
（交通費含む）

＜準備いただくもの＞
・椅子（机は不要）
・書き込みシート用のボード（人数分）
・筆記用具

＊資料は学校で印刷をお願いします。
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22
特定非営利活動法人
True Colors

見えてる色は、み〜んな違う！？
体験から理解と自信につながります

色の見え方が、それぞれ違うことはあまり知られていません。日本人の男子20人に1人・
女子500人に1人は、その見え方が大きく違います。現代社会は色に溢れています。
大きく見え方が違う少数派にとって不便なことや苦労もありますが、得意なこともあります。
色覚少数派は多数派体験、色覚多数は少数派体験という双方向の体験を、特殊なレンズを
通じてできる唯一の団体です。

対象学年：
小学校・
中学校・
高等学校
年齢に応じた
カリキュラム

最適な人数規模：
30名〜40名

必要時間数：
1時間30分

必要経費及び準備物（概算）
・小学校1〜4年生　２０，０００円
・小学校５，６年生　２０，０００円
・中学校　　　　　　 　２０，０００円
・高等学校　　　　　　３０，０００円
・交通費　２，０００円×２名分

＜準備していただくもの＞
・パソコン・プロジェクター
・ポスターを貼る為のマグネットや
　押しピン
・小学校の場合は1人1枚の画用紙、
　クレパスが要る場合がありますが、
　事前に内容を打ち合わせさせて
　いただきます。
・いずれの場合も事前に、打ち合わせ
　させていただきます。

23
一般社団法人
日本アンガ—マネジメン
ト協会

幼少期からアンガ—マネジメントの知識を持ち、自分の感情を適切に吐き出し、表現し対処して
いく方法を学ぶワークになります。子供（5歳～小学校高学年）のためのアンガーマネジメントの
13コのワークから3～5つのワークショップを選び実習を行います。感情に振り回されず自分の
感情を扱えるようになるお手伝いをします。自分自身の気持ちに気づき、自尊心を育み周囲の
人たちへの接し方について考えていきます。
①感情カードを使ったワーク
②バルーンパペットを使ったワーク
③怒りを絵にしてみよう
④怒る時に体はどうなる？
⑤どうやって落ち着こう？
⑥怒りの温度計
⑦怒りんぼオクトパス
⑧わたしメッセージ・きみメッセージ
⑨怒りスイッチ
⑩怒った時のことを書いてみよう
⑪行動を決めよう
⑫m&mゲーム
⑬アンガ—マネジメントマップ

5歳～小学校高学
年

3，4人～1クラス単位 60分
講師謝礼：８０，０００円
テキスト代：２００円×人数分
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24
ブレインジムカンパ
ニー
アイビー

「簡単な体操で学習効率をアップしよう！」

■簡単な体操により、短時間で心身のバランスをとることができる教育プログラム『ブレインジ
ム』を体験してみましょう！脳全体が活性化され､脳(思考)と心(感情)と身体(感覚)をバランスよく
楽に使えるようになります。
アメリカの教育学博士ポール・デニソン氏が、最初は学習障害の子どもたちの為に教育学・
生理学・脳科学・発達検眼学・カイロプラクティックなどを元に簡単な体操にまとめあげました。
現在、世界80か国以上で使われており､子どもたちの学習意欲・集中力向上のプログラムとして
公教育でも導入されている国があります。アメリカでは「成功を遂げた学習改革」プログ
ラムの1つに選出されています。

■活用例：授業前・授業中に取り入れる事で、クラス全体の落ち着きや、学習への集中、認知
機能（見る・聞く・書く等）の向上に役立ちます。またコミュニケーション能力、ストレスの緩和など
にも効果が期待できます。

■身体を動かしながらのワークショップ形式
室内で座って、またはその場で立った状態で実施できます。
（例）文字を書く・聞き取りゲーム・数字探し・集団ゲームなどで体操前の状態をチェック→体操
→体操後の状態を再度チェックして、変化を感じていきます。

小学生
中学生
高校生
保護者
教職員

クラス単位

大人の場合：20名程度
約90分

1コマ：３０，０００円
（交通費含む）
※資料は学校で
印刷をお願いします。
※教材が必要な場合は、別途相談

25 Dance free

　
～ソーシャルサーカスワークショップ～

サーカスで使用される道具や表現を用い、年齢、性別、障がいのあるなし、　国籍、関係なく行
えるワークショップです。

ソーシャルサーカスとは、
ヨーロッパで25年以上前に始まった、貧困・障害など社会的（ソーシャル）な 問題を解決するた
めのサーカスです。
このプログラムはサーカスで使われる道具や表現などを利用し、障害の有無や程度・種別に関
係なく、サーカス技術の練習や習得を通じて協調性・問題解決能力・自尊心・コミュニケーション
力などを総合的に育むことを目的としています。
 
＊心身の総合的な訓練とともに創造性や自己肯定感の向上、コミュニケーション力の向上、仲
間との信頼感や一緒にひとつのことをやり遂げる協調性など、社会で生き抜くために必要な
ソーシャルスキルを身につけて自立を促すプログラム。

就学前幼児
小学生
中学生
高校生
大学生
大人（保護者・地
域・教職員）

15名～20名程度
（15名以下少人数可
能）

90分 講師謝礼：30,000円（交通費込）

26
大阪府立大学
ボランティア・市民活動
センターV-station

Ｖ仮面のボランティア先生出前授業

大学生が出前講師「ボランティア先生」となり、児童・生徒と一緒にボランティアについて学びま
す。
（内容）
１．ボランティアってなんだろう？
２．いろいろなボランティアを知ろう！
３．ボランティアをしてみよう！（大学生と一緒にボランティア活動を体験。希望者のみ別日で調
整）

※希望により、Ｖ仮面（着ぐるみキャラクター）を登場させることも可能

小学生
中学生
高校生

クラス単位（４０人程度
まで）

40分～60分程
度
（授業時間に合
わせて調整可
能）

※大学生の授
業期間の都合
上、
８月下旬～９
月、２月下旬～
３月が依頼をお
引き受けしやす
いです。

交通費：１０，０００円
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27
レズビアン
元保健室の先生
井上鈴佳

あなたの身近にもいるLGBT
～男女やLGBTだけじゃない！性のあり方は十人十色～
最近よく目にするようになったLGBTという言葉、何となく聞いたことはあるけど、どんな人たちな
のかよく知らない…。芸能人でテレビに出てるような人たちのこと？実はLGBTって、11人に１人
はいると言われている、とっても身近な存在なんです！
・性別って男と女の２種類に分かれるものじゃないの？
・そもそもLGBTってなに？
・いきなりカミングアウトされたけど、これからどう接したら良いの？
・学校や企業での具体的な対策って？
・LGBTの授業のために指導案を作ってみたけど、この表現で大丈夫？
そういった疑問に、養護教諭（保健室の先生）免許を持つ当事者で、レズビアンの私が１つ１つ
丁寧にお答えしていきます。

小学生・中学生・
高校生・教職員・
保護者・地域

クラス単位～要相談

授業：１～２コマ
講演・研修会：１
～２時間
※ただし、内容
によって時間は
変動可能です。

・講師謝礼：授業１コマ 10,000円
　　　　　　 講演・研修会１回 20,000円
・交通費：2,000円

※ただし、金額が安いからといってお
断りすることはありません。予算に応じ
てご相談ください。

＜準備いただくもの＞
　・プロジェクター
・スクリーン


