
アイエスエイでは、この夏 “Global Citizenship Gathering” と題して、SDGsをテーマに、外国人講師と留学

生とともに様々なプロジェクトやワークショップを通じて、世界とのつながりを体感する機会を提供いたします。

本当の意味での Diversity とはどういうことか、自分の中にある Bias は何か、世界で起きている様々な事象と

自らはどうつながっているのか・・・？ 自らの中の Global Citizenship に出会い、ともに育む経験をしませんか？

Point 2:
体感型ワークショップと
ゲストスピーカーによる講演会

 体感型ワークショップ例：
多様性体感ワークショップ／ JICA地球ひろば訪問
フィリピンとLIVEでつながるオンラインセッション

 元国連職員によるによるゲストスピーチ
テーマ（予定）： 『国境を越える課題への対処法と
世界を舞台に働くための準備』

Point 3:
パッションあふれる
世界各国からの留学生との交流

 国内の名門大学(院)に通う、パッションあふれる
世界各国からの留学生が参加者10名程度に1名つき、
皆さんの学びをサポートします。

 過去に参加した留学生の在籍大学（例）
東京大学／早稲田大学／東京工業大学／上智大学 等

Point 4:
自らの体験を整理し、意味づけ、
英語でシェアリング

 体験して終わりでなく、整理し意味付けを行い、
仲間と共有することこそ大切な時間です。

 シェアリングから仲間の視点を知ることにより、
さらに自分自身の視野が広がるきっかけとします。
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≪お申込はこちら≫
以下のQRコード／URLより

お申込みください

http://bit.ly/sdgs-isa

………………………………………… 実施概要 …………………………………………

………………………………… 4日間の内容とポイント …………………………………

Point 1:
SDGsをテーマに
Global Issuesを英語で学ぶ

 プログラムの多くのパートは英語で実施します。全体
をまとめる外国人講師が全体をファシリテートします。

 様々なGlobal Issuesについて学び、英語でディス
カッションをし、自らの意見を述べる力が求められます。

SDGsをテーマに

Global Citizenとして

世界とのつながりを体感する4日間

-No one will be left behind-

実施日時

対 象

会 場

定 員

研修費用

2021年 8月7日(土)・8日（日）・14日（土）・15日（日） 9:30～15:50
*途中に40分間の昼食休憩（12:20-13:00）を含みます

中学3年生～高校3年生

39,800円（税込）
*参加人数が30名以上の場合。参加者が29名以下の場合は44,800円（税込）

40名 （最小催行人数：25名） *催行確定済！

貸教室 内海 (JR水道橋駅西口 徒歩1分)

使用言語 英語 （一部日本語で実施もあり）

◆◇◆取り上げるトピック（予定）◆◇◆

#SDGs  #Diversity & Inclusion（多様性） #Bias（バイアス） ＃Education （教育） #Equality （平等）

#Poverty(貧困) #International Cooperation（国際協力） #Problem Solving(問題解決)



≪新型コロナウイルス感染防止対策≫

①プログラムに派遣される外国人講師・留学生・運営スタッフは、プログラム開始より3週間以内に海外（渡航先問わず）渡航歴のない者とします。また、プロ
グラム開始の2週間前より検温を義務付け、うち2日以上微熱（37.5℃以上）があれば不参加とし、代替の者を手配します。②直接肌に触れる身体接触が発
生するアクティビティーを避けたプログラムを組みます。③最終的な参加者数に合わせ、十分な空間を保てる教室を用意します。④常時教室のドア・窓を開放
し、換気を徹底します。⑤手洗い・消毒や昼食時の沈黙等、感染予防策を徹底していただけるよう、運営スタッフより案内します。

≪取消規定≫ お申込み後にお客様のご都合で取消される場合、下記の取消料を頂戴いたします。

▶プログラム開始日前日より起算し20日前より …研修費用の20％ ▶プログラム開始日の前日 …研修費用の40％
▶プログラム開始日前日より起算し7日前より …研修費用の30％ ▶プログラム当日（開始前） …研修費用の50％

▶プログラム開始後 …研修費用の100％

※「オンライン申込フォームからのご登録」と「研修費用の受理」をもって、正式申込といたします。
※今後の新型コロナウイルスの影響を鑑みて、プログラムを中止とする可能性があり、その際は、お申し込み時にご登録いただきましたメールアドレス宛に

ご案内いたします。この場合、登録手続き料金として3,000円のみ徴収し、それ以外の費用はご返金いたします。
※プログラム開始後に生徒・講師・留学生・運営スタッフのうち、コロナウイルスの感染が確認された、或いは、感染が疑われる体調不良者が発生したことに

よりプログラムを途中で中止した場合、中止を判断した翌日以降の費用を返金いたします。

重要なお知らせ

【 お問い合わせ先 】 株式会社アイエスエイ 首都圏支社 担当：月岡（つきおか） ／ 早田（そうだ）
〒108-0075 東京都港区港南1-6-41芝浦クリスタル品川10F

電話：03-5463-7535／050-5515-1816（平日 9:30～17:30） E-mail: ty@isa.co.jp

スケジュールとカリキュラム

お申込と実施までのスケジュール

≪お申込方法≫
右に記載のQRコードよりまたはURLより本プログラムページ(ISAホームページ上)にアクセスし、

『オンライン申込み』よりお申込みください。

※ご登録いただきました個人情報は、ISAプライバシーポリシーに基づき、目的外利用はいたしません。
※ご登録完了後、確認メールが届きます。万が一届かない場合には、お手数ですが下記へお問い合わせください。

≪お申込み〆切≫ 2021年7月12日(月)

≪今後のスケジュール≫
7月16日（金） プログラムご請求書の送付 （各ご自宅にご請求書を郵送にてお送りさせて頂きます）
7月28日（水） 研修費用のお振込み （期日までにご請求書に記載の口座までお振込みをお願いいたします）
7月下旬 研修のしおりの配付 （当日集合場所や持ち物等、プログラムの詳細が記載されています）
8月7日（木） プログラムのスタート

日時 ゴール 午前（9:30-12:20） 午後（13:00-15:50）

8/7
（土）

多様性を体感する
自分のバイアスに気付く

 アイスブレイキング・アクティビティ
 お互いを知る（自己紹介）
 ワークショップ 1:  Diversity

 ワークショップ2： Bias
- テーマ : What is a Bias?

How should we cope with it?

8/8
（日）

体感する上での
姿勢を整える

世界のリアルに触れる
自分との繋がりを感じる

≪Group A≫
 Problem Solving  Decision Making
 フィリピン・セブとLIVEでつながるオンライン

セッション

≪Group A≫ ※日本語で実施
 フィールドトリップ: JICA地球ひろば訪問

- JICAガイドと体験ゾーン見学
- ワークショップ 3: Developing Countries

≪Group B≫ ※日本語で実施
 フィールドトリップ: JICA地球ひろば訪問

- JICAガイドと体験ゾーン見学
- ワークショップ 3: Developing Countries

≪Group B≫
 Problem Solving and Decision Making
 フィリピン・セブとLIVEでつながるオンライン

セッション

8/14
（土）

世界のリアルに触れる
自分との繋がりを感じる

 元国連職員によるゲストスピーチ
※日本語で実施
- テーマ: 『国境を越える課題への対処法と

世界を舞台に働くための準備』

 ワークショップ4: Education in the World

8/15
（日）

体験への
意味付け・整理

 グループプロジェクト  シェアリング
 リフレクション

※上記プログラムは2021年5月時点のものです。手配等の諸事情により、プログラム内容が若干変更する可能性がございます。

<http://bit.ly/sdgs-isa>


