
特定非営利活動法人 湘南ＤＶサポートセンター 

 

2013（平成25）年度 スケジュール 
             2014年2月22日現在 

 

 

いじめ防止プログラム 
 

■品川区立伊藤学園中学校  7年生、8年生 

2013/04/30 (火) （全体講演会） 

2013/05/07 (火) （ワークショップ①） 

2013/05/10 (金) （ワークショップ②） 

2013/05/15 (水) （ワークショップ③） 

2013/05/22 (水) （ワークショップ④） 

2013/06/18 (火) 【スクールバディ研修①】 

2013/06/20 (木) 【スクールバディ研修②】 

2013/06/25 (火) 【スクールバディ研修③】 

 

■藤沢市立高浜中学校 

2013/05/01 (水) （全体講演会） 

2013/05/09 (木) （ワークショップ①） 

2013/05/13 (月) （ワークショップ②） 

2013/05/23 (木) （ワークショップ③） 

2013/05/27 (月) （ワークショップ④） 

2013/06/26 (水)（バディ研修①） 

2013/06/27 (木)（バディ研修②） 

2013/06/28 (金)（バディ研修③） 

 

■藤沢市立村岡中学校 

2013/05/30 (木) （全体講演会） 

2013/06/04 (火) （ワークショップ①） 

2013/06/05 (水) （ワークショップ①） 

2013/06/11 (火) （ワークショップ②） 

2013/06/12 (水) （ワークショップ②） 

2013/06/26 (水) （ワークショップ③） 

2013/06/27 (木) （ワークショップ③） 

2013/07/03 (水) （ワークショップ④） 

2013/07/04 (木) （ワークショップ④） 

 

■品川区立三木小学校 



2013/05/31 (金)  （全体講演会） 

2013/06/13 (木)  （ワークショップ①） 

2013/06/20 (木)  （ワークショップ②） 

2013/06/27 (木)  （ワークショップ③） 

 

■品川区立大井第一小学校 

2013/06/01 (土)  （全体講演会） 

2013/06/10 (月) （ワークショップ①） 

2013/06/17 (月) （ワークショップ②） 

2013/06/24 (月) （ワークショップ③） 

 

■品川区立伊藤学園小学校 

2013/06/06 (木) （講演会） 

2013/06/11 (火) （ワークショップ①） 

2013/06/18 (火) （ワークショップ②） 

2013/06/25 (火) （ワークショップ③） 

 

■世田谷区北沢中学校 

2013/06/07 (金) （全体講演会） 

2013/06/17 (月) （ワークショップ①） 

2013/06/24 (月) （ワークショップ②） 

2013/07/01 (月) （ワークショップ③） 

2013/07/08 (月) （ワークショップ④） 

 

■品川区立大崎中学校 

2013/06/1 (土) （全体講演会） 

2013/06/28 (金) （ワークショップ①） 

2013/07/04 (木) （ワークショップ②） 

2013/07/10 (水) （ワークショップ③） 

2013/07/17 (水) （ワークショップ④） 

2013/07/23 (火) （スクールバディ研修①） 

2013/07/24 (水) （スクールバディ研修②） 

2013/07/25 (木) （スクールバディ研修③） 

 

■藤沢市立湘洋中学校 

2013/06/12 (水) （全体講演会） 

2013/06/13 (木) （ワークショップ①） 

2013/06/14 (金) （ワークショップ①） 

2013/06/18 (火) （ワークショップ②） 

2013/06/19 (水) （ワークショップ②） 

2013/06/24 (月) （ワークショップ③） 

2013/06/25 (火) （ワークショップ③） 



2013/07/01 (月) （ワークショップ④） 

2013/07/02 (火) （ワークショップ④） 

 

■品川区立山中小学校 

2013/06/13 (木)  （全体講演会） 

2013/07/01 (月)  （ワークショップ①） 

2013/07/08 (月)  （ワークショップ②） 

2013/07/13 (土)  （ワークショップ③） 

 

■藤沢市立大庭中学校 

2013/06/13 (木) （全体講演会） 

2013/06/20 (木) （ワークショップ①） 

2013/06/28 (金) （ワークショップ②） 

2013/07/05 (金) （ワークショップ③） 

2013/07/10 (水) （ワークショップ④） 

2013/07/11 (木) （ワークショップ④） 

2013/07/17 (水) （スクールバディ研修） 

2013/07/18 (木) （スクールバディ研修） 

2013/07/22 (月) （スクールバディ研修） 

 

■世田谷区立等々力中学校 

2013/08/31 (土)（全体講演会） 

2013/09/07 (土)（ワークショップ①） 

2013/09/14 (土)（ワークショップ②） 

2013/09/21 (土)（ワークショップ③） 

2013/09/28 (土)（ワークショップ④） 

 

■御茶ノ水大学附属小学校 

2013/09/02 (月) （全体講演会） 

2013/09/05 (木) （ワークショップ①） 

2013/09/12 (木) （ワークショップ②） 

2013/09/19 (木) （ワークショップ③） 

 

■藤沢市立湘南台中学校 

2013/09/12 (木)（全体講演会） 

2013/09/17 (火)（ワークショップ①） 

2013/09/18 (水)（ワークショップ①） 

2013/09/25 (水)（ワークショップ②） 

2013/09/26 (木)（ワークショップ②） 

2013/10/01 (火)（ワークショップ③） 

2013/10/02 (水)（ワークショップ③） 

2013/10/08 (火)（ワークショップ④） 



2013/10/10 (木)（ワークショップ④） 

2013/10/16 (水)（バディ研修） 

2013/10/18 (金)（バディ研修） 

2013/10/21 (月)（バディ研修） 

 

■茅ヶ崎市立浜須賀中学校（平成24年度の「いじめ防止教室」を、平成25年度の「全体講演会」に当てる） 

2013/09/19 (木)（ワークショップ①） 

2013/09/20 (金)（ワークショップ①） 

2013/09/26 (木)（ワークショップ②） 

2013/09/27 (金)（ワークショップ②） 

2013/10/03 (木)（ワークショップ③） 

2013/10/04 (金)（ワークショップ③） 

2013/10/10 (木)（ワークショップ④） 

2013/10/11 (金)（ワークショップ④） 

2013/10/21 (月)（スクールバディ研修①） 

2013/10/21 (火)（スクールバディ研修②） 

2013/10/21 (水)（スクールバディ研修③） 

 

■国立市立第一中学校 

2013/10/24 (木) （全体講演会） 

2013/10/29 (火) （ワークショップ①） 

2013/11/5 (火) （ワークショップ②） 

2013/11/14 (木) （ワークショップ③） 

2013/11/28 (木) （ワークショップ④） 

2013/12/3 (火) （スクールバディ研修①） 

2013/12/5 (木) （スクールバディ研修②） 

2013/12/6 (金) （スクールバディ研修③） 

 

■茅ヶ崎市立浜須賀小学校 

2013/11/02 (土) （全体講演会） 

2013/11/06 (水) （ワークショップ①） 

2013/11/13 (水) （ワークショップ②） 

2013/11/20 (水) （ワークショップ③） 

 

■世田谷区立瀬田中学校 

2013/11/11 (月) （全体講演会） 

2013/11/18 (月) （ワークショップ①） 

2013/11/25 (月) （ワークショップ②） 

2013/12/2 (月) （ワークショップ③） 

2013/12/9 (月) （ワークショップ④） 

 

■世田谷区立桜丘中学校 



2013/10/9 (水) （全体講演会） 

2013/10/11 (金) （ワークショップ①） 

2013/11/1 (金) （ワークショップ②） 

2013/11/2 2(金) （ワークショップ③） 

2013/11/29 (金) （ワークショップ④） 

 

■世田谷区立八幡中学校 

2013/11/8 (金) （全体講演会） 

2013/11/27 (水) （ワークショップ①） 

2013/12/4 (水) （ワークショップ②） 

2013/12/11(水) （ワークショップ③） 

2013/12/18 (水) （ワークショップ④） 

 

■世田谷区立桜木中学校 

2013/11/11 (月)（全体講演会） 

2013/11/15 (金)（ワークショップ①） 

2013/11/22 (金)（ワークショップ②） 

2013/11/25 (月)（ワークショップ③） 

2013/11/29 (金)（ワークショップ④） 

 

■世田谷区立上祖師谷中学校 

2014/1/15 (水)（全体講演会） 

2014/1/16 (木)（ワークショップ①） 

2014/1/29 (水)（ワークショップ②） 

2014/2/5 (水)（ワークショップ③） 

2014/2/12 (水)（ワークショップ④） 

 

■藤沢市立大清水中学校 

2014/2/10 (月)（全体講演会） 

2014/2/17 (月)（ワークショップ①） 

2014/2/24 (月)（ワークショップ②） 

2014/3/03 (月)（ワークショップ③） 

2014/3/07 (金)（ワークショップ④） 

 

■藤沢市立御所見中学校 

2014/2/24 (月)（全体講演会） 

2014/3/5 (水) （ワークショップ①） 

2014/3/10 (月)（ワークショップ②） 

2014/3/11 (火)（ワークショップ③） 

2014/3/18 (火)（ワークショップ④） 

 

                               



いじめ防止教室 

2013/06/20 (木) 埼玉県富士見市立本郷中学校（埼玉県） 

2013/09/02 (月) 世田谷区立玉川中学校（東京都） 

2013/09/09 (月) 世田谷区立松沢中学校（東京都） 

2013/09/10 (火) 厚木市立東名中学校（神奈川県） 

2013/09/11 (水) 世田谷区立船橋希望中学校（東京都） 

2013/09/14 (土) 世田谷区立深沢中学校（東京都） 

2013/09/14 (土) 世田谷区立緑丘中学校（東京都） 

2013/09/17 (火) 春日部市立葛飾中学校（埼玉県） 

2013/09/18 (水) 世田谷区立東深沢中学校（東京都） 

2013/09/27 (金) 埼玉県東松山市立東中学校（埼玉県） 

2013/09/27 (金) 埼玉県加須市立騎西中学校（埼玉県） 

2013/09/30 (月) 世田谷区立弦巻中学校（東京都） 

2013/10/04（金） 世田谷区立芦花中学校（東京都） 

2013/10/12（土） 世田谷区用賀中学校（東京都） 

2013/10/23 (水) 埼玉県川口市立里中学校（埼玉県） 

2013/10/25 (金) 埼玉県秩父市立秩父第二中学校（埼玉県） 

2013/11/05（火） 南足柄市立足柄台中学校（神奈川県） 

2013/11/09（土） 世田谷区立尾山台中学校（東京都） 

2013/11/09（土） 世田谷区立奥沢中学校（東京都） 

2013/11/09（土） 世田谷区立砧南中学校（東京都） 

2013/11/15（金） 埼玉県東松山市立東中学校（埼玉県） 

2013/11/22（金） 世田谷区立駒留中学校（東京都） 

2013/12/03（月） 河原町立湯河原中学校（神奈川県） 

2013/12/16（月） 秦野市立渋沢中学校（神奈川県） 

2014/1/17（金） 世田谷区立千歳中学校（東京都） 

2014/2/8（土） 世田谷区立砧中学校（東京都） 

 

 

いじめ講演会 

■2013/06/21 (金) 多摩市立北諏訪小学校 

■2013/06/07 (金) 湘南学園 

■2013/10/17 (木) 中央大学附属 杉並高校 

■2013/08/28 (水) 平塚市立太陽中学校 教員研修 いじめ防止プログラムについて 

■2013/08/29 (木) 世田谷区 教員研修 

 

 

 

 

 



デーティングバイオレンス防止プログラム 
2013/04/15 (月) 慶応義塾大学湘南藤沢キャンパス 

2013/06/09 (日) 家庭裁判所調査官研修 「ドメスティックバイオレンス研修」in埼玉  

2013/06/10 (月) 慶応義塾大学 湘南藤沢キャンパス 

2013/07/09 (火) 東京都立園芸高校（全日制、２年生） 

2013/07/11 (木) 東京都立園芸高校（定時制、全学年） 

2013/07/12 (金) 東京都立羽村高等学校 

2013/07/23 (火)  東京ウィメンズプラザ「教育現場で必要なデートDV基礎知識」 

2013/07/25 (木) 葛飾区男女共同参画課 （小中学校教員対象）「デートＤＶ予防講座」 

2013/08/20 (火) 山梨県県民生活・男女参画課 「デートＤＶ防止に向けた教職員研修会」 

2013/08/28 (水) 神奈川工業高等学校    

2013/10/07 (月) 慶応義塾大学 湘南藤沢キャンパス 

2013/10/15 (火) 朝霞市男女平等参画推進係（女性センター） 

2013/10/30 (水) 柏木学園高校  

2013/11/18 (月) 横浜国立大学 

2013/11/18 (月) 鎌倉女子大学 

2013/11/19 (火) 熊本県男女共同参画課 「ＤＶと子ども」 

2013/11/23 (土) 石川県男女共同参画課「ＤＶシンポジウム」 

2013/12/05 (木) 江戸川区教育委員会教育推進課）「12月5日の人権セミナー」 

2013/12/11 (水) 東京都立瑞穂農芸高校 

2013/12/20 (金) 東京都立石神井高等学校 

2014/03/24 (月) 東京都立大泉高等学校 

 

その他の講演、研修 
2013/04/25 (木) 港北区主任児童委員連絡会研修「ＤＶについて」 

2013/05/21 (火) 茨城県人権擁護委員連合会 

2013/05/24 (金) 中央大学附属高校生徒向け講演会 

 「いじめ」“誰も被害者にも加害者にも傍観者にもならないために” 

2013/05/31 (金) 「いじめ問題の理解と適切な対応」足柄上教育事務所 

「子どもの心に寄り添った児童・生徒指導について ～いじめ問題の理解と適切な対応～」  

2013/07/06 (土) 群馬県教育委員会 人権教育指導者研修会 

 ：『暴力のない社会をつくるために～私たちが今できる�こと～』 

2013/08/24 (土) 湘南教職員組合の 夏の教育研究集会の分科会「自治的諸活動と生活指導」 

2013/08/27 (火) 平成２５年度生涯学習指導者研修 「学校と地域との協働推進コース」「いじめ�防止のために学校と

地域とが協働してできること」 

2013/10/22 (火) 藤沢市 いじめ防止講演会 「子どもたちの笑顔のために大人にできること」 

なぜ�いじめはなくならない・・・？ 

2013/10/26 (土)- 2013/10/27 (日) リヴォルヴ学校教育研究所 「いじめ防止プログラム」について 

2013/11/11 (月) 寒川町 町民対象研修 

2013/11/12 (火) 平成２５年度 第１回青少年指導員研修 



2013/12/12 (木) 足柄下教育事務所 ハラスメント研修 

2013/12/13 (金) 茅ヶ崎市教育委員会（いじめ防止プログラム「小学校版」）小学生の指導主事対象 

2014/01/10 (金) 茅ヶ崎市教育委員会「いじめ防止プログラム（中学校版）」中学校の指導主事対象 

2014/01/17 (金) 茅ヶ崎市教育委員会（児童指導担当教員研究会）対象：茅ヶ崎市小学校の児童指導担当教員 

2014/02/07 (金) 埼玉弁護士会  

2014/03/02 (日) 葛飾区 男女平等推進センターまつり 

2014/02/05（水） 鎌倉市立第二中学校 

2014/02/17（月） 鎌倉市立関谷小学校 

2014/03/04（火） 鎌倉市立深沢中学校 

 

平成25年度 ユースリーダー養成講座 
2013/05/25 (土) ユースリーダー養成講座（1日目）（盛岡市） 

2013/06/02 (日) ユースリーダー養成講座（2日目）（盛岡市） 

2013/06/08 (土) ユースリーダー養成講座（3日目）（盛岡市） 

2013/08/16 (金) 平成 25年度 ユースリーダー養成講座（1日目）（神奈川県） 

10:00～16:00 神奈川県立青少年センター 研修室１ 

2013/08/17 (土) 平成 25年度 ユースリーダー養成講座（2日目）（神奈川県） 

  10:00～16:00 神奈川県立青少年センター 研修室２ 

16:00～18:00 （懇親会）神奈川県立青少年センター 研修室２ 

2013/08/18 (日) 平成25年度 ユースリーダー養成講座（3日目）（神奈川県） 

10:00～16:00  神奈川県立青少年センター 研修室２ 

 

平成25年度 いじめ防止スクールバディサミット 

2013/12/14 (土) いじめ防止スクールバディサミット 「Stop いじめ！ 中学生の集い in ふじさ�わ」 

 

平成25年度 いじめ防止指導者養成講座 
2014/01/11 (土) 13:00～19：00 会議室305   

2014/01/12 (日) 10:00～16:00 会議室402 

2014/01/13 (月) 10:00～16:00 会議室402 

 


