～グローバルプロジェクトを通して、子どもたちを世界へ～

グローバルプロジェクトとは、世界の子どもたち同士がお互いの理解を深めるために行う国際協働プロジェクトです。子どもたちがお互いに作品の紹
介をしたり、意見の発表をしたりします。子どもたちはプロジェクトを通して、世界中の人々が協働することのすばらしさを感じ取ることができます。

JEARN（ジェイアーン）とは

100 以上のプロジェクト

Japan Education And Resource Network
JEARN（正式名称は「グローバルプロジェクト推進機構」）
は、日本で初めての国際協働学習プロジェクトを推進する
NPO（特定非営利活動法人）です。
国際交流の豊富な経験とノウハウを持ったスタッフが、ICT
（情報通信技術）を活用した新しい仕組みで、会員のみな
さんのプロジェクトを支援します。
また JEARN は、ICT を活用して毎年 100 以上ものプロジ
ェクトを展開する世界的な教育ネットワーク iEARN の日
本窓口でもあります。

iEARN のホームページに
は、世界中の先生や子ども
たちが考えた国際協働学習
プロジェクトが紹介されて
います。
JEARN では相手校とのマ
ッチングやワークショップ
の開催などを通じて、個人
会員や学校・教育団体会員
のみなさんのプロジェクト
参加をサポートしていま
す。（会員制度については
裏面をご覧ください。）

世界はあなたを待っています。

URL：http://www.jearn.jp/

iEARN（アイアーン）とは
International Education And Resource Network
子どもたちの絆が世界を変える
iEARN の理念は、平和を望む心をもつ
子どもたちを世に送り出すことです。

連絡先
特定非営利活動法人
グローバルプロジェクト推進機構
〒651-0083 神戸市中央区浜辺通 4-1-23
三宮ベンチャービル 503
tel&fax 078-251-6833 e-mail office@jearn.jp

iEARN は、冷戦時代の 1988 年、｢戦争でお互いが傷つけあ
うことのないよう、両国の学校間をオンラインで結び、子
供達と教師達が国際協働プロジェクトに取り組むことで相
互理解を深めてほしい｣という平和への願いから、ニューヨ
ークとモスクワの高校生とのプロジェクトを実施したこと
で始まりました。
今では 109 カ国・地域、2 万校 70 万人の子どもたちが参加
する世界最大級の教育 NPO になっています。

URL：http://www.iearn.org/

iEARN 参加国（109 カ国・地域）※これらの国のどことでも「グローバルプロジェクト」を行うことが出来ます。
アジア（15）
：インド、インドネシア、カンボジア、スリランカ、タイ、台湾、韓国、中国、日本、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、マレーシア、モ
ンゴル、北米（2）
：アメリカ、カナダ、中南米（15）
：アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、スリナム、チリ、ト
リニダード・トバコ、パラグアイ、プエルトリコ、ブラジル、ペルー、メキシコ、欧州（38）
：アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イ
タリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オランダ、カザフスタン、キプロス、ギリシャ、キルギス、グルジア、クロアチア、スウェーデン、スペイン、
スロバキア、スロベニア、セルビア・モンテネグロ、チェコ、ドイツ、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルチェ
ゴビナ、ポルトガル、マケドニア、モルドバ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ロシア、大洋州（2）
：オーストラリア、ニュージーランド、中東（9）
：イスラエル、イ
ラン、クウェート、シリア、トルコ、バーレーン、パレスチナ、ヨルダン、レバノン、アフリカ（28）
：アルジェリア、ウガンダ、エジプト、エチオピア、ガーナ、カメル
ーン、ガンビア、ケニア、コートジボワール、コンゴ民主共和国、ザンビア、シエラレオネ、ジンバブエ、スーダン、セネガル、ソマリア、タンザニア、チュニジア、トー
ゴ、ナイジェリア、ナミビア、ブルキナファソ、ボツワナ、マリ、南アフリカ、モザンビーク、モーリタニア、モロッコ

JEARN 会員のご案内
皆様へお願い
JEARN は、2001 年の設立以来、長らくすべての会員の皆様に無料でご参加いただいてまいりましたが、JEARN がより信頼さ
れ期待される組織として活動を続けるため、資金的な基盤も整備する必要が生まれ、2003 年 11 月より有料の会員制度を導入させ
ていただきました。
今後の JEARN の活動を支えていただくために、一人でも多くの方に個人会員、学校・教育団体会員、賛助会
員、サポート会員として登録いただき、資金と活動の両面から、国際協働学習を教育現場に広めるためのご支援を
お願いしたいと存じます。会員にご登録いただきました方々には、様々な特典をご用意してお待ちしております。
ご支援、ご協力をよろしくお願いします。
特定非営利活動法人

グローバルプロジェクト推進機構（JEARN）

理事長

高木

洋子

会員の種類と資格
個人会員

学校・教育

ビギナーズ

ボランティア

団体会員

会員（注 1）

会員

賛助会員

サポート会員

・JEARN の目的に賛同 ・同一職場（学校および ・JEARN の活動を始め ・JEARN の活動を ・JEARN の活動に ・JEARN の活動に

資格

し、活動に参加できる

教育関係機関）に所属

てみたい教師、教育関

支援できる何らか

関わることのでき

参加できないが、

こと

する職員で 3 名から 5

係者

のスキルをお持ち

る企業、団体

寄付、もしくは物

・教育関係者

名までの登録が可能

・将来、教師やユースの

の方

品提供にて支援を

・ユースのリーダー

リーダーになろうと考

してくださる個人

・JEARN スタッフ

えている方

の方

年齢制限

20 歳以上（注 2）

20 歳以上

20 歳以上

なし

なし

なし

登録者数

1名

1 団体 3～5 名

1名

1名

1 団体 1～5 名

1名

有

なし

なし

なし

なし

なし

有

有

なし

なし

なし

なし

5,000 円

なし

なし

なし

なし

30,000 円

なし

なし

1 口 50,000 円

任意

総会での
議決権
JEARN ID とパ
スワードの取得
入会金
年会費

一般 5,000 円
学生 2,000 円
一般 10,000 円
学生 3,000 円

（注 1）ビギナーズ会員は、年度を超えての契約更新ができません。
（注 2）18 歳以上の大学生は理事の推薦があれば入会可能です。JEARN 事務局までお問い合わせください。

会員の特典
会員の種別に応じて、下記のような特典があります。詳しくはホームページにてご確認ください。

JEARN入会案内ページ http://www.jearn.jp/japan/kaihisei/
• iEARN の ID とパスワードの取得（個人会員、学校･教育団体会員）
（1）プロジェクト参加生徒の iEARN ID、パスワードの発行

メールマガジンにもご登録を

（2）各種フォーラムへの参加

JEARN フラッシュは JEARN が月 1 回

（3）リアルタイムディスカッションへの参加

発行しますメールマガジンです。

（4）チャットサーバーの使用

どなたでも無料でご覧になれますので、

（5）会員データベースへのアクセス

是非ご登録をお願いします。

• プロジェクト参加時、交流国とのコミュニケーション面（英語、インターネット
の活用やテレビ会議の実施など）でのサポート（個人会員、学校・教育団体会員）
• プロジェクトの提案、運営（個人会員、学校･教育団体会員）
• イベントの提案、運営（個人会員、学校･教育団体会員）

登録、および過去の JEARN Flash に
ついては http://www.jearn.jp/ml/ を
ご覧ください。

• iEARN コーディネータの認定資格者の取得（個人会員、学校･教育団体会員）
• JEARN ML への参加（個人会員、学校･教育団体会員、ビギナーズ会員）
• iEARN ニュースフラッシュの配信（個人会員、学校･教育団体会員、ビギナーズ会員）

http://www.jearn.jp/

