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マイクロソフトの使命は、世界中のすべての人や組織
がより積極的に社会貢献できるようにサポートするこ
とです。そしてみんなが協力すれば、すばらしいことを
実現できます。
Windows Insider は、技術を活用して社会に貢献しよう
としている人々からなる世界最大のコミュニティの 1 つ
です。Create-A-Thon (CAT) は、コミュニティのスキルや
行動力を活用して、ホームレスや低所得者向け住宅な
どの社会問題に取り組むためのすばらしい方法です。
もちろん何十年も私たちを悩ませてきた問題をわずか
数日間ですべて解決できるわけではありませんが、問
題の根幹を少しずつ切り崩し、それぞれの問題をさら
に絞り込んでいくことはできます。

「自分の行いが変化をもたらすかのように行動しなさい。それ
が変化をもたらすのだ」
~ウィリアム・ジェームズ

「もしあなたが何もしなければ、世界は変わらない。決してね」
~ドクター・スース

Windows Insider の
皆様、こんにちは。
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#WINsiders4Good 
Create-A-Thon (CAT) 
の概要

CAT の目標

CAT の開催 

つながる 

#WINsiders4Good Create-A-Thon は、従来のハッカソンのモデルにひと工夫加えた 
2 ～ 3 日間のイベントです。
このイベントは Windows Insider の技術者と地域のクリエイターや非営利団体/市民
団体が協力して、それぞれが気にかけている社会問題を解決していこうという取り組
みです。
内容はイベントのテーマ (ホームレス、難民危機、政治的関与など) によって異なり、最
終的な成果はウェブサイト、アプリ、プログラム設計、場合によっては方針という形式
で発表され、可能性は無限です。

CAT は、Windows Insider Program と Windows Insider が補完的な目標を達成する
助けとなります。Windows Insider Program は、Windows 10 と Windows Insider コ
ミュニティをさらに活用するように、CAT を通じて Windows Insider に積極的な関与
を促します。
Windows Insider は互いがつながるだけでなく、地域の有能な人材ともつながって、
そのスキルや才能を新しい方法で活用します。また、このイベントは Windows Insider 
Program に新しいスキルや才能を取り入れ、Windows のフィードバックをより堅固に
し、Windows コミュニティをより豊かで多様なものにするのに役立ちます。

マイクロソフトは Windows Insider の皆様と協力して、世界中で CAT を開催しています。
CAT イベントを企画している場合は、wipevent@microsoft.com までメールでお知ら
せください。

INSIDER に協力を求める
現在、世界中の CAT 参加者を含む Slack グループが作られています。Slack グループ
への参加を希望される場合は、こちらのフォームに入力してください。
皆様の取り組みをマイクロソフトがサポートできるよう、イベントの第 1 日目に出席者
にもフォームに入力してもらうようにしてください。

イベント後のフォローアップ
イベントで終始、CAT やイベントを宣伝する場合は、ハッシュタグ #WINsiders4Good 
を使用してください。この方法なら遠くからでもリツイートして会話に参加できます。
イベントが終了したら、イベントの模様をぜひお知らせください。
マイクロソフトでは CAT の開催中に生み出されたすべてのコンテンツと知的財産を
世界中で共有したいと考えています。他のユーザーがソースコードを借りたり、コード
に改善を加えたりできるよう、GitHub にコードを投稿することをお勧めします。世界
中の人が実現して欲しいと思うようなアイデアを他に先駆けて発表しましょう。

mailto:wipevent%40microsoft.com?subject=
https://onedrive.live.com/survey?resid=8EB8B41E1F36ED2B!190683&authkey=!ANHkV8oYLFYWBqY
https://github.com/windowsinsiders
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コンテンツ
• 問題を賢く選択すると、集会はソリューションを考え出すことに集中するようにな
り、議論は少なくなります。コミュニティの団結を促し、短期間で取り組むことができ
るような性質の問題が理想的です。

• 問題の専門家に参加してもらうと、参加者にとって実りの多い経験となるので、問
題の観点や潜在的なソリューションを提示してくれるような市民団体/非営利団体
の代表者に参加を働きかけることをお勧めします。イベントの全期間を通して参加
し、解決につながる有益な情報を提供してもらえるというのが理想的なシナリオで
す。推奨する慈善団体のリストを確認するには、ここをクリックしてください。

• ソリューションを生み出す方法、効果的な売り込みの方法に加え、Microsoft 
Azure、データ サイエンスなどについてのテクニカル チュートリアルを含むその他
のコンテンツは、CAT のラーニング コンポーネントに追加できます。コンテンツの
一部はマイクロソフトに記録されていますが、地域の専門家と交流することもお勧
めします。

役割
• イベントの開始や終了、チームの結成、CAT 全体で重要なイベントの案内などを担
当する「進行役」を特定します。

• 以下のような場合のロジスティクスをサポートしてくれる友人や同僚に協力を求め
ます。水は足りていますか? フォークが必要ですか? 案内板を作りますか? このよう
なささいなことで時間をとられたり、話が本筋からそれたりしないようにすること
が重要です。イベントの進行をスムーズに行うには、さらに 2 ～ 3 名の「世話役」を
置くことをお勧めします。

参加者
• CAT では、ダイナミックなソリューションを生み出すために、さまざまなスキルを
持った多種多様な考え方をする人を加えて、それぞれのチームを構成することを
お勧めします。マイクロソフトでは、プログラマーや開発者だけでなく、デザインや
アート業界のクリエイターにも協力を求めていただきたいと考えています。

• 技術に詳しい人だけでなく、独創的に物事を考える人も含まれているのが理想的
なチームです。さらに、チームはソリューションを計画的に管理して、それを軌道に
乗せる必要があります。「ワイルドカード」つまり、あなたに考えさせることができる
人を取り込みましょう。そうすれば、あなたは止まることをしなくなるでしょう!

スケジューリング
• イベントの開催期間は最長で 3 日間をお勧めします。また、イベントは金曜日の夕
方から日曜日の午後にかけて週末に行うのが良いでしょう。場所や予算の関係で 
3 日間の開催が無理な場合は、金曜日の夜から土曜日の夜にかけて 2 日間のイベ
ントでもかまいません。ただし、期間が長ければ、プロトタイプが完成品により近づ
きます。

• 徹夜のセッションはお勧めできません。出席者が疲れ果ててしまい、良い成果が得
られなくなります。ある場所を一晩中使わせてもらえるよう交渉するのも難しいか
もしれません。

会場
• この場所には長時間いることになるので、独創的なアイデアが湧き続けるようにす
るためにも、窓のある明るく風通しの良い場所が最適です。

• 会場には街の中心部にある見つけやすい場所を選びます。また、参加者が建物に
入りやすくすることは何よりも重要です。案内板の掲示を含め、入口にいる人 (受
付やコンシェルジュなど) が道案内できるように、イベントの内容や場所を熟知させ
ます。

• 電源コンセントと延長コード – 必要だと思う人の人数を判断し、その倍の個数を用
意します。このイベントでは終始、ノートパソコンや携帯電話などで電源が必要に
なります。

CAT を成功させる
ためのベスト プラク
ティス
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• インターネットにアクセスできることは不可欠なので、会場で Wi-Fi が使えるかど
うかを確認してください。Wi-Fi の利用には料金がかかりますか? イベント会場内
で接続が中断しますか? 接続の速度/強度はデバイスの接続台数に十分ですか?

飲食
• 出席者が到着するのに合わせて、軽食や飲み物を用意しておきます。他の出席者
が到着するまで、退屈することなく、水分やエネルギーを補給できます。課題に一
生懸命取り組むには、きちんとした食事を取ることが大切です。軽食や飲み物を 1 
日中切らさないように準備しておきます。1 日中作業を続ける出席者たちはお腹も
すくことでしょう。ベジタリアン、コーシャー、ハラルに配慮した食事も必ず用意して
ください。

トピック
コミュニティの団結を促し、建設的な話し合いやソリューションの構築ができるような
トピックを選択します。Create-A-Thon は討論や議論をする場ではなく、みんなが気に
かけている問題について理解を深め、日々それらの問題に取り組んでいる地域の組
織を支援し、自分たちの地域社会をより住みやすい場所にするための場です。
マイクロソフトは Windows Insider コミュニティに、どのような問題に関心を寄せてい
るのかについて聞き取り調査を行いましたが、それらの問題は世界中の地域社会に
影響を与え、CAT のテーマの出発点となります。提案したいアイデアを他にお持ちの
場合は、お知らせください。

1. ホームレス:
a. 慢性的なホームレス
b. 服役を終えて出所したばかりの人たちの社会復帰
c. 精神的な病

2. 低所得者向け住宅 

3. メンタルヘルス/精神疾患に対する偏見への対処
4. 水などの天然資源の使用/回収 

5. 教育
a. 教育におけるテクノロジー
b. プログラミングの早期教育
c. 貧困地域における教育機会の改善
d. 大学進学のための資金補助
e. 高齢者にコンピューターの使い方について指導する 

6. インターネットを使い始めたばかりの人たちに技術をもたらす/指導する
a. オーストラリアの先住民
b. アフリカの部族

7. 食糧の配給
8. 自殺予防
9. 退役軍人のサポート/福利厚生

a. 自殺予防
b. 民間企業への再就職
c. 職業技能

10. 拡張現実ヘッドセット HoloLens を活用した身体障害への対応

CAT を成功させるため
のベスト プラクティス 
(続き)



協賛非営利団体を見つける
関心のあるトピックを選択したら、こちらから地域の協賛団体を選択してください。関
係のある非営利団体がリストに掲載されていない場合は、wipevent@microsoft.com 
までお知らせください。ご希望の団体をリストに追加します。

ロジスティクス: 会場
前にも話したとおり、明るく風通しの良い場所に加えて、次の点を必ず確認してください。
• インターネット接続は不可欠です! Wi-Fi が利用でき、会場全体でシグナル強度が
強いことを確認してください。インターネット接続に問題がなければ、出席者はどこ
にでもすぐに集まって、作業ができます。部屋の中に電源コンセントがあることが
必要です。また電源コードも必要です。参加者はノートパソコンや携帯電話などを
充電する必要があるので、各グループ/チームに最低でも 1 本の電源コードが必要
です。さらに、CAT の世話役にはコンピューターやプロジェクターなどのための電
源も必要になるでしょう。

• 4 ～ 6 人のグループが座れる場所を部屋全体に配置します。会場の部屋は整然と
しつらえられていますが、チームによってはニーズに合わせてイスやテーブルを並
べ替える可能性が高いことも理解しておいてください。

• また、参加者はプロジェクトに没頭して、食事の時間中も作業を続けることがしばし
ばあるでしょう。CAT の会議室には、飲食できる場所を十分に確保してください。

• 会場の場所は、参加者がアクセスしやすいように街の中心部にあることが必要で
す。バス停、電車の駅、地下鉄の駅から近い施設を選択するとよいでしょう。また、
参加者の多くが車を利用してイベント会場に来るような場合は、会場近くに公共の
駐車場があることを確認してください。

• 参加者が部屋を見つけやすいように、すべての入口に案内板を必ず設置してくだ
さい。

• フリップチャート、ホワイトボード、付箋、サインペンなどは、アイデアを書き留めてお
くのに便利です。

• BGM は、独創的なアイデアを生み出す効果があります。ただし、あくまでもバック
グラウンド ミュージックであることを忘れないでください。音量が大きすぎると、気
が散って話し合いに集中できなくなります。

CAT を成功させるため
のベスト プラクティス 
(続き)
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例: ケルン (3 日間)

第 1 日目
15:00/3:00pm  開会のあいさつ/ 

プログラムの紹介

15:30 ～ 16:00/  状況設定
3:30 ～ 4:00pm  Gaming for Good

16:00 ～ 16:30/  ライトニング トーク:
4:00 ～ 4:30pm  ソリューション設計

の紹介

16:30 ～ 18:00/  アイデア形成/
4:30 ～ 6:00pm  チームの結成

18:00/6:00pm  終了

第 2 日目
9:00 ～ 10:00/  朝食
9:00 ～ 10:00am

9:30 ～ 10:00/  ライトニング トーク:
9:30 ～ 10:00am  感動的なストーリー

を語る (ビデオ)

10:00 ～ 12:00/  作業時間/
10:00am ～ 12:00pm  メンターの巡回

12:00 ～ 13:00/  昼食
12:00 ～ 1:00pm

13:00 ～ 15:30/  作業時間/
1:00 ～ 3:30pm  メンターの巡回

15:30 ～ 16:00/  ライトニング トーク:
3:30 ～ 4:00pm  HoloLens

16:00 ～ 18:00/  作業時間/
4:00 ～ 6:00pm  メンターの巡回

17:00/5:00pm  夕食

18:00/6:00pm  機器の片づけ/終了

第 3 日目
9:00 ～ 10:00/  朝食
9:00 ～ 10:00am

10:00 ～ 13:00/  作業時間/
10:00am ～ 1:00pm  メンターの巡回

13:00/1:00pm 昼食

13:00 ～ 14:00  プロジェクトの 
最終確認

1:00 ～ 2:00pm

14:00 ～ 15:00  プレゼンテーション
2:00 ～ 3:00pm

15:00 ～ 16:00  参加者の交流
3:00 ～ 4:00pm

16:00/4:00pm  機器の片づけ/終了
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例: シアトル (2 日間)

第 1 日目
6:00 ～ 7:00pm  開会のあいさつ  

状況設定: ホームレ
スの複雑な問題

7:00 ～ 7:30pm  夕食/チームの結成

7:30 ～ 8:00pm  アイデア ピッチ、
チームの確定

8:00pm  作業の開始!

10:00pm  機器の片づけ/終了

第 2 日目

9:00 ～ 10:00am  朝食

10:00am  ライトニング トーク: プ
ロトタイピングの紹介

10:30am ～  作業時間/ 
12:00pm メンターの巡回

12:30 ～ 1:30 pm  昼食/研修: データ サ
イエンスの概要

1:30 ～ 4:00pm  作業時間/メンターの
巡回

4:00pm  ライトニング トーク: 
感動的なストーリー
を語る

4:30 ～ 6:00pm   ソリューションのま
とめ

6:00pm  プレゼンテーション

7:00pm  夕食/交流

10:00pm   終了

付録 A:  
CAT のサンプル フロー  
(2 日間、3 日間の例)



予定を立てる
6 週間前
• トピックを選定する
• 問題の専門家を探して招待する
• 専門家と日程を調整して開催日を決定する (開催日を決定してからスケジュールの
空いている専門家を探すより、この方法で日にちを確定する方が簡単です)

• 開催日を決定したら、会場を探す
• 以下に該当する企業「スポンサー」を検討する 

 ◦ 会議室の使用料が無料または割引になる
 ◦ 食事と飲み物を提供してくれる
 ◦ 開発者/プログラマーなどによるサポートが受けられる、問題の専門家に連絡し
てくれるなど

• WIP チームを連携して地域の Windows Insider を招待する
4 ～ 5 週間前
• 会場を確定する
• 専門家の参加を確認する
• 出席者を招待する
• イベントに招待する出席者に連絡してくれる組織のリストを作る
2 ～ 3 週間前
• 出欠状況を管理する 

• 必要に応じて招待者を追加する
• 会場および会議室の予約を確認し、食事と飲み物を手配する
1 週間前
• 出席の返事をした人たちに確認の案内メールを送る
• 専門家に参加を確認/案内する
• 食事と飲み物を手配する
• 名札、付箋、ボールペン/マーカーなどの備品を確保する
• ケータリング会社、イベント会場、講演者など、イベントを支えてくれる人たち全員に
スケジュールを確認する 

Create-A-Thon 当日
• 楽しんでください!
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付録 B: イベントの前



招待状テンプレート
拝啓
Windows Insider のメンバーからご挨拶申し上げます。Windows Insider Program は、
技術を活用して社会に貢献しようとしている人々からなる世界最大のコミュニティの 1 
つです。現在、このプログラムに賛同して意気投合できる仲間を探しています。
{問題を挿入}の問題に取り組んでいるという理由から、{問題を挿入}への対応策を話
し合う Create-A-Thon に出席していただきたく、ご連絡を差し上げた次第です。
プロジェクトは、企業、非営利団体、プログラム、ボランティア活動、ブランド再生など、
多岐にわたります。Create-A-Thon では、非営利団体などの組織に所属する専門家の
方々に地域の問題 (ホームレス、住宅危機など) について詳しく説明していただき、その
地域に実際に役立つソリューションを導くための手助けをしていただきます。
お時間に余裕がありましたら、数週間後に開催予定の Windows Insider Create-A-
Thon (CAT) にぜひご参加ください。次回は{都市名}で開催され、{トピック}の問題に
ついて話し合う予定です。詳しくは、以下をご覧ください。
日時:    日付、曜日、時間 (日にちによって時間割が異なる場合があるので、

各日の予定を時間単位で説明する)

場所:  会場の名前、所在地の住所、部屋の名前/番号 (該当する場合)

お申し込み方法:  登録専用サイト (Eventbrite など) へのハイパーリンク
Create-A-Thon の目標:

• テクノロジーを活用して、地域の街を住みやすい場所にするための工夫を考え出す。
• 地域で独創的な考えを持つさまざまなクリエイターに参加してもらい、独自の視点
から斬新な方法で困難な問題を解決する。

• 地域のコミュニティで住民同士の交流を深める。イベント後も実際に会ったり、コン
ピューター上で連絡を取り合ったりするようになる。

{都市}で解決すべき地域の問題は、{トピック}です。
今回の #WINsiders4Good は、Insider による Insider のための取り組みです。
Insider たちに技術のパワーと多様性に富んだコミュニティの良さを再認識してもらえ
るよう働きかければ、世界は変わります。
Create-A-Thon でお目にかかれるのを楽しみにしております。
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付録 C:  
非営利団体向けの
招待状



2 日間モデル: プログラムの詳細 
第 1 日目*
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*開始時間は、出席者および地域のオフィスや学校の営業/開校時間に合わせて調整
する必要があります。

付録 D: WIP チームの体験に基づいたプログラム
詳細

時間 スケジュール 内容 詳細 ツール

1 時間前 16:00/4:00pm 会場その他の準備 参加者が互いにつながり、協力し合えるように部屋がしつら
えられていることを確認します。推奨事項: 参加者の到着に合わ
せて飲み物と軽食を準備しておきます。

30 分間 16:30/4:30pm 顔合わせ 遅れて到着する参加者もいるので、全員が揃うまで顔合わせ
の時間を設けます。ただし、ドイツなどのように全員が時間に
几帳面な場合は、必要ない場合もあります。

15 分間 17:00/5:00pm プログラムの紹介および
状況設定

15 分間で、会議の趣旨、目標、話し合うトピックについて説明
します。

サンプル 
PowerPoint 

スライド

30 分間 17:15/5:15pm 参加者の自己紹介 出席者全員に自己紹介をしてもらい、何を学びたいか、何を
教えたいか、どのようなスキルがあるか、個人的な趣味など
について話してもらいます。

15 分間 17:45/5:45pm 問題の深掘り I 地域の非営利団体の代表者に専門家として、問題の複雑さ、
組織の取り組み、取り組みの効果と課題について説明しても
らいます。

15 分間 18:00/6:00pm 問題の深掘り II 推奨事項: 異なるソリューションを提示する代表者は 2 名までにする
ことをお勧めします。

15 分間 18:15/6:15pm 専門家との質疑応答 代表者によるプレゼンテーション後に、参加者から質問をす
る時間を設けます。

30 分間 18:30/6:30pm 夕食 出席者は移動しながら顔合わせを行い、ソリューションを伝
えながら、チームメンバーとなる可能性のある人たちとのつ
ながりの時間を持ちます。

30 分間 19:00/7:00pm チームの結成およびソ
リューションのアイデア 
ピッチ

潜在的なソリューションを持っている人にアイデアを発表して
もらい、どのようなスキルが必要なのかを説明してもらいま
す。PM、開発者/プログラマー、ソリューションの設計/UI/UX 
の採用などにクリエイティブな才能を持つ人、アイデア開発
や楽しむためのワイルドカードになってくれる人から構成さ
れるチームを作るためのサポートをします。

1.5 ～ 2 時間 19:30/7:30pm 作業時間 新鮮なアイデアが生まれ、新しいチームが形成されます。チー
ムのアイデアをまとめ、チームとしてどのように協力し合うの
かを考える時間を与えます。
推奨事項: 徹夜は参加者を疲弊させることになります。夜は各自が十
分に休養と睡眠がとれるよう、午後 9 時か 10 時にはイベントを終了
することをお勧めします。

21:00 ～ 22:00/ 
9:00 ～ 10:00pm

終了

https://microsoft.sharepoint.com/teams/WINsiders4good/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%257B1499FDA3-19D2-48BC-872A-38E7BAE4AB74%257D&file=CAT%20Sample%20deck.pptx&action=default&IsList=1&ListId=%257BE48D5B5B-56FA-445C-91A7-32C5026A5C79%257D&ListItemId=2%20
https://microsoft.sharepoint.com/teams/WINsiders4good/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%257B1499FDA3-19D2-48BC-872A-38E7BAE4AB74%257D&file=CAT%20Sample%20deck.pptx&action=default&IsList=1&ListId=%257BE48D5B5B-56FA-445C-91A7-32C5026A5C79%257D&ListItemId=2%20
https://microsoft.sharepoint.com/teams/WINsiders4good/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%257B1499FDA3-19D2-48BC-872A-38E7BAE4AB74%257D&file=CAT%20Sample%20deck.pptx&action=default&IsList=1&ListId=%257BE48D5B5B-56FA-445C-91A7-32C5026A5C79%257D&ListItemId=2%20


2 日間モデル: プログラムの詳細 (続き)

第 2 日目*

3 日間モデル: プログラムの詳細
第 1 日目の内容と同じです。第 2 日目は出席者にプレゼンテーションの代わりに作業をしてもらいます。
第 3 日目*
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*開始時間は、出席者および地域のオフィスや学校の営業/開校時間に合わせて調整
する必要があります。

付録 D: WIP チームの体験に基づいた 
プログラム詳細 (続き)

時間 スケジュール 内容 詳細 ツール

30 分前 8:30/8:30am 会場その他の準備 部屋が前日退室したときと同じ状態であることと、朝食
が準備されていることを確認します。

30 分間 9:00/9:00am 朝食 参加者はチームに合流し、充実した 1 日を送れるよう栄
養を補給します。
推奨事項: コーヒーと朝食は十分に用意してください。

30 分間 9:30/9:30am ライトニング トーク: 感動
的なストーリーを語る

ビデオ: 語りの達人ジェームズ・ウィタカー 感動的な 
ストーリーの  
話し方ビデオ

2 時間 10:00/10:00am 作業時間 チームでプロジェクトの大枠の確認やタスクの割り当てを開始
します。

1 時間 12:00/12:00pm 昼食 十分な休憩をとり、昼食を食べて、気分をすっきりさせて午後か
らのグループ ミーティングに臨みます。

4 時間 13:00/1:00pm 作業時間 チームで引き続きプロジェクトに取り組みます。

1 時間 17:00/5:00pm 夕食をとりながらの作業 チームでプレゼンテーションの最終仕上げを行います。

1 時間 18:00/6:00pm プレゼンテーション チームがソリューションを発表します。

1 時間 19:00/7:00pm 参加者の交流 チーム同士の交流、発表されたソリューションについての話し
合い、連絡先情報の交換などを行い、みんなで集まってプロ
ジェクトに引き続き取り組んでいくための計画を立てることが
できます。

1 時間 21:00/9:00pm 機器の片づけ/終了 イベントの終了を告げ、参加者に感謝の意を伝え、閉会します。

時間 スケジュール 内容 詳細 ツール

30 分前 8:30/8:30am 会場その他の準備 部屋が前日退室したときと同じ状態であることと、朝食
が準備されていることを確認します。

30 分間 9:00/9:00am 朝食 参加者はチームに合流し、充実した 1 日を送れるよう栄養を補給します。
推奨事項: コーヒーと朝食は十分に用意してください。

3 時間 9:30am ～ 
12:30pm

プレゼンテーションの最
終確認およびプロトタイ
プの完成

チームは最後の最後まで、プロトタイプとプレゼンテーションを
仕上げます。

30 分間 12:30 ～ 1:00pm 昼食

1 時間強 1pm から閉会まで プレゼンテーション 各チームにそれぞれのソリューションについて順を追って説明
してもらい (10 分間)、出席者からの質問に答えます。プレゼン
テーション全体の所要時間は、出席者の人数やチームの数に
よって異なります。

閉会の挨拶

https://microsoft.sharepoint.com/teams/WINsiders4good/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%252Fteams%252FWINsiders4good%252FShared%20Documents%252FWhitaker%252Ewmv&parent=%252Fteams%252FWINsiders4good%252FShared%20Documents%20
https://microsoft.sharepoint.com/teams/WINsiders4good/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%252Fteams%252FWINsiders4good%252FShared%20Documents%252FWhitaker%252Ewmv&parent=%252Fteams%252FWINsiders4good%252FShared%20Documents%20
https://microsoft.sharepoint.com/teams/WINsiders4good/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%252Fteams%252FWINsiders4good%252FShared%20Documents%252FWhitaker%252Ewmv&parent=%252Fteams%252FWINsiders4good%252FShared%20Documents%20
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非営利団体や NGO 協賛団体を探すときは、このリストを活用してください。探してい
る団体がリストにない場合は、wipevents@microsoft.com までお気軽にお知らせく
ださい。
Action Aid

Acumen

Aflatoun International

Akshaya Patra Foundation

AMREF Health Africa

APOPO

Barefoot College

BRAC

CARE

Ceres

Child & Youth Finance International

CIVICUS

CORDAID

Cure Violence

Danish Refugee Council

Digital Divide Data

Gain

Generations for Peace

Gram VIkas

Grameen Foundation

Habitat for Humanity

Handicap International

Heifer International

Helen Keller International

Help Age International

iDE

International Rescue Committee

Landesa

付録 E:  
非営利団体および  
NGO 協賛団体

Mercy Corps

Movember Foundation

One Acre Fund

Open Society Foundations

Partners in Health

Poverty Action Lab

Rare

Riders for Health

Room to Read

Root Capital

Saude Criança

Search for Common Ground

Skoll Foundation

The Aman Foundation

Tostan

Viva Rio

Voix Libres

YCAB Foundation

アショカ

アムネスティ・インターナショナル

オックスファム

セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

ヒューマン・ライツ・ウォッチ

プラン・インターナショナル

ワールド・ビジョン・ジャパン

国境なき医師団

出典: NGO Advisor: Top 500 World NGOs https://www.ngoadvisor.net 

mailto:wipevents%40microsoft.com?subject=
http://www.actionaidusa.org/
http://acumen.org/
http://www.aflatoun.org/
https://www.akshayapatra.org/
http://amref.org/
https://www.apopo.org/
https://www.barefootcollege.org/
http://www.brac.net/
http://www.care.org/
http://www.ceres.org/
http://childfinanceinternational.org/
http://www.civicus.org/
https://www.cordaid.org/
http://cureviolence.org/
https://drc.dk/
http://www.digitaldividedata.com/
http://www.gainhealth.org/
http://www.generationsforpeace.org/
http://www.gramvikas.org/
http://www.grameenfoundation.org/
http://www.habitat.org/
http://www.handicap-international.us/
http://www.heifer.org/
http://www.hki.org/
http://www.helpageusa.org/
https://www.ideglobal.org/
https://www.rescue.org/
http://www.landesa.org/
https://www.mercycorps.org/
https://us.movember.com/
https://www.oneacrefund.org/
https://www.opensocietyfoundations.org/
http://www.pih.org/
https://www.povertyactionlab.org/
https://www.rare.org/
http://www.riders.org/
http://www.roomtoread.org/
https://www.rootcapital.org/
http://www.saudecrianca.org.br/
https://www.sfcg.org/
http://skoll.org/
http://www.theamanfoundation.org/
http://www.tostan.org/
http://vivario.org.br/en/
http://www.voixlibres.org/
http://www.ycabfoundation.org/
http://japan.ashoka.org/
http://www.amnesty.or.jp/
http://www.oxfam.jp/
http://www.savechildren.or.jp/
https://www.hrw.org/ja
https://www.plan-international.jp/
https://www.worldvision.jp/
http://www.msf.or.jp/
https://www.ngoadvisor.net
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