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l. 開催概要 
●APRWとは： 
APRW（Asia Pacific Regional Workshop）はアジア太平洋地域で年に一度行われているワークシ
ョップ。以下の３つが並行して行われている。 
＊トレーニング 
＊APAC(Asia Pacific Annual Conference) 国や支部の代表が集まって行う会議 
＊JASPARC（Juniors Asia Pacific Regional Conference） 
JB のためのワークショップ 

そのほかに、コモンセッション、遠足、ウェルカムパーティやフェアウェルパーティは全員揃って行
う。 
 
●日程：2019 年 3月 21 日～26日 
 
●開催地とテーマ：韓国（ソウル） 『調和』 

今年のCISV のテーマは『紛争と解決』。どんな地域においても紛争は起こる可能
性があるが、CISV では『調和』を通して紛争の解決をすることが大切だと考え
ている。そこで今回のAPRW&JASPARCのテーマは『調和』。会議やトレーニ
ングでの話し合いが、調和の心を持って行われ、有意義なものになることを願っ
てこのテーマが設定された。場所は５つ星のホテル InterContinental Seoul 
COEX。大きなショッピングモールと地下でつながっていて、大変便利で快適な
会場であった。 

 
●参加国 19 カ国 
●参加者数 235 人 
●日本からの参加者：26名 
APRW 19 名 APAC: 岩間陽一郎(部分参加) 今西淳子（部分参加）、野田百合子  

平洋一、大門樹久世 
Chapter Development Training: 鈴木勇貴 
Design and Planning: 木村緑、松尾早恵、宮里かをり、熊崎奈緒、 

深井美貴子 
TTT: 河合真理  
Essentials:小野田知津子、志村眞理、中田美恵子 

橋本智恵、増田哲也 
Mosaic Training: 松原郁子、ソン サンヒョン 

 
JASPARC ７名 山田野乃、武藤有為、川田歩、福澤陸、野口ひかり、塩沢晃平、 

青木唯人 
  

●日本人トレーナー 
APAC: 野田百合子 
JASPARC: 山田野乃 
 
●参加費APRW: US$350  JASPARC: US$290 
 
●開催ワークショップ 
・JASPARC 
・平和教育の本質(Essentials of peace education) 
・モザイク 
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・TTT(Train The Trainers) 
・ビレッジトレーニング 
・リスクマネージメントトレーニング 
・Design and Planning  
(Leaders Development Training) 

・Chapter Development Training 
・アジア太平洋年次会議（APAC） 
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●スケジュール 
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ll 参加者の感想と報告 
1) JASPARC 感想と報告 
 
シニア NJR 武藤有為 
JASPARC 二回目参加 
 

私にとって二回目の JASPARC 参加となりました。参加者は
なんと 80人を超え、非常に賑やかな雰囲気の中での開催とな
りました。日本からは参加者として 6名、JASPARCの運営に
携わるプランナーとして 1 名、計７名の JB が参加しました。
また、今回はアジアパシフィック地域を中心に 12の国と地域
から参加者が集まりました。APJB TEAM が中心のプランナ
ーたちによるレベルの高いセッションが受けられました。英語
のセッションのため難しく、その場で理解できない場合はプラ
ンナーに後から説明を受けたり、日本からの JB 同士で内容を

共有したりしました。昨年に比べて、日本からの意見をまとめて発言したり、ディスカッションの中
で自分の意見を多く発言できたと思うので少し自分の成長を感じられました。また、セッションは、
昨年新たに定められた JB Goals に沿ったものが中心で、国内の JBにも上手に伝えていけるように
していきたいと思っております。このような貴重な場に参加することができ、非常に良い経験となっ
ただけでなく、海外の JBとの再会や新たな出会いも多く、とても充実した時間となりました。派遣
に関わっていただいた日本協会の皆様や参加者の皆様に感謝申し上げます。 
 
セッションについて 
 私たちは日常的にさまざまな人たちと会話をして生活をしています。会話とはお互いが「話す」「聞
く」という行為の繰り返しです。私が紹介するセッションではこのうちの「聞く」という行為にフォ
ーカスしたセッションでした。 
 今までは、ただ聞いていただけだった人の話を、もっと積極的に聞くことを心掛ける「Active 
Listening」という技術についてのものでした。具体的には、相手が話をしている際に、相手の目を見
て聞く、より多くのリアクションやジェスチャーをする、そしてできるだけYes/No では答えられな
い質問を投げかけるなどの方法がありました。そして、３人組になって実際に話す役、聞く役、その
会話を評価する役に分かれてそれぞれ自分について 10 分ずつ話をしました。台本もなく、10 分間
話すのは無理だと最初思った私でしたが、聞く役の人がとても積極的に質問を投げかけてくれたこと
もあり、10 分間簡単に、そしてとても気持ちよく話をすることができました。逆に、自分が聞く役
の際は相手の話を広げるためにリアクションや的確な質問を投げかけることで話す役の人のことが
非常によくわかったような気がしました。 
CISV は新たな出会いが多い場所であり、これから社会に出るとより新しい出会いは増えていくと

思います。そういった中でとても大事なコミュニケーション能力のうちの一つとしてこの「Active 
Listening」。話をする方に関してはさまざまな場で伸ばしていく機会が多かったように感じますが、
聞き手のスキルを伸ばすというのは今回が初めてだったかもしれません。JASPARCで得られたスキ
ルの一つとして様々なところで活用できたらと思います。 
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ジュニア NJR 川田歩 
JASPARC１回目の参加 
 

今回の JASPARCは私が JBとして、またNJR という立場で
行く初めての国際行事でした。今回私が参加した理由は NJR
という役職による参加義務が課せられるというものが多いか
ったので、正直最初は JASPARCがどういうものかはあまり
わかっていませんでした。それでも過去参加した友人の話な
どを聞き、参加する前は期待と不安が入り交じった気持ちで
一杯でしたが、いざ参加してみるととても充実した 6 日間を
過ごすことができました。期間中毎日朝から夕方までセッシ
ョンで頭を使い英語を話し毎日の疲労は大きかったですが、

どのセッションも私にとって勉強になるもので、とても充実した毎日を過ごすことができました。参
加中特に印象に残っているセッションは、今年度のCISV の educational contents である”Conflict 
Resolution”に基づいた、「文化的暴力」の紹介がされたセッションです。これは、テロなどの直接的
な暴力行為を自身の宗教や文化によって正当化して支えるという種類の暴力で、この文化的暴力の紹
介の後日本で私たちが知らず知らずのうちに行っている文化的暴力と呼べるものはないか、などを話
し合いそれを他国に共有しました。そして最後のケーススタディではどうすればテロや暴力行為は起
こらなかったということを実際あった事件を踏まえて考えました。このセッションでは文化的暴力と
いう概念の存在に気づき、私たちが持つ多様性を理解するということがCISV の目的である平和教育
につながるという内容のものでした。このように内容自体は難しいものでしたが、自分が知らなった
知識を得ることができ他国の紛争などの問題、それをどう改善していくかなども話し合うことができ
たため、このセッションは特に興味深いものになりました。 

6 日間ずっとセッションを受ける毎日だったので、最初はディスカッションのレベルの高さ
についていくのが精一杯でしたが、「せっかくの JASPARCで何も話さないのはもったいない」とい
う思いから途中からどんどん意見を言い、参加者たちといろいろな考えを共有することができたのは
私にとって貴重な経験です。また、国外の JB とともにどうすれば自国の CISV が成長することがで
きるか話し合う機会を持ったのはこれが初めてだってのでとても新鮮な気持ちになることができま
した。今回 JASPARC に参加して改めて私が今まで行ってきた JB 活動を見つめなおし、NJR とし
て今回得たものをどう還元していくかを考える良いきっかけになったと思います。 

最後になりましたが今回参加する上でお世話になった日本協会の皆様、APRW＆JASPARC
の参加者の皆様に感謝申し上げます、ありがとうございました。  
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ジュニア部会長 福澤陸 
JASPARC 一回目の参加 

 
道端でも駅でもレストランでも、ふと周りを見渡すと誰しもがスマホを
片手にじっくりと画面を見つめている、そんな世の中になってきました。
もちろん若者も例外ではなく、今では LINE で友達と連絡を取り合わな
い学生はほとんどいないでしょうし、多くの中高生・大学生が日常の出
来事を Instagram や Snap chat、Facebook で友人にシェアしていま
す。私が身を置く Junior Branch というくくりはほぼそういった学生た
ちがメンバーであるので、我々が熱を注いでいる JB 活動の報告や新た
な JBの獲得に SNSを使わない手はありません。 
このセッションは各国がどの SNS をどのような工夫を持って JB 活動
の推進に役立てているのかをシェアしあい、またもっと良い活用法はな
いかみんなでアイディアを出し合い、良いなと思ったものは自分の国に
持ち帰ってもらおうというものでした。 

ある国は Instagram において、自分の過去の投稿が一覧として表示された際に見栄えが良く映るよ
うに投稿の順番や写真の配色に気を使っていたり、ある国は SNS に投稿する写真のキャプションを
みんなからの反応を上手に煽るものにしたらどうか、という非常にクリエイティブな意見を出してく
れました。 
私が部会長を務めるジュニア部会では、今年の目標の１つとしてジュニア部会が管理する Instagram
アカウントと Facebook アカウントをアクティブに使っていこうというものをあげています。しか
し今のところそこまで投稿頻度も高くはなく、私自身もっと SNS を活用できるのではないかと考え
ていたところでした。このセッションを通して非常に面白い他国の工夫をたくさん知ることができ、
それらはしっかりメモして日本に持ち帰ってきたので、これからの JB Japan の SNS運営に役立て
ていこうと思います。 
 
 
九州支部 JB 野口ひかり 
JASPARC 一回目の参加 
 

CISV 九州支部の野口ひかりです。私の CISV での経験は２年前に
JC として関東のビレッジに参加したことだけでした。参加のきっか
けはビレッジで一緒だったベトナムのリーダーが今回 APRW に参加
するということで私に連絡をしてくれたことです。参加理由はそのリ
ーダーに会えること、新しくアジア太平洋の JBとの出会い、CISV に
ついての知識を身につけることでした。CISV の経験もあまりなく
CISV の知識も何もないまま参加するということになったので参加前
は、こんなに無知なやつが参加していいのか、英語でのセッションに
参加できるのか、友達はできるだろうかなどたくさんの不安がありま
した。いざ参加してみると JASPARCに参加したことがある JBだけ
じゃなく今回が初めての CISV のプログラム参加という JB もいたり
年齢も 15・6歳と若い子が参加していることに驚きました。そこで感

じたのはどの国の JBもとても積極的に取り組んでいるということでした。どのセッションでも自分
の意見をみんなの前で話せるアクティブさがうらやましく感じました。セッションは日本語でも難し
いようなものもあり、正直英語で聞き取るのも大変な場面が多かったです。しかし、APJB TEAMで
ある、ののや日本の JB達が丁寧に教えてくれて、多くの助けがあり、なんとか五日間終えることが
できました。farewell party では各国の人が様々な衣装を着て国ごとの歌やダンスを披露し、とても
楽しく参加しました。日本はAKBを踊りましたがとても人気でした。今回 JASPARCに参加してた
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くさんの CISVer にも出会い JB として CISV を学ぶことができて心から参加することができて良か
ったと感じます。これを機にもっとCISV の行事に参加していきたいです。 
 
Session2 各国の JB 
Session2 ではまず各国デリゲーションごとに集まってその国の JB 活動について良い点、問題点を
話し合いました。その後、国ごとにどのようなことが出たかをシェアをしました。日本の JBの良い
点はナショナルキャンプが年に 4回あること、monthly magazine があること、集合教育でしっかり
と教育がされていること、Instagramのアカウントで何をしているか発信していること、支部間のつ
ながりがあること、JBTがあることです。悪い点は人が少ない、国内行事に力を入れすぎて国際行事
にあまり参加する人がいないということでした。どの国でも問題視されているのは JBの人数が少な
いということです。時間がない、留学に行くという理由で参加できない人が多いことが現実です。ま
た CISV・JB についてよく理解していないこと、JB の構成が明確でないことなどでした。インドネ
シアでは行事に参加していなければ JB として活動しているとは言えない、モンゴルでは JB が若く
新しく確立されたばかりだが人数は増えていっている、集合教育で強い関係を作っているなどが挙げ
られました。また、どの国も Instagramや Facebook などの SNSを活用して情報を発信しているこ
となどが良い点として挙げられました。 
 私は JB についての知識があまりなかったのでこのセッションで日本だけでなく海外の JB がどの
ような問題を抱えているか、どのようなことを工夫しているかなど知ることができました。 
 
 
関東支部ジュニア委員長 塩沢晃平 
JASPARC 一回目の参加 
 

初参加の JASPARC。最も印象に残っているのは、各国の JBが
抱えている問題に関するセッション中のことだ。自国の JBの課
題をフセンに書くというステップがあった。日本の JBは常に人
手不足であり、その結果、ひとりの人に多くの仕事が集中すると
いう現状がある。そのため「too much work on one person」
と書いていたところ、近くにいたフィリピンのセブの LJR（日
本でいうジュニア委員長）から「うちも全く同じだよ」と声を掛
けられた。フィリピンは JASPARCへの参加者も多く、SNSな
ども積極的に活用しており、JBのレベルが高いというイメージ
を持っていたが、抱えている問題は同じものだった。他の国も話

を聞いてみると、大なり小なり同じような状況にあることを知った。セッションの中で「毎年同じ問
題について話している。なぜ変われないのか」という意見もあったように、根本的な解決策はなく、
地道に努力を続けるしかない。しかし、他の国でも自分と同じ立場の人が、同じような活動を頑張っ
ているという事実に、とても勇気づけられたし、同じアジア太平洋地域の JBたちに会えたことは大
きな刺激となった。 
私が CISV を続けているのは、CISV には自分が成長できる機会があり、また、新しい友達ができ

ることが純粋に楽しいからだ。今回も、英語の面で成長を感じ、たくさんの人に出会った。ズームア
ウト班でのおしゃべりや、エクスカージョン、フェアウェルパーティなど、どれも楽しい思い出だ。
一緒に 5日間をすごした JASPARCのみんな、お世話になったAPRWのみなさん、また、サポート
頂いた日本協会の方々、そして、JASPARCを作ってくれたプランナーたち、CISV Korea に感謝し
ます。ありがとうございました！ 
 
〈セッションの報告〉session13：Tailor Made 
 ３日目の Session6 で、Change Model という概念が紹介された。このセッションは Change 
Model の概念を用いて、JBが抱える問題を考えるというものだった。まず初めに参加者たちは配ら
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れた付箋に自国の JBの問題を書く。次にその付箋を似ているものを同じ模造紙に貼っていく。班に
分かれて、各班 1枚の模造紙を担当し、その模造紙に貼られている付箋の共通点をみつけ、その問題
に対する解決策を考える。その際、Change Model を利用する。Change Model とは、問題を認識
する unfreeze、問題解決のための変化を起こす change、変化によりできた新しい状態を継続させる
refreeze という３つのステップで問題の解決をとらえる考え方である。多くの場合、セッションは、
参加者は新しい概念や手法を学ぶだけにとどまってしまう。しかし、このセッションは、プログラム
中の他のセッションで学んだことを実際に応用する機会となっており、素晴らしい構成だと感じた。
また、他国の JBたちと JBについて議論することで、各国の JBの現状や JBそのものへの理解を深
めることができた。 
 
 
九州支部 JB 青木唯人 
JASPARC 一回目の参加 
 

３月２１日から３月 26 日までの 6 日間、韓国のソウルで
JASPARC2019 が行われました。 
2 日目から 4日目までセッションが行われましたが、私が印象
に残ったセッションは 4日目のセッション 2です。 
各デリゲーションや支部で起きている問題点、またその解決策
などを共有してこれからの CISV 活動に活かしていくというセ
ッションでした。 
ディスカッションをやっていく中で、他国の行っている活動や
問題点をたくさん知ることが出来ました。抱えている問題が、
同じものもあればちがうものもあり、共感しあったり、今自分

たちが行っている活動を提案したりととても密度の濃い時間となりました。APRW の方との合同セ
ッションでもあったので、たくさんの意見を共有しあうことが出来ました。難しいセッションではあ
りましたが、これからのCISV 活動に活かすことのできるものになったと思います。 
 
 
シニア APJB Team 山田野乃 
JASPARC 四回目の参加 
 

今年の JASPARC は昨年に続きプランナーとして、そして新たに APJB 
Team の一員として参加しました。今年は参加者が 80 名と例年よりも非常
に多く、また参加者のなかでも JB 活動の経験値も様々である為、各セッシ
ョン内容が的確に伝えられ理解してもらえるのか、そして目標を達成するこ
とが出来るか、ディスカッションや話し合いがスムーズに進行することが出
来るかなど、いくつか懸念される要素があるなか1日目がスタートしました。
開催当初は、いつも以上に参加者が多いこともあり全体的に緊張感があり少
し静かな第一印象を受けましたが、時間が経つにつれ意見や新鮮なアイディ
アが数多く出し合われ、参加者が多いからこそCISV、JB に関する事柄につ
いて多角的に捉えることが出来た、とても刺激的なワークショップとなりま
した。私が担当した 1つ、Conflict and Resolution のセッションでは、以
前から興味を持っていた Cultural Violence(暴力や戦争を正当化し容認する

意識や、考え、文化を指す文化的暴力)に焦点を当て、私たちの周りで文化や特定の考えから生み出さ
れている争いごとや差別を含む暴力について話し合い、適切な解決策を生み出し、それをどのように
して実際に実行していけるか考えてもらいました。 
     私たちにとって JASPARCは、一年の活動を締めくくる一大イベントであり、そして各国の JB
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が集まり互いに刺激し合える、年に一度の機会でもあるので、今年も強い想いで準備に挑みました。
例年以上に早い時期からプランニングを始めたことで開催中は心身共に余裕もあり、プランニングチ
ームで沢山の話し合いを通し JASPARC でのお互いの目標を理解し尊重し、そして励まし合いなが
らセッションを進めることができ、非常に良い雰囲気のJASPARCを開催できた一因だと思います。
各国の JB たちの活躍もあり、アジア太平洋地域での JB 活動の認知度、そして CISV が今後発展し
ていく上で JB の重要性も広まり、各国のキーパーソンの方々から、これからより一層 JB の力を借
りたいので、JBのトレーニングに力を入れたい、近隣国と合同の JBトレーニングやワークショップ
を開催したいとのお話があり、実際に各国のキーパーソンの方々と今後についての話し合いを進めて
いけたことが、今回の一番の成果だったように思います。今までチーム内で掲げていたゴールの達成
に非常に近付いていることが実感でき充実感を得ました。 
     また、今回の JASPARC で約二年間務めました APJB Team の任期を終えました。最終日に
は、これまで多くの思い出を共にし一緒に活動してきた仲間から、そして今回初めて出会った JBか
らも、今までの活動に対して沢山の労いの言葉を掛けていただきました。NJR の任期を含んだ四年
間、多くの方々に出会い支えていただきながら、これまで活動をしてこられたことに対して改めて感
謝申し上げます。 
     JASPARC 開催中には日本の参加者の皆さんから優しくお声掛けいただき、日本デリゲーショ
ンのチームワークの良さを実感することも出来ました。皆さんと参加できたこと、とても嬉しく感じ
ています。ご支援いただきありがとうございました。 
 

 
 
 

2)APRW 報告と感想 
アジア太平洋年次会議（APAC） 
                 報告：大門樹久世、平洋一 
 
APACは各国代表および、支部長が集まってCISV の現状と課題について議論する場である。今回行
われた報告・セッション・協議は以下の通り。 
■Pace Foundation の事業報告 
■2018 年度各国報告 
■Arya Djoehana 氏によるセッション 
■Chapter Development と合同セッション 
■Riskmanagement セッション 
■APJB との合同セッション 
■International Office (IO)およびGoverning Board のセッション 
■Regional Meeting 
 
【Pace Foundation の事業報告】 
PACE foundation とは、アジアパシフィック地域の、主に、IPP、Mosaic、
JB 活動に助成金を出すことを目的とした基金。実際にかかる費用の半分を補
助する。 
 
2018 年度に基金を受けた以下のような事業の報告があった。 
Indonesia(Mosaic)、JB(Gloco への交通／APJB のための TTT／ANZAC2018)、India(IPP)、Hong 
Kong（hosting first YM）、Australia, Perth（Mosaic）、Indonesia(WHIP IT 2018)、Myanmar(IPP)、
Philippine、Cebu(Mosaic)、Thailand（Mosaic）、 
Japan, Tokyo (Risk Management Workshop) 
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事業報告抜粋 
▶Indonesia(Mosaic) 
インドネシアには６つの宗教があり、それらの宗教間で対立する雰囲気がある。この Mosaic では、
インターチェンジプログラムのように、順番にお互いの居住地に滞在し、各宗教の寺院を訪ね理解を
深めるプログラムを行なった。 
 
▶Australia(Mosaic) 
支部内での異文化理解の促進のために、ミニキャンプを行った。先住民のアボリジニの芸術や先住民
の経験してきた困難などを知る機会を作った。 
 
▶Myanmar(IPP) 
日本とミャンマーの共同開催、場所はミャンマーで、15 名が参加した。ヤンゴンの孤児院の子供達
の現状について学び、一緒に活動を行なった。最後には、普段はミャンマー語でしか話すことを許さ
れない各民族の子供達が、誰からか指示されたわけではなく、自然に自分たちの言葉で自分を表現し
始めた。 
 
【各国現状報告】 
今回は例年と少し変えて、各国の成功事例と抱えている問題点について、事前に各国から提出された
内容をもとに、小グループになって、それぞれの事例および問題点を発表した。また、各国が今年一
年行なったことに関するものを展示する時間が設けられた。日本は、関東支部の報告誌数年間分と折
り紙、東海支部から開催したビレッジのムービー、Tシャツ、2018 年の報告誌を展示した。報告誌
に関しては、インドのムンバイ支部が興味を持っていたので、日本の報告誌の内容の構成などを説明
した。 
 
【Arya Djoehana 氏によるセッション】  
スピーカー：Arya Djoehana (Indonesian-French CISVer / Innate Motion) 
この地域全体の共通の問題点として、中心となって動く人を新たに探すのが困
難になっている。これは今後CISV が組織として長く続いていくためには大き
な問題となる。CISV の参加者や保護者、そしてリーダーを将来の中心的な存
在に育てるために、どうしたら良いか、それを考えるセッションが行われた。 
 
事前にAPAC参加者は、JB／リーダー／保護者、いずれかにインタビューを
行い、以下の点についてまとめる宿題が出された。 
・人として重要視していることはなにか。 
・よりよい世界とはどのようなものだと考えるか。 
・なにに熱中しているか。それはなぜか。 
・どの程度までCISV に参加したいとおもっているか。またその理由。 
 
 
その宿題にもとづき、セッションでは以下が行われた。 
▶Step1 
各自がインタビューしてきた人物の特徴をもとに、グループで架空の人物をつ
くりあげた。その人物の名前／人生の目標／価値観／目標を達成しようとする
際に直面している困難／CISV がもたらすもの／さらに CISV 活動で重要な役
割を担おうと思わせる動機／CISV の関わりを増やすことができない理由、な
どを考えて設定し、紙に人物と特徴を書いた。 
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▶Step2 
人を動かす動機は、人の特性によって異なるが、その動機を８つに分けた
表が提示された。Step1 でまとめた架空の人物に、さらにCISV に参加し
てもらうためには、表で分類されているどの部分の動機を促すことが重要
かを検討した。 
 
 
 

▶Step3 
Step1 でまとめた架空の人物を、Step２で検討した動機を刺激し、CISV
により積極的に参加してもらうようにするにはどのような勧誘の仕方が
よいかを考え、スキットを作成して発表した。 
 
 
このセッションでは、その人の人生の価値観など深い部分を知り、その情報を元に、その人が一番

動いてくれると思われる動機を分析し、CISV がその人の動機を提供できることを示すことで、人を
動かしCISV にさらに参加してもらえるようにする方法を考えるというワークだった。具体的に８つ
に分けたどの部分を刺激するかという、目に見える形で対策が取れるという点で有効かと思う。実際
の支部活動の中では、その人の深い部分まで知るような機会は少ないと思われるので、このような分
析をするためには、今回のように、インタビューをする時間をとることが必要となるだろう。日本の
支部活動の現場にはそぐわないかもしれないが、いつかやってみたいと思うような、理想的な方法だ
と感じた。                                （大門樹久世） 

 
 
 
【Chapter Development セッション】 
 このセッションでは、5人くらいのチームに分かれて、チームの誰かが属する支部の組織体系を紙
に書きだした、その後与えられた数十枚の紙きれに書かれたCISV の仕事のそれぞれを、その組織の
どこが対応しているかを張り付けていった。 
 参加したすべてのチームの結果を眺めてみると、ところにより組織形態は千差万別、同じ国でも組
織形態は異なり、また組織の特定の場所にいろいろな仕事が集中している状況もわかった。この作業
を自分の属している支部に当てはめて行えば、組織形態や、仕事の分担について改めて考えなおすこ
ともできると考えられる。 
 
 
【Riskmanagement セッション】 
 このセッションは riskmanagement training コースの一部を合同で開いたもので、CISV の
Riskmanagement の方針の確認と最新の課題についての説明・討議があった。 
１． IRF の提出後のプロセスについての説明、またこれまでに IRF、PDPEF などで報告された問

題点の分析結果今後さらなる検討が必要な項目が示された 
l キャンプサイトと食事の健康と安全の基準 
l メンバーの選択、スタッフとリーダーの基準 
l 病気や発達状況についての記載がない場合 
l 文化の違いの理解と紛争解決、期限遵守の書類提出 

２． Child Protection Policy および関連手続きの更新 ここには、問題行動の把握、報告、記録
のガイドライン、また問題発生時の対応法、などが新しくなった。今年末に向けてさらに改定
が進む予定である。一方、秘匿性の高いメールアドレス safety@cisv.org が新設され、だ
れでも人に知られたくない情報を送るときに使うことができる。 



 13 

３． 新しい Health Form が公開されたこと 新しい Form には、精神的な健康状態に関する部
分が追加された。 

 
各 NA（National Association―日本の場合はCISV 日本協会）と支部は訓練を受けて認証されたリ
スクマネージャを置かなければならないこと。特に今年 5 月 1 日までに各 NA に認証されたリスク
マネージャを配置する必要があり、来年 2020 年 5 月 1 日までにはすべての支部が認証されたリス
クマネージャを配置する必要があるということである。この方針を守らない支部は、派遣が制限され
るなどの制約が出てくる。（実は、現在のところ日本協会のすべての支部が認証済みのリスクマネー
ジャを配置するという条件をみたしていない。） 

 
【次回のAPRW/JASPARC】 
 次回の APRW/JASPARC は New Zealand の首都Wellington で 2020 年 4月 22-26 日に開催
予定との案内があった。開催地の事情で参加人数が限られるので、参加を考えている人は早めに国際
理事に問い合わせる必要がある。なお、諸般の事情から参加費が一人あたり今年に比べ一律に
US$100 だけ値上げされることとなっている。 
 
【APJB との合同セッション】 
 JB（JASPARC 参加者）との連絡を密にする機会を増やそうということで、JB と APAC 参加者
の合同セッションが開かれた。内容はどちらかというと JB の一つのセッションに APAC 参加者も
参加するという感じで、床に座るのが 
普通。中には寝そべっている JBer も散見される。いろいろな討論事項があり CISV に参加する障害
は何かというのもあった。最後にやったのは、10 人くらいのチームに分かれて、それぞれの住んで
いる地域での問題をあげてもらい、最後にその問題解決にどのようにCISV としてあたることかでき
るか議論し発表するというものであった。私のチームの問題で多かったのは大気汚染と交通渋滞、チ
ームの答えは、鉄道の充実というものであったが、他のチームも同じようなことを話していたのは興
味深い 
 
【International Office と Governing Board のセッション】 
 IO（International Office）からはまず、CISV の世界の会員状況、ここではCISV 同窓会（Alumni 
association）また最近話題になることも多い MeToo 運動の CISV 内への影響などが議論された。
学校の同窓会なら卒業生の会であるが、CISV の同窓会はやはり卒業生（プログラム参加者）だけな
のかどうか、位置づけがよくわからないという指摘もあった。 
 Government Board からは Einav が、CISV International の組織構造のおさらいをした後、CISV
が PWC に依頼して行った Programme Review の結果をもとにして検討しているという新たな
Growth Strategy Plan の話があった。Growth Strategy は Governing Board からの提案で、今
後いろいろな形で議論されて、来年をめどに全体での議決に進むということである。 
 さて、その提案の内容であるが、相当に刺激的なものであった。 
提案は、CISV の影響力をさらに増やすつまり、CISV の平和教育をより幅広く広めるにはどうした
らいいかについてコンサルタントの報告をもとして、Governing Board の検討結果で、かなり広範
なCISV の国際プログラムの見直しが含まれている。以下にGoverning Board の一人である Einav
が説明した提案内容をできるだけそのまま記載する。 
１． 国際プログラムの期間や、参加者の年齢を見直し、ある年齢の参加者は 1 つのプログラムに

参加するようにする。 
２． Interchange は、現状で参加国が限定していることや、プログラム実施時のリスク管理が困難

などの理由から終了することとする。 
CISV の国際プログラムで最も特徴のある Village をより推進する、またそのため、カリキュラムを
再検討し、期間を若干短くして 23日程度とする。またYMは 8日間プログラムをやめ、16日程度
にする。（プログラムの名前もかえるかもしれない） 
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３． Seminar Campは将来の社会のリーダーを養成することを主目的にする。 
４． CISV の一つの国際プログラムに参加することだけでも、CISV の平和教育活動としては十分

となるように、全体的に内容を再検討する 
５． CISV の国際プログラムの教育対象者を青少年とする。（大人は参加者とはしない） 
６． IPP は、競合する他の団体主催のプログラムもおおく参加者が少なく、効果が少ないと考えら

れるので終了する。 
以上は、提案であって、何の決定もなされていない。これから世界的に討議し、最終的な議決を経て
実施に移される。（提案での実施時期は 2022 年ころ）。これに対して、それぞれの内容について賛成
や、反対の声もきかれたが、APACで深く議論したわけではない。もともとの提案の目的はCISV の
平和教育をより広めて、世界への影響を深めるにはどうしようかということであったと思われるが、
そのまま受け入れられるものばかりではないと思われる。これまで、CISV は大人もプログラムに参
加できますといってきた人たちには影響が大きい。とにかく分析結果やそれから導き出された新しい
方針案の出し方についても批判的に検証されなければならない。いずれにしてもこれから、CISV の
会員全体がそれぞれの提案内容を理解して、将来どうすべきかを議論していくことが望まれる。 
 
【Regional Meeting】 
Regional Meeting では、各国の 5か年開催計画の再確認と、見直し依頼がなされた。 
また、今後の APRW の主催国の予定として、2020 ニュージーランド 2021 インド、2022 タイ、
2023 シンガポール（予備インドネシア）となっている。2024 開催国の提案を受け付け中で、現在、
インドネシア、中国が候補であるが、隣のMaya からは日本でやってほしいといわれた。 
また APRW/JASPARCの参加費を今後5年間にわたってUS$100 増額することが賛成多数で承認
された。 
Regional Meeting の 司 会 は  Asia Pacific region の Chapter Development Regional 
Coordinators である Esti と野田百合子の両名が行った。野田さんの任期は今年春に終了するが、こ
れまでの献身的貢献に対して皆で拍手して感謝した。  

（平 洋一） 
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平洋一 
APRW 5 回目 APAC に参加 
 

このところ 5 年連続で APRW に参加してきた。段々と知り合いの参加者が
ふえてなかなか楽しい会合となっている。会場の江南（カンナム）地区は最
近発展著しいところで、周りをよく見るとなかなか楽しめる場所であること
をウチに帰ってから知った。今回は高級ホテルでの開催だったので、いつも
より、参加者の身なりもまともだったかもしれない。本来ならば、高級ホテ
ルよりもっと手作り感の高いところの方が似合っているような気もするが、
もう一度基本にもどるには、日本がそのお手本を
しめすことが必要と思う。APACといういわば各
国代表、各支部代表が集まる会議において、多く
の参加国を尊重しながら日本の代表としてどうい
う主張をするのがいいかというのはなかなか難し

い問題である。発言にはそれなりに裏付けと責任が伴うからである。 
 
 
大門樹久世 
APRW ４回目  APAC に参加 
 

今回は距離の近い韓国での開催ということで、たくさんの方が日本から参加
してくださり、とても嬉しく思いました。私が参加した APAC(アジアパシ
フィック地域の年に１度の会議)ではまず Pace Foundation から補助を受
けた事業の報告があり、興味深く聞きました。いずれの事業においても、そ
の参加者は有意義な時間を過ごし、大きなインパクトを受けただろうなと思
われる活動内容で、Pace Foundation の意義を再認識しました。 
 
今回は IO から大きな提案がいくつかありました。その中の一つは、どの年
齢の子供も参加できるようにプログラムを整備するというものでした。現在
は、年齢によっては、対象のプログラムがなかった
り、逆に複数のプログラムが設定されている場合が
ありますが、対象年齢ごとに一つのプログラムを割

り当てる、という提案です。これは良い方向ではないかと思いました。参加
した子供たちは帰った直後が次のプログラムに参加したいという思いが一
番強いので、その気持ちの熱い時期に次の年に目標となるプログラムが用意
されているのは、参加者にとってはよいことだろうと思います。 
                                                      
また、ビレッジの日数を減らすという提案もありました。これはかなり衝撃
的で、個人的には相反する２つの気持ちを抱きました。ビレッジに参加した
経験のある立場としては、やはり４週間という期間は重要だと感じています。
４週間一緒にいたから、友達との繋がりができ、色々な経験をすることもで
きたと思っています。しかし、逆に主催する現場の支部としては、夏４週間
のプログラムに参加できるスタッフを探すのは、毎年本当に大変な苦労をし
ています。その苦労をしてきた立場の者としては、４週間という期間は現状
にあっていないとも思います。これから１年間世界中でこの点に関して活発
な議論がなされて、CISV にとってよい決断がなされることを祈っています。 
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ReCo としての最後の APRW 
野田百合子 
 

2010 年から 10年間、国際理事として、そしてReCo*
として毎年通い続けた APRW。今年 9 月に 2 期 6 年務
めた ReCo の任期が終わり、来年からは出席義務者では
なくなる。肩の荷がおりてほっとするとともに、何だかさ
みしい気もする。 
そんな気持ちで臨んだからだろうか。今年のAPRWは

いつにもまして、別れと出会い、時代の節目を感じるよう
なAPRWだった。各国のCISV を支えてきた人たちが何
人も、このAPRWが終わったらあるいは来年で引退する
という。とくにCISV 韓国を10年以上にわたって支え続
けてきたソヨンが引退すると聞き、私が韓国でビレッジ
ディレクターをしたときにどれだけお世話になったか、
それと同じことを毎年毎年続けていたかと思うと、感謝
の気持ちがあふれて、思わず二人で抱き合って泣いてし
まった。今までCISV を支えてくれた皆さん、本当にどう
もありがとう。皆さんがいてくれたから、たくさんの子ど
もたち、そして大人たちがかけがえのない体験を得るこ
とができた。そしてそういう人たちの力で、今も各国の
CISV は成り立っているのだと思う。 
今年のAPRW、とくに私が参加、担当したAPACは内

容的にもとても充実していた。CISV で支部や各国の委員
さんや重要な役職を引き受けてくれる人がなかなかみつ

からないというのは各国共通の悩みのようで、インドネシアのCISVer でコンサルタントのArya が
担当してくれたセッションはとても興味深かった。どんなモティベーションで人は動くのかという、
いわばやる気スイッチが大きく 8つに分類できて、その人のタイプに合ったスイッチの押し方、勧め
方をすると効果的だという。確かに、私が今までぼんやりと考えていたことを言葉にして分類してく
れたおかげで、行動しやすくなった。頭がスッキリするようなセッションだった。 
それから、「CISV in #MeToo Era」というリスクマネジメントトレーニングとの合同セッション。

#MeToo ムーブメント、すなわちセクハラ問題に対する社会的影響の大きさ、とくに西欧社会でそれ
がどのように受け止められているのか、それがCISV にどのように関連するのかという話は目からウ
ロコだった。日本やアジアの視点だけではわからないことがまだまだたくさんあるんだなぁと思う。 
そして今回のAPACのハイライトは、なんといってもプログラムレビュー。これは、今までCISV

が 70 年間、国際プログラムをつぎ足しつぎ足しで増やしてきたのを、ここで立ち止まって、もう一
度イチから見直してみようというもの。PwC のコンサルティングやガバニングボードでの検討を経
て、現在提案されている変更はかなりドラスティックなものだ。なるほどと思うものもある反面、本

[ReCo の任期もあと半年となり、エスティから
ありがとうと贈られた似顔絵枕！裏にはみんな
のメッセージが。] 
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当にそれがいいことなの？と疑問に思うようなこともたくさんある。そしてその受け止め方も十人十
色のようだった。たとえば、ビレッジを 23 日間に。各年齢にプログラムは 1 つになるよう整理し、
YMは 12-13 歳以外を廃止する。IC は徐々に、IPPは 2022 年から廃止。大人のプログラムはやめ
て、モザイクも 18歳未満が対象のものに限るなど。これはまだ決まったわけではなく、今年一年は
みんなで話し合い、来年の APRW までにガバニングボードがモーション（動議）を提示、7 月に各
国の国際理事と IJRs が投票して決定、投票の結果を 2022 年から反映という流れになる。彼らは選
択と集中というが、これらの変更が本当にいいことなのか？日本の皆さんとも機会あるごとに話し合
っていければと思う。 
そして私たちChapter Development ReCo にとってはAPRWの恒例行事、朝昼晩と食事のたび

に相棒エスティと一緒に行う各国の代表たちとのミーティング。一つひとつの中身が濃く数も多いの
で、途中で息切れしそうになるけれど、年に一度の貴重な機会と思ってマラソンのように駆け抜けた。 
あぁ今年も充実した APRWだったな。色々なことがありすぎて、頭も心もしばらく飽和状態だっ

たけれど、今年もがんばってよかったな。こんなにたくさんの人がキラキラと輝いている場に立ち会
えたのだもの。そして今までReCo として過ごしてきたAPRWは、本当に中身の濃いかけがえのな
い時間だったなと思う。何百人もの人と知り合えて、毎年会えて。何十人もの仲間と毎年 APRW、
APAC を一緒に作りあげてこれた。同じ気持ちで笑いあい、涙を流し、喜びあえる仲間ができた。
CISV educates and inspires action for a more just and peaceful world. CISV は子どものため
のプログラムかなと思って始めたけれど、子どもだけじゃない。私たち大人にもこんなふうにたくさ
んの刺激や教育的学びを与え、成長の機会を与えてくれた。プログラムレビューを含め、今CISV は
転機にあるのかもしれない。変わるところは変わって、でも大事なところは変わらないままで、これ
からももっともっと多くの人がCISV の素晴らしさを体験し続けることができればと思う。 
 
*アジア太平洋地域支部開発コーディネーター＝アジア太平洋地域の CISV14 か国のとりまとめ役 
 
 
Chapter Development Training 
  
鈴木勇貴 
APRW６回目 Chapter Development Training に参加 
 

6 度目のAPRWはChapter Development のワークショップ
に参加しました。 
  
このワークショップは、CISV という組織がどのように動いて

いるのかを知り、それを今後の活動に活かしていきたい方にお勧
めです。具体的には、各部会や支部委員会で活動している方に適
したワークショップです。 
 
CISV は実は大きな組織体系で、支部・日本協会・アジアパシ

フィック地域・国際などと色々なレイヤーがあります。またその
レイヤーごとに多くの委員会が存在します。したがって自分が所属している部会や委員会以外のこと
は、見えにくかったりします。このワークショップはCISV という組織に関して、解像度を上げて全
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体像を学ぶという意味で勉強になります。 
  
今回のワークショップでは、他にインドネシア・フィリピン・タイ・ヴェトナム・シンガポール・

香港・オーストラリアのCISVer がいました。ワークショップ内ではこれだけの国のCISVer がお互
いの支部について、様々な側面から話し合う機会があり、そこから多くが学べます。またワークショ
ップといっても堅い感じではなく、CISV ならではの和気あいあいな形ですので、CISV の国際行事
に参加してみたい大人の方には、１つの選択肢としてお勧めしたいです。 
 
 
TTT(Train The Trainers) 
 
河合真理 
APRW６回目 TTT (Train The Trainers)に参加 
 

今回 6 度目となる APRWで 2 度目の TTT セッションに参
加しました。残念ながら出発 10 日前に腰を痛めてしまい、
なんとか歩けるという状態での参加となってしまいました。
座学ではなく Learning by doing ということで動くことも
多かったのですが、さすがCISV のメンバーはホスピタリテ
ィ精神にあふれていて皆様にサポートしていただきながら
無事に最終日まで回復しながら過ごすことができました。ま
た、同じセッションを受けたメンバーは初めての出会いでも、
終了時には一緒にスタッフをしたかのような一体感を持ち
強い仲間意識を持つことができました。このような人との触
れ合いが最大の魅力だと思いすっかり常連になってしまい

ました。3月は仕事が忙しい時期なのですが、トレーナー資格が昨年 12月で失効してしまったこと
もあり思い切って参加を決めました。今回の TTT でも、自営業、会社員、主婦、学生と様々な立場
の方たちが参加されていてとても良い刺激になりました。是非１人でも多くの方にこの近くて広い楽
しい世界を体感していただきたいと思います。 
 
TTT(Train The Trainers) 報告 
～トレーナーとしてのAttitude Skill Knowledge を学ぶ～ 
■自己分析 

・自分がどのようなタイプなのか様々な方向から分析する 
・自分の強みや弱みを知る 
・理解しやすい手法の違いを知る 
→自己分析をすることでトレーニングを行う際の 
注意すべき点が明確になる。 

■学ぶ手段と方法 
・どのような学習タイプがあるのかを知る 
・人によって性格や判断基準が違うことを知る 
（実践）２分間で身近な問題定義をおこなった。実際にプレゼンテー
ションをおこない短い時間でいかに興味を持ってもらいどのように考
えてもらえるか体験した。 
・ファシリテーションについて 
（実践）模造紙に好きに絵を描くというシンプルな実践。しかし、チ
ームに一人だけ秘密のミッションがある人がいて、いかにそのミッシ
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ョンをみんなに悟られずに達成していくかというもの。ファシリテーションの難しさを実感し
た。 
→いかに効率的に伝えられるか様々な手法を実践することで難しさや課題を再発見することが
できた。 

■リスクマネージメント 
・リスクの種類について知る 
・リスクマネージメントの方法を知る 
→未然に防げることが一番だが何かが起こったときにどう対
応するか、どこに助けを求めるべきかの知識がいかに重要か
を再認識できた。 

■ACT実践 
  ・学んだことを生かしてプランニング、ハンドリングをおこ
なう。 

→様々な設定で実践し、客観的に見てもらうことで自分では
気づけなかったことに気づくことができた。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Design and Planning 
 
深井美貴子 
APRW8 回目 Design and Plannning に参加 （写真で報告） 



 20 



 21 

 



 22 

 
 
 
 
 
 
 



 23 

木村緑 
APRW5 回目 Design and Planning に参加 
 

APRWに何度も参加する理由 
 
5 年前のタイでAPRWに初めて参加してから、APRWに
は、毎年参加している。とにかく楽しい。なぜか？という
と、 
・ワークショップに参加すると、全身と脳をこんなにフル回
転させて、学んだり笑い合ったりできる。素晴らしいトレー
ナーから学べる中身の濃い５日間だから。 
・経験豊富な参加者と互いの国の事情の違いなど話している
と、文化や考え方の違いに驚いたり納得したり新たな発見に

沢山出会える。 
・５日間一緒に同じワークショップに参加すると、絆が深まりアジア中に友達ができる！（必死に
一緒に考えたり、相談しあったりするから） 
・いくつになっても、若い人達と同じレベルで学べる！むしろ彼らからいい刺激を受けられる！ 
・普段会うことのあまりない JBや他支部の方々とも仲良く踊りの練習で盛り上がれる！（フェア
ウェルパーティの際には日本チームは全員でAKBを踊る！） 
まだまだたくさんの理由はあるけれど、今年は私世代の友人がたくさん一緒に参加してくれたおか
げで、いつも以上に楽しい５日間であった。 
そして今回の何よりの収穫は、参加した「Design and Planning」のワークショップ。参加してい
るのは各国のリーダーを研修する立場の人たち。 リーダーの研修はどのように考えればいいの
か、運営から目的意識など次々と出る課題に皆で真剣に取り組んでいると、各国の文化の違いや事
情に触れ、日本と比較して興味深かった。今回得た内容をこれからのCISV 活動に役立てていきた
いと思う。送り出してくれた日本協会の皆様、そして家族に感謝している。 
 
 
熊崎奈緒 
APRW２回目 Design and Planning に参加 
 

2 回目の参加となった APRW では、Regional Training 
design and planning ‒ leaders 
development training 
に参加しました。このトレーニングは、学びを作るプロセス
や効果的なプランをデザインする方法を学ぶセッションで
す。2019 年より新しくできた STC（Staff Training 
Committee) 
内で実施するトレーニング準備が急がれるため、今回私はこ
のセッションを選択しました。関東支部に送り出していただ

き、大変学びの多い時間となりましたこと感謝申し上げます。 
 
講師Mark の指導のもと、トレーニングを作るために必要なプロセスや情報のインプット方法を体系
的に座学、実際のプランを通じて体験学習しました。具体的には、情報収集方法、優先度/実現可能性
の決定、トレーニング後の姿の描写、トレーニングスケジュールの作成、エバリュエーションの方法
を 4 日間のデザインされたトレーニングの中で実際にアウトプットを通じて学んでいきました。参
加者はすべて各国、各支部のトレーニングを作る責任を持ったメンバーだったため、互いのベストプ
ラクティスをシェアし合い。最も大きな取得は、Objectives 
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という考え方です。トレーニングのセッションを受けたことで、受講者がどのような行動を起こすか、
どんな学びを得るかを、計測可能な言葉を使い目標を立てるという考え方でした。 
 
計測可能なゴールを設置してはじめて、そのセッションは意味があったかなかったのか、役に立った
のかを測ることができるということでした。今回の 
design and planning のトレーニングの Enabling Objectives の一つには、国/支部単位で今回の
学びをアクションに落とすこととありました。つまり、Mark が今回実施したトレーニングも受講し
た我々が何も行動に起こさなければトレーニングの効果があったとは言えないものでした。Mark の
トレーニングの意味があったことを行動を持って示せるよう、今年の関東スタッフのトレーニング計
画に学びを活かしていきたいです。 
 
 
宮里かをり 
APRW２回目 Design and Planning に参加 
 

日本での開催のスタッフ後久しぶりに参加した。過去最高
の参加者数とのことでアジア太平洋地域の CISV、APRW の
発展を実感した。 
今回一番印象的だったのは、分科会のセッションの中で各

国のリーダー・スタッフ研修が共通する点もあれば、様々だっ
た点である。特にフィリピンの研修は、“Super Saturdays”
と銘打った毎週の集合教育や、ミニキャンプにあたる宿泊研
修の日数も長く、新リーダーは結構な時間を提供するだけで
なく、事前研修でかかる費用は自己負担と金銭的にも負担を
しているそうだ。リーダーを「ボランティアなので無料で海外

に行けます」ではなく「人生を変える経験をしませんか」として PR・募集しているとのこと。保護
者に対してこれだけの資質を持ち十分な研修をやり遂げたリーダーが引率すると自信をもって説明
できると同時に、リーダーもその貴重な経験のための準備や自分自身の成長への投資と捉えて活動に
臨む。 
各国の事情が違うので完コピーはできないが、この例は、活動の中でよく議論となるCISV でのボ

ランティアの姿勢と捉え方について、新しい視点を与えてくれた。 
 
 
松尾早恵 
APRW3 回目 Design and Planning に参加 

まさに今一番受けたかったトレーニングを受けることが
できた。スタッフトレーニングの課題を解決のヒントになる
内容であり、いつも APRW に参加すると思うが、やはり
APRW はすごいなと感じた。今 CISV を続けている理由の
再確認ができた経験となった。 
 トレーニングのタイトルは ”Designing and Planning: 
Leadership Development Program” これまでスタッフ研
修をしてきた中で直面している課題、「トレーニングの重要
性を事前に理解し、スタッフ全員が宿泊トレーニング全日程

参加してもらう」を解決できそうな内容であった。 
 APRW のすごいところは、研修を受け持つトレーナーのレベルの高さ、学ぶ環境が整っているこ
と、各国の同じ課題を抱えている人が集まってアイディアを出し合うことである。3.5 日の研修の中
でかなり濃い時間を過ごすことができた。 
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 20 年強関わっている中で、今私が感じる CISV の魅力は、国内外のプログラムや研修を担当し、
課題に直面する、新たな解決策(ASK)を手に入れて、その実践ができる場があることだと思う。今年
の研修で実践できたことを共有できる場を作りたい。 
 
 
モザイク 

  
そん・さんひょん 
APRW3回目 モザイクセッションに参加 

 
母国韓国でのAPRWは私にとって３回目でした。島根という
地方に移住したこともあって、今年はモザイクセッションを
受けました。 
トレーナーのTita Rose Marieはアジアのモザイクボスで、イ
ンドネシアのFounderであり、経験豊富で愉快なおばさんで
した。 
 
「スマイルさんひょん」！これは最初のセッションで私が自
分を表現する一言と名前をつけたものです。 

他にはcute, happy, fantastic等があって、その人の特徴がしょっぱなからわかれそうな良いセッシ
ョンでした。 
 
前半はCISV定番ともいえるセッションが多いのですが、セッション1が始まる前からセッションの
間ずっと使う伏線が用意されてあったり、いくつかの笑いのネタもあったりして今後自分のセッシ
ョンで参考にしたいとおもったセッションでした。 
 
その後は、Discover-Understand-Create 
モザイクの基本を学び、なにかを決めるにあたっての行動指針を覚えやすくした言葉(SMART, 
KISS)で学びました。ここで学んだのはなにもかも複雑に考えないことです。 
 
 
松原郁子 
APRW3回目 モザイクセッションに参加 
 

 
モザイクトレーニング（３～５日） 
 
第３日目は問題解決の為のパートナーシップの必要性と方法、
結果として CISV とパートナーが得る利益について話し合いま
した。  
実際パートナー(学校、会社等)に最初に働きかける方法をロールプ
レイングし ました。 

 
Why should you have a Partner?  

・あなたとあなたのパートナーにどんな利益があるのか？  
・誰があなたのパートナーになるか？  



 26 

・どのようにパートナーに働きかけるのか？  
・どのように CISV とモザイクのメッセージを皆に伝えるか？ 

 
Cooperating with your NGO  
・CISV の教育的目的と平和教育へのアプローチを簡単に説明する。  
・Mosaic プロジェクトを詳しく説明する。  
・あなたが期待することを念入りに仕上げる。  
・共通のアイディアとゴールをひらめく。  
・共に活動する方法を構築する。 

 
インドネシアのゲストスピーカーを招き、伝統芸能を継承するモザイクプロジ ェクトの話しを聞
きました。 

 
第４日目は昨夕に引き続き、３グループに  
分かれて各国の現状から問題解決の方法を  
『Problem tree & Solution tree』を考  
え、実際モザイクプロジェクトを計画して  
ワークシートを作成しました。 

 
さんひょんさんと松原チームは『食を取り  
巻く環境と食育』を考えました。  
『Problem tree』  
・コンビニエンスストア等で手軽に食品を得られる。  
・食べ物を粗末にする。等。  
➡結果、食品廃棄が増え、自然環境を悪化させている。 
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Essentials of Peace Education 
 
参加者：小野田知津子、志村眞理、中田美恵子、増田哲也、橋本智恵（文責） 

 
CISV の基本理念、組織、活動内容など CISV が初めての人や久しぶりに参加する人向け。 

 
参加者 トレーナ:David(コロンビア )、Jake（フィリピン）  
参加者 20 名：ロシア（１）、インド（１）、フィリピン（１）、タイ（１）、インドネシア（１）、シンガポール（２）、 モンゴル（３）、ベトナ
ム（５）、日本（５） 

 

CISV の概要  
CISV の歴史：1951 年に設立以降 CISV の歴史と自分の人生の経過を照らし合わせる。  
CISV の基本理念：Human Right，Diversity, Sustainable Development, Conflict resolution   
CISV の組織構造: Chapter, Training, Risk Management, Education Program, JB  
CISV の プログラムの種類と対象：Village, YM, Step up, IPP, Seminar Camp など。 

 
ディスカッション内容  
Golden Circle (why, how, what)  
Simon Sinek https://www.youtube.com/watch?v=IPYeCltXpxw   
Apple 社は、なぜ成長することができたのかという内容の  Video 視聴。Golden Circle とは何であ るの
か ？行動を考 えるときに、「What」 を意識 するが 、実は「Why 」の方 が重要である 。CISV にお  いても、「Why」
を意識する。 
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・Active global citizenship に 必 要な こと （Knowledge、 
Attitude 、skill）  
CISV 活動において、どのような市民が求められているの かをグ
ループループに分かれて出し合った。Knowledge、 Attitude 、Skill 
と は、何を 意味 するのか 。そ し て、バ ラ ン  スよく、この 3 つ合わせ持
つことが、CISV としては理想的 である。 

 

Learning By Doing (Do ⇒Reflect ⇒Generalize ⇒Apply)  
実際に Aｃｔを通して、どう評価するのかという流れを経験した。 

 
Activity 内容  
実際に子どもたちが経験することを前提にして、グループで Activity を立案し、そして実際に体 験した。単
に遊んでいるだけではなく、Activity の裏側には常に大きな意味の CISV の基本理念 を目的にした内容
であったことを知る。 

 
ペン２０本を落とさずに参加者全員が一本ずつ軽く投げてのパス 一周それを 20 本分どう し
たら落とさずにまわすことができるのか（実際に行うと結構できない！）。落とした時点で、最初から始め
る。⇒Learning by doing              
の実践。ここでは、どうしたら効率よく、落とさずにできるのかなど Do に対して How を体験。
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小野田知津子 
APRW1回目 Essentialsに参加 
 

1969 年に VL 参加、その 30 年後に今度
は保護者として、長らくCISV 活動に関わっ
てきましたが、決して熱心なCISVer では無
く、英語も苦手で、海外でのワークショップ
に参加するなど昨年末までは考えてもいま
せんでした。しかしふと気づくと還暦を過ぎ、
仕事も昔ほど忙しくなくなり、育児や親の介
護も一段落し、今回を逃したら一生 APRW
なるものに参加することは無いだろうとい

う思いが私を駆り立てました。“何で今更⁇”とも言われましたが、得るものは大変に大
きかったです。 
 私が受けたのは CISV ビギナー対象のセッションでしたが、自分の息子とほぼ同年齢
のトレーナから平和教育を学ぶなど、日本では到底考えられない体験をしただけでなく、
CISV が私の子供時代のそれとはまるで別物に進化していることを目の当たりにしまし
た。全ての年代が参加可能なプログラムの展開、ロゴに building global friendship の
文字も付くようになり、CISV も存続の為には時代のニーズにあわせ変化する団体であ
ると学びました。一日中子供達だけで草むらを寝転がり遊んでいても、国際親善と評価
された時代が懐かしいなとも感じましたが、現在の繁栄はその甲斐あってのことでしょ
う。 
 とにかくアジアの CISVer の熱気は凄まじく、開催国である韓国の対応は完璧で、少
数精鋭の若いスタッフ達が寝る間も惜しんで我々の為に働き、宿泊施設は四つ星ホテル
の上、超ゴージャスな３食付き、こんな恵まれた環境でのAPRWに参加できてラッキ
ーでした。 
セッション中ずっとムードメーカーでいてくれたミエコ、英語が苦手な私を見守ってく
れたマリとチエ、オバさんパワーに負けずに個性を発揮してくれたテツ、本当にお世話
になりました。AKBダンス練習は厳しかったけど JBの皆様にも大感謝です。 
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志村眞理 
APRW1 回目 Essentials に参加 
 

協会の友人に誘われ、ビレッジ以来 50 年ぶり
に、CISV に参加した。各活動がどんな目的で
開催されているかや、外国人がCISV をどう考
えているかに関心を持っていた。 
 
フィリピン開催の時は、会場までの治安に心配
があったし、昨年の中国開催は、一年前にその
地に出張した夫から、不便な場所なのでやめた
らと言われた。このように会場にひとりで行く

ことが不安で、なかなかAP R W参加は実現できなかったが、今回参加してみて、会
場まで協会がアレンジしてくれていて、1 人でもとても安全安心であることが判った。 
 
大田区で外国語ボランティアをしているが、文化体験のお手伝いで、英語力は日常会話
レベルのため、EPE プログラムは理解できるか、宿題が出ないかなど…ついていける
かが大変不安だったが、実際、クラスには英語を話せない等、20 人の語学力には差が
あり、2人のトレーナーがとても丁寧に面倒をみて、全員を盛り上げてくれた。 
 
また、先生・大学生・高校生・医師・公務員・会社員・主婦…参加者の背景は多彩だっ
たが、リーダー・親・パストキャンパー、誰にも解りやすい内容で、まるで 11歳ビレ
ッジのようだった。 
 
最終日に、モンゴル人ママから、私の年齢で参加してるのを見て刺激になったと言われ、
還暦を迎える私には、とても印象に残る一言だった。先生で海外の活動に関心がある方
には、日本人学校勤務のみならず、CISV の活動にもぜひ参加してもらいたいと強く思
った。 
 
正会員になる手続きに始まり、日本に帰国するまでに、日本協会の方々には大変世話に
なりました。心からお礼申し上げます。 
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増田哲也 
APRW1 回目 Essentials に参加 
 

今回、５年振りに CISV の行事で APRW に参加しました。
久し振りで不安でいっぱいでしたがトレーナー、メンバーに
恵まれ濃い学習が出来ました。教育の内容の１つに「how」
「why」「what」の順に物事を進めるのが良く、多くの人は
「what」の部分には興味を持つが「how」と「why」は見落
としがちであるというのがありました。私はこれから先の人
生で「how」「why」を意識的に取り入れ、自分の糧にしたい
と思います。 

 
 
中田美恵子 
APRW1 回目 Essentials に参加 
 

１９９１年からのCISV歴で初めてAPRWに参
加しました。 
初歩的なことを学べるという"Essentials of 
peace education"を専攻 
しましたが、学びは深く広く、大変勉強になりま
した。 
 
タイ、ベトナム、インド、モンゴル、ロシア、シ

ンガポール、そして日本からの老若男女が参加し、濃厚なしかし笑いの絶えない４日間
でした。 
お二人のトレーナーのお人柄も素晴らしく、工夫されたカリキュラムで、事前のご準備
はさぞ大変だったであろうと心から感謝致します。 
 
やはり英語に強い人が多く発言することは仕方のないことではありますが、別に間違っ
たことを言っている訳ではないので不快感はなく、ただ自分の考えがスラスラ英語で言
えないことへの情けなさは確かにありました(笑) 
 
自分たちでアクティビティを考えて、実際に参加者にやって頂いてみて、リーダーたち
がこんなにいろいろな側面からプランされていることが分かり、今後は心からリーダー、
スタッフを尊敬致します。 
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長いようであっという間の５日間でした。 
雪を初めて見たという南アジアの参加者の興奮した顔は、一緒忘れないでしょう。 
 
橋本智恵 
APRW1 回目 Essentials に参加 
 

CISV 経験はまだ浅く、２０１６年から子どもが派遣
したのをきっかけに親の委員として関 わり、そして２
０１８年１２月、 IPP に参加し、CISVは実践の生活の
場でとても使える思考 パターンがあるのではと思い参
加しました。  
今回、「Peace Education」のセッションに参加することで、

CISV の基本事項を知り、各国 の事情を踏まえてディス
カッション、そしてActivity作りを経験することで、
CISV Program 、 その側面に含まれている  CISV 
Spir i ts を知ることができました。各国事情を話し合
う中で、印象だったことは、ベトナムでは、派遣した子ど
もの親も同様に１泊２日類似体験をすることで、親の不
安も消えるし、積極的に CISV に関わることができると
の意見でした。各国の参加者に接する中で、自分に足りな

いものを自覚でき、挑戦する場があることで自分と見つめ合う時間にもなりました。  
そして、何よりも参加者の中に、他国には現役ママ世代がいたことは心強いことでし

た。 日本の社会の中では、母親が６日間も家を空けることはとても勇気がいることで
もあるが、 皆さんどうしてきているのか？など興味深く話あうこともでき楽しい時間
となりました。今 後の CISV 活動にどうかかわっていくのかを考えるときに全体の CISV 
の見ることができ、さ らに日本の CISV の中心となる方々に直接お会いできるのはとて
も素敵な、有意義な時間と なりました。 
 
 


