
京都から発信！

2021 地球たんけんたい　 

トリップ１

10月31日 日

(ブータン )
好きなトリップを
選んでね★

定員

各回とも

トリップ 1～5

トリップ 1～5

トリップ 6

トリップ 6

＜午前の部＞

(10:20より入室可）

(14:20より入室可）

＜午後の部＞

当日保護者の方もお子さんと一緒にご参加いただき
PC、スマホ、タブレット等でZOOMへの接続や画面操作など
協力をいただける方を募集します。

トリップ6は対面実施の予定ですが、状況に応じて
オンラインに切り替える可能性があります。

時間 10：30～12：30
14：30～16：30

場所 

参加費 

Zoomによるオンライン

主催：マナラボ 環境と平和の学びデザイン
　　 (京都府大学連携環境学習プログラム実施事業)
　　  日本学術振興会科学研究費基盤研究（C）「フィールドの共創的な再現：
　　　差異と類似をめぐる教育実践から構築する公共的な人類学」
　　　京都大学東南アジア地域研究研究所共同利用・共同研究拠点
　　　「東南アジア研究の国際共同研究拠点」（IPCR）共同研究「パフォーマンスに
         よる「地域の知」の再構築－教育への応用に関する共同研究」

後援：京都市教育委員会、NPO法人平和環境もやいネット
協力：京都大学東南アジア地域研究研究所、
　　 東京外国語大学現代アフリカ地域研究センター、
　　 国立民族学博物館（申請中）、地域研究コンソーシアム

無料

ロールプレイ、民話鑑賞、創作活動など、
Zoomを使って楽しい体験をするワークショップです
ロールプレイ、民話鑑賞、創作活動など、
Zoomを使って楽しい体験をするワークショップです

10

小学2年生～６年生

18歳以上の方どなたでもOK

各回8名

対象

雲の上の
幸福の国で
宝物を探そう

トリップ2

11月21日 日

(カメルーン )

アフリカの
森の精霊に

会いに行こう！

トリップ3

12月12日 日

(南米・ペルー )

アンデスの世界
神殿のひみつ

トリップ4

12月26日 日

(中東・東南アジア )

思いやり社会の
イスラーム

トリップ5

( カナダ先住民クリンギット )

動物に
なってみよう！

Special trip大人向け

( カナダ先住民クリンギット )

動物に
なってみよう！

1月30日 日2022年 3月6日 日2022年

Online
Workshop

※ロールプレイとは：自分ではない誰かに「なってみる」ことで、何が見えるのか、
　どう感じるのか、などを体験してみる学びの方法です。

各回8家族

オンラインで



オンラインで世界を旅しよう！ 2021 地球たんけんたい 10 は

もっと知りたくなる気持ちをくすぐる子ども向けワークショップです！
わたしたちとはちがう世界の「当たり前」を体験しよう。
それぞれの土地にある不思議なモノゴトを皆で体験！そして
自分たちで創ってみよう。動物や森や世界の見方が、もっと広がるかもしれません。

1. 参加する方のお名前（ふりがな）、学年、学校名
　 希望するトリップ番号、午前・午後のご希望
2. 保護者連絡先：携帯電話、メールアドレス
3. 参加者が興味を持っていること、ご要望、ご質問など

【メール manalabomail@gmail.com でも受け付けます。下記 1～3をお伝えください】

時　間

（各回とも）

10：30～12：30 ※10：20より入室可

※14：20より入室可
・当日保護者の方もお子さんと一緒にご参加いただき、PC、スマホ、
　タブレット等でZOOMへの接続や画面操作など協力をいただける
　方を募集します。
・PCの場合、カメラ・マイクでの映像音声入力が必要です。
・途中で休憩時間を設けます。
・お申し込みが完了した方に、ZOOM参加のURLをお送りいたします。
・ご希望者には、事前に接続確認を行う日を設けます。　
  確認日はトリップ１：10月 24日（日）　トリップ２：11月 14日（日）
  トリップ３：12月 12日（日）、トリップ４：12月 19日（日）
  トリップ 5：1月 23日（日）　
　（事前接続確認予備日：開催前日）

＜①午前の部＞

14：30～16：30
＜②午後の部＞

●定員に達し次第締切らせて頂きます。
〇お問い合わせは 080-5331-3279
　マナラボ事務局まで

参加申込み方法　　WEBサイトよりお申し込み下さい →  http://manalabo.org 
※話し手はやむを得ない事情により、交代することがあります。ファシリ―テータ―・パフォーマーはトリップにより交代します。

トリップ１

世界で一番「幸福な国」と言われるブータンの、
宝物や幸せのヒミツを探そう！

10月31日（日）
雲の上の幸福の国で
宝物を探そう（ブータン）

坂本龍太

小林 舞

お話：

トリップ2

アフリカの狩猟採集民になり、民話を聴きゾウを倒すおまじないを創ろう！

11月21日（日）
アフリカの森の精霊に会いに行こう！

（アフリカ熱帯林のバカ・ピグミー）

写真左より（おおいしたかのり / 東京外国語大学）（そのだこうじ / 京都大学）
                （たなかあやな / 京都大学）（やのはらゆうし /京都大学）

大石高典
園田浩司
田中文菜
矢野原佑史

お話：

♪

トリップ3

南米アンデスの魅力を体験 !
古代神殿のヒミツを皆で解いてみよう !

アンデスの世界・
神殿のヒミツ（南米のペルー）

関 雄二
（せきゆうじ / 国立民族学博物館）

（さかもとりょうた / 京都大学）

（こばやしまい / 京都大学）

お話：

楽器の音色を聞いてみよう！

トリップ5
大人向け Special torip

民話を聴いてカナダ先住民のように
仲間と動物になってみよう !

動物になってみよう！
（カナダ先住民クリンギット）

山口未花子・飯塚宜子お話：

（やまぐちみかこ /北海道大学）
（いいづかのりこ / 京都大学）

 2022 年 3月6日（日） 2022 年 1月30日（日）
動物になってみよう！

（カナダ先住民クリンギット）

山口未花子・飯塚宜子お話：

（やまぐちみかこ /北海道大学）
（いいづかのりこ / 京都大学）

トリップ4 12月26日（日）12月12日（日）

長岡慎介

世界で 18億人が信じるイスラームの世界を
ロールプレイで体験してみよう！

（ながおかしんすけ / 京都大学）

思いやり社会のイスラーム

お話：

（中東・東南アジア）

飯塚宜子
（いいづかのりこ /
 京都大学 /
 マナラボ代表）

松岡咲子
（まつおかさきこ /
俳優 /ドキドキ
ぼーいず /OKKO）

弓井茉那
（ゆみいまな /
 俳優 /
 BEBERICA）

渡邉裕史
（わたなべひろし /
 俳優）

山口惠子
（やまぐちけいこ / 
  俳優 / BRDG）

中谷和代
（なかたにかずよ /
  演出家・俳優
　/ソノノチ）

渡辺美帆子
（わたなべみほこ /
 俳優）

園田浩司
（そのだこうじ /
  京都大学 /
  マナラボ副代表）

イスラームのお祈りを体験してみよう！

トリップ6 (大人向け)

トリップ6は対面実施の予定ですが、状況に応じて
オンラインに切り替える可能性があります。

ファシ
リテー

ター

＆パフォ
ーマー

参加する
皆さんの

学びを

サポート
します！


