
 

 
 

平成 16 年度 ECFA 研修 
 

「PLA1入門 ワークショップ： 
～an approach to working together with community～」 

 

 

<<日 時>> 平成 17 年 2 月 18 日（金）午前 9：00～午後 5：３0 

 

<<場 所>> 当協会 会議室（港区虎ノ門 1 丁目 21 番 17 号 虎ノ門 NN ビル 6 階） 

 

<<講 師>> カマル・フィアル氏（農村社会学専門家） 

PRA2の実践が盛んなネパールで、国際機関、NGO、大学などのために数多くの

ワークショップを実施。日本においても、JICA、NGO、大学などで幅広く活躍

している。 

 

≪使用言語≫ 英語（通訳はつきません） 

 

≪定 員≫ 2５名 
※お申込み多数の場合は、当協会会員企業を優先とさせていただきます。 

※1 社より複数名参加の場合は、受講者の優先順位をお付けください。 

 

≪対象者≫ コンサルティング企業（ECFA 会員企業および非会員企業等）並びに途上国開発

に係る公的・民間諸機関・企業等に属する方々。 

 

≪参加費≫ ECFA 会員：18,000 円（研修費・資料代・消費税込） 

非会員：23,000 円（研修費・資料代・消費税込） 

 

≪内 容≫ 本ワークショップでは、PLA の理論、PLA を行うために必要な知識・態度につ

いての講義の他、PLA で使用できるツールの解説等も行います。 

 

<<Objectives of the Workshop>> 

The primary objective of the workshop is to provide participants with knowledge and 

attitudes necessary for applying participatory learning and action (PLA) approach to 

working with community people. Participants will also have idea of using 

participatory tools.  

 

<<Expected Learning Outcomes of the Workshop>> 

As a result of the workshop, participants are expected to learn the following: 

1. Basic concept of participatory approach; 

2. Appropriate attitudes and manners in applying participatory methods while 

working with the community people;  

3. Use of participatory tools (some of the tools);  

4. Necessary skills to working together with community people;  

5. Importance of attitude to work in participatory manner. 

                                                  
1 PLA（Participatory Learning and Action = 参加型学習と行動）：PRA 手法の発展形として位置付けられる参加型のアプローチ

で、PRA の利用が Rural（農村）や Appraisal（調査・査定）という概念に限定されていないことを踏まえ、より一般的な意味での住

民の主体的な学習と行動に焦点を当てたもの。実質的には PRA と同様の内容を意味する言葉として用いられることも多い。（FASID ホ

ームページより） 

2 PRA（Participatory Rural Appraisal = 主体的参加型農村調査法）：従来、外部の専門家が中心になって実施していた村落調査を、

開発プロジェクトの受益者であり主体でもある地域住民が主体となって実施することにより、地域住民の参加意識と能力を高めること

を目指す手法。最近では、開発援助以外にも、都市計画、教育など国内外の様々な分野で応用されている。（FASID ホームページより） 



 

<<Schedule>> 
午前 9:00 - 9:05 Opening 

9:05 - 9:15 Introduction with facilitator 

Sharing the process of the workshop 

9:15 - 11:00 Participation and participatory approach 

• Description of participation 

• Importance of participation 

• Power and participation 

• Obstacle for participation 

11:00 - 12:00 Participatory development process 

• Participatory project cycle 

• Explanation of various stages of project cycle 

• Participatory appreciative planning approach: a brief introduction 

午後 12:00 - 1:00 PLA 
• PRA: description and its evolution process 

• RRA - PRA differences 

• PRA - PLA differences 

• PLA: list of tools 

1:00 - 2:00  Lunch break 

2:00 - 4:00 Practice of some PLA tools 
• Mapping tool 

• Well-being ranking 

4:00 - 5:00 Facilitation skills 

5:00 - 5:30 Review of the day's work and closing  

 

≪受講申込み≫  

お申込み締め切り： 平成 17 年 2 月 10 日（木） 17:00 必着 

 
受講申込用紙にご記入の上、FAX・メールのいずれかにてお申込みください。受講者確定後、メ

ールにて受講の可否をお知らせいたします。 

※受講申込用紙は当協会 Web サイト（http://www.ecfa.or.jp/japanese/act-jin.html）でもダウンロードできます。 

※プログラムの内容や申し込み方法等、ご不明な点ございましたら担当者までお問い合わせください。 

 

≪受講料のお支払い方法≫ 

受講者の方には、受講票および請求書を郵送致しますので、平成 17 年 2 月 16 日（水）までに

銀行振込みにてお支払い下さい。なお、一旦納入されました受講料はいかなる理由でも返金致しか

ねますので、ご了承ください。 

 

≪キャンセル≫ 

以下に該当する場合、本ワークショップは中止とさせていただきますのでご了承ください。中止決

定の際は、すみやかにお知らせいたします。 

① お申込み締切後、申し込み人数が定員の半数に満たない場合 

② 講師の急な予定変更が生じた場合 

 

 

（社）海外コンサルティング企業協会 人材育成担当 河野（こうの） 

TEL:03-3593-1171  FAX:03-3593-1172   Email:kono@ecfa.or.jp 

お問い合せ 


