
2016年度 JICA駒ヶ根 国際理解教育指導者セミナー 信州発グローバル教育～参加型で実践！国際理解をもっと身近に～

◆北陸 草の根技術協力事業の開始に向けて、若狭町とラオス国チャンパサック県が合意文書締結

◆横浜 「よこはま国際フェスタ2016」が開催されました

◆中国 【イベント報告】3万人の野球ファンと一緒にマツダ スタジアムで大盛り上がり！

◆関西 JICA関西×HIA映画鑑賞会 「スタッフ・ベンダ・ビリリ」－もう一つのキンシャサの奇跡－

◆中部 中部地域の企業や経済団体を訪問し、中小企業支援事業について意見を交換しました。

◆東京 西原運動会参加の様子

◆筑波 JICA筑波教育協力～茨城県小学校が世界の“授業”を変える！～

◆二本松 「二本松提灯祭り」にJICA二本松も出店！

◆駒ヶ根

◆地球ひろば 月間特別展示関連イベント「平和と愛を歌う国、ジャマイカの観光と文化」

◆東北 【山形県】鶴岡市立朝暘第三小学校児童112名が稲作収穫後処理を学ぶアフリカの研修員と交流しました

◆帯広 レストランの愛称が『おびくっく』に決定しました！

◆札幌 モンゴルふれあいパーティ in ガーデン

◆沖縄 名桜大学生が「カンボジア平和博物館づくり協力事業」の園原謙さんを取材

◆九州 【イベント報告】国際平和デー企画「シリア映画上映と講演会」を開催しました。

◆四国 パリ協定に貢献！【青年研修事業】「中南米/再生可能エネルギー」コース実施報告

～地域も途上国も元気に～vol.29（2016年11月号）

センター 掲載記事

初めての地方勤務も1年半が経過しました。地方の素晴らしいリソースを途上国の開発にも繋げ双方のWinを
もたらすべく、日々2府4県を飛び回っているところですがまだまだ届きません。その過程で、日本のODAや
JICAがまだまだ知られていない、頑張っているつもりの広報がまだまだ力不足であることも痛感していま
す。体力だけでなく頭も使わなければなりませんね（汗）。外部の皆様には、常々日本を元気にするために
も「JICAを使い倒して下さい！」と、言葉が汚いですが呼びかけています。まだ余裕がある今のうち、早い
者勝ちですよ！

2016年11月1日 JICA関西所長 大西 靖典 

南の沖縄から紹介 

です。 
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◆四国 パリ協定に貢献！【青年研修事業】「中南米/再生可能エネルギー」コース実施報告

2016年10月10日～10月27日の18日間で青年研修「中南米/再生可能エ
ネルギー」コースを実施。本コースは「将来のリーダーとして再生可能エネ
ルギー分野の課題解決を担う青年層の知識と意識の向上」を目的とし、
中南米諸国11ケ国から研修員16名を受け入れました。研修終了後の意
見交換会では、「本研修の内容は非常に洗練されたもので、自国で活用
できる新しい知識や考え方を得ることができた。」という意見が多く寄せら
れ、キューバの研修員からは「国の事情もあって、国外で研修を受ける機
会が非常に限られており、本研修に受け入れていただいたことに心より感
謝している。」と涙を流しながら言葉を述べ、充実した研修だったことが伺
えました。

◆沖縄 名桜大学生が「カンボジア平和博物館づくり協力事業」の園原謙さんを取材

JICAHP：

★沖縄のことをもっと知りたい方は

http://www.jica.go.jp/okinawa/index.html

https://www.jica.go.jp/okinawa/enterprise/kusanone/college/160928_01.html

【大学生×草の根】シリーズは、草の根技術協力事業※の現場で活躍す
るウチナーンチュ（沖縄の人）を沖縄県内の大学生が取材してインタ
ビュー記事にする企画です。今回は、シリーズ第1弾として「カンボジア平
和博物館づくり協力事業」で6年間プロジェクトマネージャーを務めた沖縄
県立博物館・美術館の園原さんに名桜大学の学生がインタビューしまし
た。大学生たちの真っ直ぐな質問に、普段はなかなか聞くことのできない
熱い思いが飛び出しました。インタビューの様子はHPで！

9月17日（土）JICA九州にて国際平和デー特別企画として、シリア映画上
映と講演会を開催しました。始めに、映画「目を閉じれば、いつもそこに
～故郷・私が愛したシリア～」が上映され、紛争前のシリアの美しい街並
みや穏やかな生活を語りながら、遠く離れた故郷を想う人々の姿が映し
出されました。またその後の講演会では青年海外協力隊としてシリアに派
遣された2名を迎え、派遣当時のシリアの人々の日常と紛争後の状況な
どお話いただきました。参加者からは、「ニュース等では知り得ないような
生の声、私たちの生活と変わらない人々が直面している現状を知る事が
出来、深く考えさせられました。」といった感想をいただきました。

https://www.jica.go.jp/kyushu/topics/2016/ku57pq00000ftx0h.html

JICA関西では11月3日に映画鑑賞会を実施します！今回の映画鑑賞会
では、アフリカ映画を取り上げてみました。「スタッフ・ベンダ・ビリリ」はコン
ゴを舞台とした映画で、身障者やストリート・チルドレンから編成された車
椅子バンドの活躍を描いています。
上映前には「スポーツと開発」に関するお話、上映後にはコンゴはじめアフ
リカ各国出身のJICA研修員との楽しいゲームや交流会を予定していま
す。ぜひ奮ってご参加ください！

★九州のことをもっと知りたい方は

http://www.jica.go.jp/kyushu/index.html

http://www.jica.go.jp/shikoku/index.html

【イベント報告】3万人の野球ファンと一緒にマツダ スタジアムで大盛り上がり！

JICA関西×HIA映画鑑賞会 「スタッフ・ベンダ・ビリリ」－もう一つのキンシャサの奇跡－

JICAHP： https://www.jica.go.jp/chugoku/topics/2016/20161007_02.html

★中国のことをもっと知りたい方は

http://www.jica.go.jp/chugoku/index.html

◆関西

JICA中国では、広島東洋カープや広島にある国連機関の国連訓練調査
研究所（以下、ユニタール）と連携し、9月17日にマツダ スタジアムで「国
際平和デー」イベントを実施しました。この日もスタジアムには3万人を超
える野球ファンが来場。そんな野球ファンにも「世界のことをもっと知って
欲しい」という思いでスタジアム内にブースを出展し、ダンスパフォーマン
スを披露。25年ぶりのリーグ優勝に沸くカープファンとともに盛り上がった
イベントとなりました。詳しくはHPをご覧ください！

◆九州 ＜イベント報告・北九州＞国際平和デー企画「シリア映画上映と講演会」を開催しました。

JICAHP：

http://www.jica.go.jp/shikoku/topics/2016/1028_2.html JICAHP：

◆中国

★四国のことをもっと知りたい方は

JICAHP： https://www.jica.go.jp/kansai/event/2016/161018_02.html

★関西のことをもっと知りたい方は

http://www.jica.go.jp/kansai/index.html
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国際理解の授業をこれからやりたい、やってはいるもののもっとブラッシュ
アップしたい、参加型・協働型の手法をどう取り入れたい、とお考えの先生
方にご参加いただきたいセミナーです。今年は、講師としてNIED・国際理
解教育センター伊沢玲子氏にお出でいただきます。
今年も長野県教育委員会にご共催いただき、11月18日・19日の2日間開
催します。
お申込みはHPから！

https://www.jica.go.jp/yokohama/topics/2016/ku57pq00000fzotz.html

10月9日（日）JICA東京の所在する渋谷区西原地区の総合大運動会が西
原小学校で開催され、あいにくの雨にも関わらず、18名のJICA研修員が
参加しました。運動会は日本人にとっては誰にも馴染みの深い行事です
が、海外では日本の運動会のような行事は珍しいようで、参加した研修員
は玉入れや障害物競走など、様々な競技に興味深く参加し、地域住民の
みなさんとの交流を楽しみました。

https://www.facebook.com/jicatokyo/photos/a.500900623263099.116942.167911536562011/1282669108419576/?type=3&theater

★東京のことをもっと知りたい方は

http://www.jica.go.jp/tokyo/index.html

JICA HP https://www.jica.go.jp/hokuriku/topics/2016/20161028.html

★北陸のことをもっと知りたい方は
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.571543209664831.1073742018.140950966057393&type=3

中部地域の企業や経済団体を訪問し、中小企業支援事業について意見を交換しました。

10月20日から21日にかけて、JICA越川副理事長他が、静岡県、愛知県、
三重県を訪問しました。今回の訪問では、中小企業海外展開支援事業を
はじめとした地方創生にかかるJICAの取り組みについて、経済団体、金
融機関等と意見交換を行いました（金融機関連携としては、10月末に管内
2県において連携の覚書締結が完了）。また、JICAの支援制度を利用して
いる企業を訪問し、利用企業側の評価等の聞き取りを行いました。今回
の中部地域訪問を通じて、JICAの中小企業海外展開支援事業について
一定の理解が進みつつあることを感じると共に、更なる浸透の余地がある
ことも再確認しました。今後も引き続き本事業の浸透・拡大を図っていく予
定です。

◆東京 西原運動会参加の様子

JICA HP

◆北陸 草の根技術協力事業の開始に向けて、若狭町とラオス国チャンパサック県が合意文書締結

JICA北陸は、JICA草の根技術協力事業（地域活性化枠）「ラオス国・チャ
ンパサック県職業訓練校と福井県若狭町による相互の地域発展を目指し
た木材加工・建築産業の人材育成プロジェクト」の実施準備を進めてきま
した。
今般、ラオス国チャンパサック県労働福祉局ブントン副局長および同県職
業訓練校ブンビアン校長が来日し、2016年10月27日に本事業の調印式を
若狭町役場で開催しました。これにより福井県嶺南地域で初めての、
JICA草の根技術協力事業が開始されます。

◆中部

JICAHP： https://www.jica.go.jp/chubu/topics/2016/20161026_01.html

★中部のことをもっと知りたい方は

http://www.jica.go.jp/chubu/index.html

◆駒ヶ根
2016年度JICA駒ヶ根 国際理解教育指導者セミナー
信州発グローバル教育～参加型で実践！国際理解をもっと身近に～

https://www.jica.go.jp/komagane/event/2016/ku57pq00000fn0kh.html

★駒ヶ根のことをもっと知りたい方は

http://www.jica.go.jp/komagane/index.html

「よこはま国際フェスタ2016」が開催されました

「よこはま国際フェスタ2016」が2016年10月8日（土）、9日（日）、10日（月・
祝）の3日間にわたり開催されました。今年から会場となった横浜美術館
前「グランモール公園」には、3日間を通して54,000人の方々が来場される
ほどの盛況ぶりでした。JICA横浜では、JICA事業で連携している8機関の
ブースを巡ってキーワードを集める「国際フェスタ探検隊！」をはじめ、神
奈川県から世界に飛びたったJICAボランティアの紹介、オリジナルしおり
作りと手作り楽器のワークショップ、民族衣装体験に、海外から来た研修
員によるクイズ大会など、たくさんの企画で皆さんにお楽しみいただきまし
た。

JICAHP：

★横浜のことをもっと知りたい方は

http://www.jica.go.jp/yokohama/index.html

◆横浜

JICAHP：

写真提供：今村健志朗
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https://www.jica.go.jp/tsukuba/enterprise/kenshu/ku57pq00000fu1ku-att/good_practice_01.pdf

370年前から続く伝統ある二本松の「提灯祭り」にJICA二本松もブースを
出店し多くの方にお越しいただきました。JICA二本松は「世界の国旗で作
るオリジナル缶バッジ無料作成体験コーナー」を設置し、多くの子供たち
にJICAボランティアが派遣されている国の国旗や、民族衣装の柄をプリン
トした缶バッジを無料で作製しました。また二本松訓練所の厨房を運営す
るMOKは通称"JICAカレー"と世界のビールの販売を行い、今年も大盛況
で満員御礼の二日間でした。

https://www.jica.go.jp/nihonmatsu/topics/2016/ku57pq00000fzs6z.html

9月6日、山形大学農学部で稲作の収穫後処理を学ぶアフリカ地域12ヵ国
のJICA研修員18名と、鶴岡市立朝暘第三小学校2学年の児童112名が、
授業の中で交流をしました。今回の交流は、日本や日本の文化を理解す
る試みの一つとして企画され、今年で3回目。今年、交流したのは、鶴岡
市立朝暘第三小学校2年担当の安田智子先生のクラスの生徒さんです。
研修員が教室に入ると、子どもたちは元気よく挨拶しました。黒板には研
修員の国の国旗や「welcome！」の文字が躍っていました。…続きはHP
で！

https://www.jica.go.jp/tohoku/topics/2016/ku57pq00000fzkpk.html

この度、JICA北海道（帯広）レストランの愛称の公募を行い、皆さまからた
くさんのご応募をいただきました。厳正な選考の結果、数ある素晴らしい
候補の中から、『おびくっく』に決定しました。この愛称は、北海道国際セン
ター（帯広）の愛称である「OBIC（オービック、Obihiro International Centre
の略）」と、料理や料理人を意味する「Cook」を組み合わせ、誰にでも親し
まれるようひらがなにしたものです。「帯広で国際色豊かな料理に出会え
る場所」として、皆様にもっと愛されるレストランを目指しますので、これか
らもどうぞよろしくお願いします！

https://www.jica.go.jp/obihiro/topics/2016/20161004.htmlJICAHP：

http://www.jica.go.jp/obihiro/index.html

★帯広のことをもっと知りたい方は

モンゴルふれあいパーティ in ガーデン

◆帯広

◆札幌

JICA 筑波では、中南米対象「授業改善を目指した学校運営」コースを
2010 年から実施してきました。このコースは日本の小学校の授業改善の
為の取組み、特に「授業研究」という、より良い授業を行う為の教員間の
学び合いの研修スタイルを中南米で導入することを目的にしています。茨
城県内の小学校を訪問し授業研究を行った研修員からは「私の国では人
に自分の授業を見られることを好まない先生が多い。周りの先生に授業
を見てもらい、改善の為のコメントもらうことは、自分自身を振り返る良い
機会になる」と多くを学んだ様子が伺えました。

JICA筑波教育協力～茨城県小学校が世界の“授業”を変える！～

11月13日（日）モンゴルふれあいパーティを開催します！
ゲームや占いを体験したり、民族衣装の展示や旭川市との協力事業の紹
介コーナーで学んだり、モンゴル料理を食べながらモンゴルの方とお話し
たり・・・♪
参加費は無料です♪どなたでもご参加いただけます！
この機会に是非、モンゴルの文化に触れてみませんか♪
お申込み方法の詳細はHPから！

JICAHP：

https://www.jica.go.jp/sapporo/event/2016/161113.html

★札幌のことをもっと知りたい方は

http://www.jica.go.jp/sapporo/index.html

◆二本松 「二本松提灯祭り」にJICA二本松も出店！

★筑波のことをもっと知りたい方は

http://www.jica.go.jp/tsukuba/index.html

◆筑波

JICA HP

JICA HP

★東北のことをもっと知りたい方は

http://www.jica.go.jp/tohoku/index.html

JICAHP：

★二本松のことをもっと知りたい方は

http://www.jica.go.jp/nihonmatsu/index.html

レストランの愛称が『おびくっく』に決定しました！

【山形県】鶴岡市立朝暘第三小学校児童112名が稲作収穫後処理を学ぶアフリカの研修員と交流し
ました◆東北
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11月5日は「ジャマイカ・デー」と題し、1日を通してジャマイカの魅力をご紹
介します！ケンブリッジ ・飛鳥氏やウサイン・ボルト氏などの陸上競技選
手の活躍によりテレビで名前を聞くことも増えてきたジャマイカ。そんな
ジャマイカは、カリブ海随一のビーチ・リゾート。また、ボブ・マーリーに代
表されるレゲエ・ミュージックやアキと呼ばれるフルーツなど、島国ならで
はの独特の文化も持ちあわせています。本セミナーでは、講師のお二方
から、ジャマイカの観光と文化について、現地の写真とともにご紹介いた
だきます。ぜひ地球ひろばまでおこしください！

◆地球ひろば 月間特別展示関連イベント「平和と愛を歌う国、ジャマイカの観光と文化」

JICAHP： https://www.jica.go.jp/hiroba/information/event/2016/161105_02.html

★地球ひろばのことをもっと知りたい方は

http://www.jica.go.jp/hiroba/index.html

                          発刊責任者：国内事業部長    

                  編集：国内事業部広報班（計画課）  

                              tatpl@jica.go.jp 

写真提供：今村健志朗
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