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  第1部　過去10年の事業実績

１.研修員受入事業実績

15年度

(388名)

16年度

(451名)

17年度

(482名)

18年度

(476名)

19年度

(335名)

20年度

(313名)

21年度

(384名)

22年度

(330名)

23年度

(381名)

24年度

(411名)

地域別研修 (830名) 53 80 82 97 89 75 105 60 107 82
課題別研修 (671名) 55 61 67 63 63 59 81 98 36 88
国別研修 (1,109名) 93 122 132 118 104 80 103 66 148 143
長期研修 (72名) 1 2 1 5 4 13 4 7 14 21
青年研修 (1,234名) 179 183 197 187 72 86 89 95 72 74
日系研修 (35名) 7 3 3 6 3 0 2 4 4 3

研修コース (562ｺｰｽ) 89 62 57 57 47 45 48 44 55 58
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研修員受入人数の推移

【 参加者合計 名 】3,951 
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（ 1 ）青年海外協力隊派遣実績

（ 2 ）シニア海外ボランティア派遣実績

（ 3 ）日系社会青年ボランティア派遣実績

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

鳥取 (86名) 6 3 11 7 10 10 12 11 9 7

島根 (112名) 10 6 16 13 8 10 14 14 12 9

岡山 (231名) 13 25 24 27 25 24 33 27 19 14

広島 (262名) 26 30 32 13 22 36 41 27 21 14

山口 (169名) 11 16 15 15 25 20 20 20 12 15

年度合計 (860名) 66 80 98 75 90 100 120 99 73 59
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2.JICAボランティア事業実績

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

鳥取 (0名)

島根 (4名) 1 1 1 1

岡山 (8名) 1 1 3 1 2

広島 (4名) 1 1 1 1

山口 (2名) 1 1

年度合計 (18名) 1 2 2 3 1 2 3 1 1 2
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15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

鳥取 (6名) 3 2 1

島根 (24名) 1 4 2 1 4 6 2 4

岡山 (46名) 5 9 3 2 7 4 6 3 7

広島 (73名) 5 7 2 3 4 13 15 7 11 6

山口 (40名) 1 5 4 3 3 3 10 1 7 3

年度合計 (189名) 7 17 19 14 10 27 37 16 26 16
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（ 4 ）日系社会シニアボアランティア派遣実績

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

鳥取 (1名) 1

島根 (2名) 1 1

岡山 (4名) 1 1 1 1

広島 (6名) 2 1 1 1 1

山口 (2名) 1 1

年度合計 (15名) 2 0 1 1 2 0 2 3 3 1
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国名 プロジェクト名 実施県 団体名 実施期間

南アフリカ共和国 フリーステート州ツェツェン村農業開発支援事業 岡山 特定非営利活動法人B.L.B 平成15年9月1日～平成17年12月31日

パラオ パラオ共和国での学校検診実施のための技術協力 広島 日本パラオ協会 平成17年11月1日～平成20年10月31日

インドネシア エンレンカン県酪農研修センター運営支援プロジェクト 島根 三瓶スラウェシ友好促進センター 平成18年4月5日～平成21年3月31日

アルゼンチン ママ・パパ・家族でできる障害児発達　アルゼンチンに障害児発達指導員を 島根 南米ひとねっとハポン 平成21年4月6日～平成23年3月31日

ラオス ラオス国ルアンナムター県ナムハー地区における農林業による村おこし 岡山 アジア農村協力ネットワーク 平成20年7月1日～平成23年5月31日

国名 プロジェクト名 実施県 団体名 実施期間

スリランカ ワウニア地区基礎保健サービス復興支援事業 岡山 特定非営利活動法人 AMDA社会開発機構 平成16年5月1日～平成18年6月30日

ミャンマー コーカン特別地域プライマリーヘルスケアープロジェクト 岡山 特定非営利活動法人 AMDA社会開発機構 平成16年10月1日～平成18年8月31日

中華人民共和国 岡山-上海高齢者介護教員養成センター 岡山 社会福祉法人 旭川荘 平成17年4月15日～平成20年3月31日

ザンビア ルサカ市非計画居住地区結核対策プロジェクト 岡山 特定非営利活動法人 AMDA社会開発機構 平成17年7月1日～平成19年12月31日

カンボジア 小学校体育科指導書作成支援プロジェクト 岡山 特定非営利活動法人 ハート・オブ・ゴールド 平成18年2月1日～平成20年7月31日

ホンジュラス エルパライソ県母子保健向上支援事業 岡山 特定非営利活動法人 AMDA社会開発機構 平成19年8月10日～平成22年1月31日

ザンビア カニャマ及びマケニ地区における結核・エイズ統合支援事業 岡山 特定非営利活動法人 AMDA社会開発機構 平成20年6月2日～平成22年11月30日

カンボジア 小学校体育科教育振興プロジェクト 岡山 特定非営利活動法人 ハート・オブ・ゴールド 平成21年6月25日～平成24年6月24日

中華人民共和国 江西省高齢者介護教員養成事業 岡山 社会福祉法人 旭川荘 平成21年7月1日～平成24年3月31日

ホンジュラス エルパライソ県母子保健向上支援事業フェーズ2 岡山 特定非営利活動法人 AMDA社会開発機構 平成22年1月26日～平成24年3月31日

ネパール ナワルパラシ郡4行政村における母子健康改善事業 岡山 特定非営利活動法人 AMDA社会開発機構 平成22年11月1日～平成25年3月31日

中華人民共和国 上海医療福祉関係人材養成事業 岡山 社会福祉法人 旭川荘 平成24年9月13日～平成26年3月31日

国名 プロジェクト名 実施県 団体名 実施期間

中華人民共和国 都市環境保全行政 山口 宇部環境国際協力協会 平成15年2月19日～平成15年4月27日

インドネシア 稀少有用植物の保護・保全（研修員受入） 広島 向島洋ランセンター 平成15年10月1日～平成15年11月30日

モンゴル 堆肥生産技術及び野菜生産技術（専門家派遣） 鳥取 モンゴル中央県親善協会 平成15年10月22日～平成16年2月21日

中華人民共和国 都市環境保全行政（研修員受入） 山口 宇部環境国際協力協会 平成16年2月11日～平成16年4月18日

モンゴル 内科、産婦人科診断技術（研修員受入） 鳥取 鳥取県立中央病院 平成16年3月26日～平成17年1月16日

モンゴル 野菜生産指導及び堆肥生産技術・流通指導（専門家派遣） 鳥取 モンゴル中央県親善協会 平成16年5月15日～平成17年3月22日

カンボジア 技術学校（自動車整備・溶接）運営能力向上（専門家派遣/研修員受入） 広島 財団法人ひろしま国際センター 平成16年8月1日～平成16年11月5日

中華人民共和国 都市環境保全行政（研修員受入） 山口 宇部環境国際協力協会 平成16年10月31日～平成16年12月26日

モンゴル 堆肥化施設管理・運営計画指導 鳥取 モンゴル中央県親善協会 平成17年6月27日～平成18年3月31日

カンボジア カンボジア元気な学校プロジェクト 広島 ひろしま平和貢献ネットワーク協議会 平成17年11月1日～平成20年3月31日

中華人民共和国 威海市個別研修県境保全パートナーシップコース 山口 宇部環境国際協力協会 平成18年2月20日～平成20年3月31日

中華人民共和国 重慶市との環境保全交流事業 広島 広島市 平成18年9月11日～平成19年3月31日

中華人民共和国 日中療育技術交流事業 鳥取 鳥取県立総合療育センター 平成18年10月16日～平成21年3月31日

中華人民共和国 寧夏回族自治区における汚泥総合利用技術の確立 島根 島根県 平成19年8月20日～平成22年3月31日

カンボジア カンボジアにおける小学校教員の授業能力の向上 広島 ひろしま平和貢献ネットワーク協議会 平成20年10月1日～平成23年3月31日

中華人民共和国 安順市における環境保全管理研修 山口 宇部環境国際協力協会 平成21年8月18日～平成24年3月31日

中華人民共和国 中国寧夏回族自治区農村部等での汚水処理・汚泥・家畜糞尿有効活用 島根 島根県 平成22年6月21日～平成25年2月28日

モンゴル
モンゴル中央県・中央病院における妊産婦の健康管理向上プロジェクト
～妊娠高血圧症候群の「予防」「発見」「治療」の技術移転～

鳥取 鳥取県立中央病院 平成22年5月28日～平成25年2月28日

カンボジア タケオ州における授業研究による教員の授業能力の向上 広島 ひろしま平和貢献ネットワーク協議会 平成23年5月19日～平成26年3月17日

ベトナム 医療技術支援（循環器疾患領域） 岡山 岡山大学病院心臓血管外科、岡山市 平成23年11月1日～平成26年3月24日

インドネシア ブンカリス県における環境改善協力 山口 宇部環境国際協力協会 平成24年11月19日～平成27年3月31日

（ 1 ）草の根協力支援型

（ 2 ）草の根パートナー型

（ 3 ）地域提案型

鳥取

(11名)

12% 島根

(11名)

12%

岡山

(46名)

50%

広島
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(9名)

10%

10年間の総合計の内訳

※実施期間が１年を超えるものは

年度ごとに件数をカウントしています

3.草の根技術協力事業実績

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

鳥取 (11名) 2 2 1 1 1 1 1 1 1

島根 (11名) 1 2 2 2 2 1 1

岡山 (46名) 1 3 6 5 4 4 6 6 7 4

広島 (15名) 1 1 2 3 2 2 1 1 1 1

山口 (9名) 1 1 1 1 1 1 1 1 1

合計 (92名) 5 7 10 11 10 9 10 11 11 8
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（ 1 ）国際協力出前講座

（ 2 ）JICA中国施設見学

4．開発教育支援・市民参加協力推進事業実績

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

参加者数 (160,247名) 17,185 17,595 17,130 14,824 19,381 17,249 17,917 14,666 11,087 13,213

件数 (1,940件) 223 215 204 170 204 201 200 194 148 181
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15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

大学・専門学校生 1,638 1,355 1,149 1,032 1,306 1,076 1,035 1,139 2,062 1,567

高校生 4,583 3,814 4,084 4,230 6,215 6,522 5,829 5,005 3,512 4,148

中学生 4,999 4,555 4,617 4,735 5,983 3,996 6,082 3,973 2,173 3,000

小学生 3,080 4,824 4,751 2,913 3,326 3,970 3,432 2,572 2,154 2,587

その他 2,885 3,047 2,529 1,914 2,551 1,685 1,539 1,977 1,186 1,911

0
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7,500（人数）
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30%

中学

生

28%

小学

生

21%

その他

13%

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

鳥取 (17,923名) 2,979 2,683 3,377 703 1,602 1,850 1,930 1,042 678 1,079

島根 (14,425名) 1,737 2,134 1,403 1,455 1,293 1,454 1,620 1,384 770 1,175

岡山 (37,148名) 3,749 2,911 2,739 4,311 4,420 5,145 5,368 3,594 2,115 2,796

広島 (63,621名) 6,798 7,534 6,540 6,411 7,827 6,274 6,139 4,650 5,276 6,172

山口 (27,126名) 1,922 2,333 3,071 1,944 4,239 2,526 2,860 3,992 2,248 1,991

四国 (4名) 4
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10年間の総合計の内訳

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

見学者数 (13,032名) 549 1,019 832 952 1,128 1,328 1,500 1,681 1,731 2,312

件数 (319件) 14 31 19 30 29 32 35 42 40 47
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【参加者合計 名】160,247

【参加者合計 名】160,247

10年間の総合計の内訳
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（ 4 ）教師海外研修

（ 5 ）高校生国際協力体験プログラム

（ 3 ）国際理解教育研修

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

鳥取 (12名) 1 1 2 2 1 2 0 1 1 1

島根 (9名) 1 0 1 1 1 0 1 1 3

岡山 (52名) 2 1 3 2 1 2 2 3 6 30

広島 (63名) 4 8 5 5 5 4 5 3 6 18

山口 (26名) 2 2 2 2 3 0 2 1 4 8

四国 (37名) 2 4 5 6 5 7 7 1

参加校数 (199校) 12 16 18 18 16 15 17 10 17 60
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15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

鳥取 (86名) 7 14 13 20 11 12 3 4 1 1

島根 (74名) 2 18 19 12 7 6 3 2 2 3

岡山 (147名) 7 21 25 25 15 18 16 6 6 8

広島 (564名) 64 57 41 58 53 62 34 62 51 82

山口 (205名) 23 31 18 16 21 31 35 8 11 11

北海道 (1名) 1

年度合計 (1,077名) 103 141 116 131 107 129 91 82 71 106
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15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

鳥取 (13名) 2 3 1 3 2 1 1

島根 (10名) 1 2 3 2 1 1

岡山 (30名) 2 5 6 2 2 3 1 2 1 6

広島 (47名) 4 7 5 6 5 2 5 4 7 2

山口 (16名) 1 6 1 3 2 1 1 1

年度合計 (116名) 10 23 16 16 12 8 7 8 8 8
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（ 6 ）中学生・高校生エッセイコンテスト
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15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

鳥取 (96名) 19 4 6 10 5 10 0 3 1 38

島根 (395名) 1 0 48 21 1 50 57 44 0 173

岡山 (4,865名) 167 268 199 273 136 536 691 857 779 959

広島 (3,100名) 146 87 248 210 444 460 445 317 389 354

山口 (564名) 16 67 68 102 47 104 29 21 43 67

年度合計 (9,020名) 349 426 569 616 633 1,160 1,222 1,242 1,212 1,591
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鳥取 (2,597名) 541 529 288 52 103 437 230 144 73 200

島根 (1,857名) 143 145 127 107 177 324 350 285 107 92

岡山 (7,513名) 94 88 258 316 751 638 1,372 1,252 1,502 1,242

広島 (15,437名) 518 657 1,015 1,401 1,263 2,291 2,541 1,810 1,864 2,077

山口 (3,430名) 41 102 98 246 402 633 561 472 394 481

年度合計 (30,834名) 1,337 1,521 1,786 2,122 2,696 4,323 5,054 3,963 3,940 4,092
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合計  411名

コース名 タイプ 人数 受入国名 受入期間 主な実施機関 研修委託先

ガスタービン・石炭火力発電
～安定電力供給のためのメンテナンス
技術向上～　（Ａ）

集団 6 ﾎﾞﾂﾜﾅ(3)､ｾﾙﾋﾞｱ(1) ､ﾓﾝｺﾞﾙ(2)
平成24年6月13日～
平成24年7月28日

(社)海外電力調査会、(株)PET (社)海外電力調査会

南東欧地域産業振興政策 地域別 6
ﾏｹﾄﾞﾆｱ旧ﾕｰｺﾞｽﾗﾋﾞｱ(1)､ｾﾙﾋﾞｱ共
和国(1)､ﾓﾝﾃﾈｸﾞﾛ(1)､ｱﾙﾊﾞﾆｱ(1)､ｶ
ｻﾞﾌｽﾀﾝ(1)､ｺｿﾎﾞ共和国(1)

平成24年6月20日～
平成24年7月28日

県立広島大学 (財）ひろしま国際センター

紛争影響国におけるガバナンス強化 集団 11
ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ(1)､ｺｰﾄｼﾞﾎﾞｱｰﾙ(2)、 ﾘ
ﾍﾞﾘｱ(4)、ﾈﾊﾟｰﾙ(2)、南ｽｰﾀﾞﾝ(2)

平成24年7月11日～
平成24年7月25日

日本政治総合研究所 日本政治総合研究所

アフリカ地域女性起業家育成支援 地域別 10

ｼﾞﾝﾊﾞﾌﾞｴ(1)､ﾚｿﾄ(1)､ﾅﾐﾋﾞｱ(1)､ｽﾜ
ｼﾞﾗﾝﾄﾞ(1)､ｶﾒﾙｰﾝ(2)､ﾏﾗｳｲ(2)､ﾅｲ
ｼﾞｪﾘｱ(1)
国別上乗：ﾅｲｼﾞｪﾘｱ(1)

平成24年8月1日～
平成24年9月15日

広島県人権男女共同参画課、
(財）広島県女性会議

(財）ひろしま国際センター

アフリカ地域　持続可能な観光開発
(コミュニティﾍﾞｰｽの観光計画立案）
TICADIVﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ

地域別 9
ｴﾁｵﾋﾟｱ(2)､ｼﾞﾝﾊﾞﾌﾞｴ(1)
国別上乗:ｴﾁｵﾋﾟｱ(1)､ｽｰﾀﾞﾝ(2)
有償上乗:ﾎﾞﾘﾋﾞｱ(2)､ﾍﾟﾙｰ(2)

平成24年8月8日～
平成24年9月29日

広島県商工労働局、
(国)広島大学大学院地域経済ｼｽﾃﾑ研究
ｾﾝﾀｰ

(財）ひろしま国際センター

乾燥地における持続的農業のための
土地・水資源の適正管理

集団 12

ﾀﾝｻﾞﾆｱ(1)､ｼﾞﾝﾊﾞﾌﾞｴ(1)､南ｽｰﾀﾞﾝ
(1)､ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ(1)､ｲﾗｸ(1)､ｴﾁｵﾋﾟｱ
(1)､ｻﾞﾝﾋﾞｱ(1)､ｽｰﾀﾞﾝ( )､ｴｼﾞﾌﾟﾄ(1)､
ﾅｲｼﾞｪﾘｱ(1)､ｶﾒﾙｰﾝ(1)
国別上乗:ｽｰﾀﾞﾝ(1)､ｴﾁｵﾋﾟｱ(1)

平成24年8月15日～
平成24年11月23日

(国)鳥取大学農学部・乾燥地研究セン
ター

(国)鳥取大学

アジア地域授業研究による教育の質
的向上

地域別 12
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ(3)､ﾗｵｽ(2)､ﾓﾝｺﾞﾙ(2)､ﾐｬﾝ
ﾏｰ(2)､ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ(1)､ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ(2)

平成24年8月22日～
平成24年9月22日

(国)広島大学大学院国際協力研究科、
(国)岡山大学大学院教育学研究科

JICA直営

平和のための教育
～相互理解の促進をとおして～

集団 11
ﾌｨﾘﾋﾟﾝ(2)､東ﾁﾓｰﾙ(3)､ﾈﾊﾟｰﾙ(2)､
ﾍﾞﾄﾅﾑ(2)､ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ(2)

平成24年8月26日～
平成24年9月27日

(国)広島大学国際センター・教育学研究
科、広島県立教育センター、
広島市教育委員会

(財）ひろしま国際センター

ガスタービン・石炭火力発電
～安定電力供給のためのメンテナンス
技術向上～　（Ｂ）

集団 10
ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ(2)､ﾀﾝｻﾞﾆｱ(1)､ｳｽﾞﾍﾞｷ
ｽﾀﾝ(1)､ｲﾗﾝ(1)､ﾅｲｼﾞｪﾘｱ(2) ､ｴｼﾞﾌﾟ
ﾄ(1) ､ﾐｬﾝﾏｰ(1)､ｲﾗｸ(1)

平成24年9月5日～
平成24年10月20日

(社)海外電力調査会、(株)PET (社)海外電力調査会

中米・カリブ地域 生活排水処理 地域別 7

ｴﾙｻﾙﾊﾞﾄﾞﾙ(1)、ｺｽﾀﾘｶ(1)、ﾊﾟﾅﾏ
(1)、ﾄﾞﾐﾆｶ共和国(1)、ﾆｶﾗｸﾞｱ(1)、
ｸﾞｱﾃﾏﾗ(1)
有償上乗：ｺｽﾀﾘｶ(1)

平成24年9月19日～
平成24年11月2日

東広島市 (財）ひろしま国際センター

研究成果と現場の知見を生かした教
育の質的向上のための政策分析能力
開発

集団 14

ﾌﾞﾙｷﾅﾌｧｿ(2)､ﾊﾟﾌﾟｱ･ﾆｭｰｷﾞﾆｱ(1)､
ﾓﾛｯｺ(2)､ﾆｼﾞｪｰﾙ(2)､ﾅｲｼﾞｪﾘｱ(1)､
ﾊﾟｷｽﾀﾝ(2)､ﾌｨﾘﾋﾟﾝ(2)､ｳｶﾞﾝﾀﾞ(1)､
ｻﾞﾝﾋﾞｱ(1)

平成24年10月24日～
平成24年11月30日

（国）広島大学教育開発国際協力セン
ター（CICE）

（国）広島大学教育開発
国際協力センター（CICE）

アセアン地域
海上保安幹部職員セミナー

地域別 8
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ(1)､ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ(1)､ﾏﾚｰｼｱ
(2)､ﾌｨﾘﾋﾟﾝ (2)､ﾍﾞﾄﾅﾑ( 2)

平成24年10月31日～
平成24年12月8日

海上保安大学校 JICA直営

アフリカ地域（英語圏）
ＩＮＳＥＴ運営管理

地域別 17

ｹﾆｱ(1)、ｻﾞﾝﾋﾞｱ(1)、ｴﾁｵﾋﾟｱ(1)、ﾏﾗ
ｳｲ(2)、ｶﾞｰﾅ(1)、ﾅｲｼﾞｪﾘｱ(1)、ｳｶﾞﾝ
ﾀ(1)、ﾙﾜﾝﾀ(1)、ｼｴﾗﾚｵﾈ(1)
国別上乗:ｹﾆｱ(3)､ｻﾞﾝﾋﾞｱ(2)､ｴﾁｵ
ﾋﾟｱ(2)

平成24年11月20日～
平成24年12月20日

(国)広島大学大学院国際協力研究科、
広島県立教育センター、
広島市教育委員会

JICA直営

中小企業振興政策　（Ｃ） 集団 8
ﾆｶﾗｸﾞｱ(1)､ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ(2)､ﾄﾞﾐﾆｶ共
和国(2)､ｸﾞｱﾃﾏﾗ(1)､ﾒｷｼｺ(2)､ﾊﾟﾗｸﾞ
ｱｲ(2)

平成25年1月15日～
平成25年2月28日

県立広島大学 (財）ひろしま国際センター

バイオマス利用技術普及 集団 8
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ(1)、ｻﾓｱ(1)、ｽﾘﾗﾝｶ(2)、
ﾌｨｼﾞｰ(2)、ﾍﾟﾙｰ(1)、ｺｿﾎﾞ(1)

平成25年1月6日～
平成25年2月8日

（国）広島大学大学院工学研究科 JICA直営

アフリカ地域
初等理数科教授法改善

地域別 13

ﾌﾞﾙｷﾅﾌｧｿ(2)､ｴﾁｵﾋﾟｱ(2)､ｷﾞﾆｱ(1)､
ﾅﾐﾋﾞｱ(1)､ﾆｼﾞｪｰﾙ(2)､ﾅｲｼﾞｪﾘｱ(1)､
ｼｴﾗﾚｵﾈ(1)､ｽﾜｼﾞﾗﾝﾄﾞ(1)､ｻﾞﾝﾋﾞｱ
(2)

平成25年1月6日～
平成25年3月1日

（国）岡山大学大学院教育学研究科 JICA直営

持続可能な地域水産業の実現のため
の漁業者組織育成・指導能力強化

集団 8
ﾐｬﾝﾏｰ(1)､ﾓﾙﾃﾞｨﾌﾞ(1)､ｴﾙｻﾙﾊﾞﾄﾞﾙ
(2)､ﾍﾞﾅﾝ(2)､ｾﾝﾄｸﾘｽﾄﾌｧｰﾈｰﾋﾞｽ
(1)､ｾﾈｶﾞﾙ(1)

平成25年3月31日～
平成25年6月8日

(独)水産大学校 (独)水産大学校
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コース名 タイプ 人数 受入国名 受入期間 主な実施機関 研修委託先

ブラジル　発酵技術 国別 1 ブラジル
平成24年4月17日～
平成24年10月13日

(独)産業総合技術研究所中国センター
(独)産業総合技術
研究所中国センター

バングラデシュ　教科書・カリキュラム 国別 5 バングラデシュ
平成24年5月13日～

平成24年6月2日
(国)広島大学大学院国際協力研究科、
㈱パデコ

(国)広島大学大学院
国際協力研究科、
㈱パデコ

ブラジル　発酵技術 国別 2 ブラジル
平成24年7月29日～
平成24年11月23日

(独)産業総合技術研究所中国センター
(独)産業総合技術
研究所中国センター

ガーナ　理数科教授法改善 国別 12 ガーナ
平成24年7月4日～
平成24年9月7日

（国）岡山大学大学院教育学研究科 JICA直営

イラク
無収水対策及び配水管網整備２

国別 6 イラク
平成24年7月8日～
平成24年8月7日

広島市水道局 広島市水道局

パラグアイ
日本における農協の組織・事業

国別 6 パラグアイ
平成24年9月17日～
平成24年9月28日

全国農業協同組合中央会、
広島県下ＪＡ

JICA直営

モザンビーク　道路維持管理研修 国別 5 モザンビーク
平成24年9月30日～
平成24年10月27日

NEXCO西日本、東広島市 JICA直営

イラク
水利組織及び灌漑管理に関する研修

国別 10 イラク
平成24年9月9日～
平成24年9月29日

かいはつマネジメント かいはつマネジメント

セネガル　授業研究 国別 11 セネガル
平成24年10月17日～

平成24年11月6日
（国）岡山大学大学院教育学研究科

（国）岡山大学大学院
教育学研究科

東ティモール
国立大学工学部能力向上プロジェクト

国別 3 東ティモール
平成24年10月1日～
平成24年10月31日

（国）山口大学大学院理工学研究科
（国）山口大学大学院
理工学研究科

ケニア　水田二毛作振興 国別 6 ケニア
平成24年10月21日～

平成24年11月9日
中国四国農政局、九州農政局 JICA直営

タンザニア
稲作振興のための上級行政官研修

国別 5 タンザニア
平成24年9月30日～
平成24年10月12日

（国）山口大学 （国）山口大学

ボツワナ
ヤトロファにおける育種と栽培生理学

国別 4 ボツワナ
平成24年11月14日～
平成24年12月15日

（国）鳥取大学 （国）鳥取大学

ザンビア
初中等学校における教材研究手法
（理科・数学）

国別 6 ザンビア
平成24年11月18日～

平成24年12月8日
(国)広島大学大学院国際協力研究科、
㈱パデコ

(国)広島大学大学院
国際協力研究科、
㈱パデコ

イラク　送電線の設計技術 国別 9 イラク
平成24年11月26日～
平成24年12月22日

(社)海外電力調査会 (社)海外電力調査会

イラク
日イラク間の知見の共有セミナー

国別 6 イラク
平成24年11月5日～
平成24年11月13日

広島市（国）広島大学 JICA直営

ヨルダン
文化資源を活用した地域住民に裨益
する観光開発

国別 5 ヨルダン
平成24年12月2日～
平成24年12月9日

かいはつマネジメント かいはつマネジメント

中国　面源汚染低減技術 国別 1 中国
平成24年12月3日～
平成24年12月28日

（国）岡山大学大学院環境理工学部
（国）岡山大学大学院
環境理工学部

イラク　廃棄物管理 国別 8 イラク
平成25年2月11日～
平成25年2月22日

広島県(公)県立広島大学 JICA直営

バングラデシュ
初等理数科カリキュラム実施・評価

国別 5 バングラデシュ
平成25年2月3日～
平成25年2月23日

(国)広島大学大学院国際協力研究科、
㈱パデコ

(国)広島大学大学院
国際協力研究科、
㈱パデコ

イラク
行政官UNITAR/JICA共催研修

国別 27 イラク
平成25年3月16日～
平成25年3月29日

UNITAR JICA直営

143国別研修　小計
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コース名 タイプ 人数 受入国名 受入期間 主な実施機関 研修委託先

フィリピン　情報通信技術政策コース 青年 16 　フィリピン
平成24年10月2日～
平成24年10月19日

世界青年徳山友の会 世界青年徳山友の会

カンボジア　初中等理数科教育コース 青年 15 　カンボジア
平成24年10月8日～
平成24年10月25日

島根県地域国際交流協会連合会
島根県地域国際交流
協会連合会

タイ　職業訓練教育コース 青年 15 　タイ
平成24年10月15日～

平成24年11月1日
(社)青年海外協力協会 (社)青年海外協力協会

マレーシア　職業訓練教育コース 青年 17 　マレーシア
平成25年1月14日～
平成25年1月31日

(社)青年海外協力協会 (社)青年海外協力協会

ラオス　都市環境管理コース 青年 11 　ラオス
平成25年1月14日～
平成25年1月31日

宇部環境国際協力協会 宇部環境国際協力協会

74

アフリカ　初中等教育の質的改善
課題別
（長期）

1 マラウイ
2010年9月20日～
平成24年9月19日

（国）広島大学大学院国際協力研究科
（国）広島大学大学院
国際協力研究科

アジア
初中等理数科教育の質的改善

課題別
（長期）

5 ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ
2011年3月22日～
平成25年3月29日

（国）広島大学大学院国際協力研究科
（国）広島大学大学院
国際協力研究科

タンザニア　稲作研究人材育成
国別

（長期）
2 タンザニア

2011年9月25日～
平成25年10月2日

（国）山口大学大学院農学研究科
生物資源科学専攻

（国）山口大学大学院
農学研究科生物資源科
学専攻

アフガニスタン
未来への架け橋・中核人材育成プロ
ジェクト（経済学）

国別
（長期）

1 アフガニスタン
2011年9月25日～
平成25年10月2日

（国）山口大学大学院経済学研究科
（国）山口大学大学院
経済学研究科

ガーナ
財政経済計画省経済官僚キャパシティ
強化

国別
（長期）

1 ガーナ
2010年9月20日～
2014年3月31日

（国）広島大学大学院国際協力研究科
（国）広島大学大学院
国際協力研究科

ルワンダ　初中等教育の質的改善
国別

（長期）
2 ルワンダ

平成24年3月21日～
2014年3月30日

（国）広島大学大学院国際協力研究科
（国）広島大学大学院
国際協力研究科

インドネシア　気候変動対応
国別

（長期）
2 インドネシア

平成24年3月21日～
2015年3月31日

（国）広島大学大学院国際協力研究科
（国）広島大学大学院
国際協力研究科

東ティモール　土木
国別

（長期）
1 東ティモール

平成24年5月28日～
2014年10月2日

（国）山口大学大学院理工学研究科
（国）山口大学大学院
理工学研究科

アフガニスタン
未来への架け橋・中核人材育成プロ
ジェクト（農学）

国別
（長期）

2 アフガニスタン
平成24年9月30日～

2014年10月2日
（国）岡山大学大学院 自然科学研究科

（国）岡山大学大学院
自然科学研究科

アフガニスタン
未来への架け橋・中核人材育成プロ
ジェクト（農学）

国別
（長期）

2 アフガニスタン
平成24年9月25日～

2015年9月30日
（国）島根大学大学院生物資源科学研究科

（国）島根大学大学院
生物資源科学研究科

アフガニスタン
未来への架け橋・中核人材育成プロ
ジェクト（経済学）

国別
（長期）

1 アフガニスタン
平成24年9月30日～

2014年10月2日
（国）山口大学大学院経済学研究科

（国）山口大学大学院
経済学研究科

ベトナム
地すべりモニタリング及び早期警戒シ
ステムに係る研究

国別
（長期）

1 ベトナム
平成24年10月1日～

2014年9月30日
（国）島根大学大学院総合理工学研究科

（国）島根大学大学院
総合理工学研究科

21

理学療法（作業療法）による機能回復
訓練

日系 1 ブラジル
平成24年11月4日～
平成24年12月22日

広島県立障害者リハビリテーション
センター

(財）ひろしま国際センター

観光果樹園経営および果樹栽培技術 日系 1 ブラジル
平成24年11月4日～
平成25年1月12日

平田観光農園 (財）ひろしま国際センター

高品質家畜の効率的・効果的な生産、
繁殖、衛生管理のための獣医・畜産学
的な新ビジョン

日系 1 ペルー
平成24年5月6日～
平成25年2月28日

（国）山口大学共同獣医学部
（国）山口大学
共同獣医学部

3日系研修　小計

青年研修　小計

長期研修　小計
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区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
年間

参加人数

- - - 11 57 36 12 17 20 15 5 -

和太鼓 琴・空手 次郎丸太鼓 玉すだれ
三味線・琴・

民謡
和太鼓 琴・尺八

東広島市民

謡保存会

375

- - 10 - - 27 - - 35 16 - - 88

88

- 2 - - - - 11 - - 14 - -

御園宇小学

校運動会

西条酒祭り

（注1）
とんど祭

世界まるごと体験デー（注2） - - - - - 40 - - - - 16 - 56

- - - 9 - - - - 9 - 6 -

武田中学校

・高等学校

美が丘

小学校

高屋東

小学校

スポーツ交流（注3） 11 20 15 15 3 22 14 27 19 31 31 2 210

- - - - 11 - 1 - 8 1 - - 21

- - - - 7 - 9 - 15 6 - - 37

- - - 10 35 - - 28 8 9 - - 90

504

967

注1：西条酒祭り

注2：世界まるごと体験デー

注3：スポーツ交流

注4：国際理解講座「ねぇ聞いて！私のお国自慢」

注5：ボランティア相談日

注6：クッキング交流会

-

研修員の有志が、母国の紹介を通して市民と交流。

ボランティアによる研修員のための相談デスク開設。

市民と研修員が一緒に料理を作り交流。

- -

43

59

173

広島県東広島市西条駅前周辺で実施されたイベントに、研修員はハッピを着て参加。みだればやし参加や酒蔵め
ぐり他、日本の秋祭りを体験した。

学校訪問 24

平成24年度　研修員福利厚生事業実績

- - - 49

単位：名

事業名

9 18 -- 7

- -8 27

-

- - 6 - 51-

15

-

15 - -

10

-

-

22 -

16

6 7

- - 6

22

- -

7

-

-クッキング交流会（注6）

- - 14 --

-

- -

ボランティア相談日（注5）

日帰りバスツアー(宮島)

地域行事参加

ミニコンサート
(ピアノ･民謡他)

27

399 1- 16-

伝統芸能鑑賞（ロビー・体育館）

小　計

小　計

日
本
文
化
体
験

レ
ク
リ
エ
ー

シ

ョ
ン

地
域
交
流
プ
ロ
グ
ラ
ム

茶道教室

華道教室

着付け教室

幅広い層の市民を対象に、楽しみながら国際理解を深めることが出来るイベントを、研修員の協力も得て開催。

施設使用許可を得たグループと研修員等が体育館等にてスポーツを通して交流。（本事業のみ参加人数にはJICA
研修員以外の海外からの研修員、留学生等を含む。）

-

国際理解講座
「ねぇ聞いて！私のお国自慢」（注4）

小　計

総参加人数

--

書道教室

-

11



研修コース名 研修実施機関名
研修員
人数

実施日
講習
回数

講習
時間数

出席者数
（延べ人数）

持続可能な地域水産業の実現のための漁業者組織育成・
指導能力強化

（独）水産大学校 8 平成24年4月4日 1 2 6

南東欧地域産業振興政策 （公）県立広島大学 7
平成24年6月28日
平成24年7月5日

2 3 8

イラク無収水対策及び配水管網整備 広島市水道局 6 平成24年7月12日 1 2 6

アフリカ地域女性企業家育成支援
広島県人権男女共同参画課、
（財）広島県女性会議

10
平成24年8月10日
平成24年8月13日
平成24年8月15日

3 4.5 29

アフリカ地域持続可能な地域観光振興
（ｺﾐｭﾆﾃｨﾍﾞｰｽの観光計画立案／TICAD IVフォローアップ）

広島市立大学他 9
平成24年8月10日
平成24年8月13日
平成24年8月15日

3 4.5 22

アジア地域授業研究による教育の質的向上
（国）広島大学大学院国際協力研究科、
（国）岡山大学大学院教育学研究科

12
平成24年8月28日
平成24年8月31日
平成24年9月3日

3 4.5 22

「平和のための教育―相互理解の促進をとおして―」 （国）広島大学、（財）ひろしま国際センター 11
平成24年8月31日
平成24年9月3日
平成24年9月6日

3 4.5 33

中米カリブ地域生活排水処理 東広島市 7
平成24年9月24日
平成24年9月25日

2 3 14

研究成果と現場の知見を生かした教育の質的向上のための
政策分析能力開発

（国）広島大学教育開発国際協力センター 14
平成24年10月30日
平成24年10月31日
平成24年11月1日

3 4.5 33

アフリカ地域（英語圏・仏語圏）INSET運営管理（第2回）
（英語）

（国）広島大学大学院国際協力研究科、
広島県立教育センター

17
平成24年11月22日
平成24年11月29日
平成24年12月4日

3 4.5 34

バイオマス利用技術普及 （国）広島大学大学院工学研究科 8
平成25年1月16日
平成25年1月18日
平成25年1月21日

3 4.5 11

109 11コース 27 41.5 218

※夜間講座にて2時間／回、もしくは1.5時間／回

平成24年度　日本語研修実施実績
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（ 1 ）青年海外協力隊新規派遣実績

長期 合計　55名

県名 派遣国 職種 県名 派遣国 職種

エチオピア 電気・電子機器 スリランカ ソーシャルワーカー

セネガル 小学校教諭 エクアドル 理学療法士

マラウイ 理学療法士 カンボジア 小学校教諭

エチオピア 理数科教師 エジプト 手工芸

ザンビア 理数科教師 タイ 日本語教師

ルワンダ 公衆衛生 モロッコ 助産師

グアテマラ 助産師 スリランカ 青少年活動

メキシコ 環境教育 バングラデシュ 小学校教諭

ボツワナ コンピュータ技術 モロッコ 水泳

ラオス 助産師 ケニア 青少年活動

チュニジア 音楽 カメルーン 村落開発普及員

ガーナ 青少年活動 ペルー 環境教育

キリバス 歯科衛生士 ドミニカ共和国 観光業

グアテマラ 栄養士 バングラデシュ 村落開発普及員

ラオス コンピュータ技術 ウガンダ 獣医・衛生

コスタリカ 環境教育 マラウイ 放送技術設備

インド 日本語教師 ニカラグア 青少年活動

ベナン 看護師 ペルー 青少年活動

マレーシア ソーシャルワーカー バヌアツ 看護師

ネパール 作業療法士 チュニジア 環境教育

ホンジュラス 小学校教諭 グアテマラ 野菜栽培

ニカラグア 小学校教諭 タンザニア 理数科教師

ケニア エイズ対策 バングラデシュ 村落開発普及員

ブータン 体育 ケニア 野菜栽培

グアテマラ 環境教育 フィリピン 村落開発普及員

バヌアツ 土木 モザンビーク 農業土木

　 　 キルギス 観光業

　 　 ルワンダ 村落開発普及員

　 　 ホンジュラス 電気・電子設備

短期 合計　4名

県名 派遣国 職種

ウガンダ 食用作物・稲作栽培

エクアドル 養護

バヌアツ 青少年活動

島根 エチオピア 手工芸

島根
8名

鳥取
4名

岡山
14名

広島
14名

山口
15名

平成24年度　JICAボランティア新規派遣実績

鳥取
3名
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（ 2 ）シニア海外ボランティア新規派遣実績

長期 合計　14名

県名 派遣国 職種 県名 派遣国 職種

カンボジア 統計 ガーナ コンピュータ技術

インドネシア 化学・応用化学 メキシコ 電気・電子設備

モロッコ 日本語教師 ベトナム 工業

メキシコ 品質管理 ブータン 水資源開発

ドミニカ共和国 野菜栽培 ヨルダン 品質管理

カンボジア 理数科教師 エチオピア 上下水道

マーシャル 看護師 チリ 日本語教師

短期 合計　2名

県名 派遣国 職種

カンボジア 合気道

ジャマイカ 下水道

（ 3 ）日系社会青年ボランティア新規派遣実績

合計　2名

県名 派遣国 職種

パラグアイ ソーシャルワーカー

ブラジル 日系日本語学校教師

（ 4 ）日系社会シニアボランティア新規派遣実績

合計　1名

県名 派遣国 職種

広島 ブラジル ソーシャルワーカー

（ 5 ）UNV新規派遣実績

合計　1名

県名 派遣国 職種

広島 サモア その他

岡山
2名

広島
2名

岡山
7名

山口
3名

広島
4名

14



国　名 案件名 実施団体名 実施期間

国　名 案件名 実施団体名 実施期間

カンボジア王国 小学校体育科教育振興プロジェクト
特定非営利活動法人
ハート・オブ・ゴールド

平成21年6月25日～
平成24年6月24日

ネパール連邦民主共和国 ナワルパラシ郡4行政村における母子健康改善事業
特定非営利活動法人
AMDA社会開発機構

平成22年11月1日～
平成25年3月31日

中華人民共和国 上海医療福祉関係人材養成事業 社会福祉法人 旭川荘
平成23年9月13日～
平成26年3月31日

（ 3 ）地域提案型

国　名 案件名 実施団体名 実施期間

中華人民共和国 中国寧夏回族自治区農村部等での汚水処理・汚泥・家畜糞尿有効活用 島根県
平成22年6月21日～
平成25年2月28日

モンゴル国
モンゴル中央県・中央病院における妊産婦の健康管理向上プロジェクト
～妊娠高血圧症候群の「予防」「発見」「治療」の技術移転～

鳥取県立中央病院
平成22年5月28日～
平成25年2月28日

カンボジア王国 タケオ州における授業研究による教員の授業能力の向上
ひろしま平和貢献
ネットワーク協議会

平成23年5月19日～
平成26年3月17日

ベトナム社会主義共和国 医療技術支援（循環器疾患領域）
岡山大学病院心臓血管外科、
岡山市

平成23年11月1日～
平成26年3月24日

インドネシア共和国 ブンカリス県における環境改善協力 宇部環境国際協力協会
平成24年11月19日～

平成27年3月31日

平成24年度　草の根技術協力事業実績

（ 1 ）草の根協力支援型

（ 2 ）草の根パートナー型
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内容 場所 実施期間 参加人数

計画・立案コース JICA中国 5月24日～5月25日(2日間） 12人

モニタリング・評価コース JICA中国 9月 6日～9月 7日(2日間) 8人

平成24年度　国際協力担当者のための

PCMを活用したプロジェクト運営基礎セミナー実績
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タイトル　 期日 場所 参加者数 テーマ等

中国５県対象基盤強化研修 平成25年2月24日 広島YMCA 23名
「東日本大震災～NGOはどう動いたか」

（ワーク・ショップ）

タイトル　 期日 場所 参加者数 テーマ等

平成24年度第２回NGO-JICA協議会 平成24年10月19日 広島経済大学セミナーハウス成風館 36名 「国内におけるNGOとJICAの連携：地域連携」

（ 1 ）域内NGO向け研修会

（ 2 ）NGO-JICA協議会

平成24年度　域内NGO向け研修会等
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開
催
県

市町村 事業名 実施日 会場 共催 後援 対象者
参加
人数

岡
山
県

岡山市 おかやまフェアトレードデー！ 5月13日 岡山国際交流センター （財）岡山県国際交流協会 岡山県教育委員会 一般市民 450

酒まつり「みだれ囃子」 10月6日 西条駅周辺 ― ― 一般市民 -

広島中央サイエンスパーク
施設公開2012

10月19日 ひろしま国際プラザ ― ― 一般市民 220

東広島市
生涯学習フェスティバル

11月3・4日 東広島運動公園 ― ― 一般市民 500

Eeach feelingsピースコンサート 8月5日他 基町クレド パセーラ他 Each feelings実行委員会 ― 一般市民 300

Each feelings ピースラン
8月6日～
8月9日

広島原爆ドーム前～
長崎平和祈念公園

Each feelings実行委員会 ― 一般市民 ―

サンフレッチェ広島とSTAND UP 9月21日 エディオンスタジアム広島 サンフレッチェ広島 ― 一般市民 12,000

国際交流・協力の日 11月18日

広島国際会議場、
平和大通り緑地帯
（国際会議場南側）、
平和記念公園

「国際交流・協力の日」実行委
員会、
（財）ひろしま国際センター、
広島市、
（公財）広島平和文化センター、
広島国際会議場

広島県、
広島県教育委員会、
広島市教育委員会、
広島県PTA連合会、
広島市PTA協議会、
広島県高等学校PTA連
合会、
広島県私立中学高等学
校教育後援会、
中国新聞社、
中国放送、
広島テレビ、
広島ホームテレビ、
テレビ新広島、
広島エフエム放送

一般市民 6,850

カンボジア・スタディツアー
2月17日～
2月24日

カンボジア （財）ひろしま国際センター 広島県

18歳以上の広島
県民または県内
に通勤通学され
ている方

17

山
口
県

山口市 山口県国際理解教育研究大会 8月15日 セントコア山口 山口県国際理解教育研究会

山口県教育委員会、
山口市教育委員会、
（財）山口県国際交流協
会

教員 101

平成24年度　市民参加協力事業（連携事業）実績

広
島
県

東広島市

広島市

参加者総数： 20,438 名

実施回数：       10 件
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（鳥取県：25件、島根県：30件、岡山県：32件、広島県：60件、山口県：34件）

県名 件数 実施日 派遣依頼団体 講演対象者
参加
人数

講義内容 講師区分 講師名

1 5月15日 鳥取県立皆生養護学校
幼・小・中・高等部の
幼児児童生徒

57 途上国の生活や文化について JICA職員 石倉　さやか

2 5月23日 鳥取市教育委員会生涯学習課 鳥取市在住者 37 青年海外協力隊等のボランティア体験談 SV 松本　勉

3 6月5日 八頭町立八東中学校 中学2年生 33

JICA事業について
国際協力について
青年海外協力隊等のボランティア体験談
途上国の生活や文化について

国際協力推進員 森木　由加里

4 6月12日 鳥取市教育委員会生涯学習課 鳥取市在住者 28 青年海外協力隊等のボランティア体験談 JOCV 清水　美沙子

5 6月14日 鳥取県立八頭高等学校 高校1年生 16 JICA事業について 国際協力推進員 森木　由加里

6 6月19日 米子市彦名公民館 彦名校区民 40 パプアニューギニアについて JOCV 田中　正之

7 7月2日 琴浦町立赤碕中学校 中学2年生 70
青年海外協力隊等のボランティア体験談
途上国の生活や文化について

JOCV 前田　文美

8 7月22日 鳥取市立修立小学校 小学生および保護者 80 ワークショップ（もし世界が100人の村だったら） 国際協力推進員 森木　由加里

9 7月28日 鳥取県海外子女教育・国際理解教育研究協議会
研究協議会会員
（教職員、一般）

40 途上国の生活や文化について JOCV 谷田　孝之

10 8月3日 鳥取大学尚徳会
附属幼稚園・小・中・
特別支援学校の教
職員

18 JICA事業について JOCV 長谷　洋介

11 8月12日 鳥取地球人クラブ 一般市民 80
青年海外協力隊等のボランティア体験談
途上国の生活や文化について

JOCV 石井　憲和

12 9月6日 鳥取市南人権福祉センター 一般市民 15
JICA事業について
国際協力について
青年海外協力隊等のボランティア体験談

国際協力推進員 森木　由加里

13 9月14日 鳥取市立大正小学校 小学5年生 22
途上国の生活や文化について
国際協力について

国際協力推進員 森木　由加里

14 10月18日 鳥取県国際交流財団 高校1～3年生 42
JICA事業について
青年海外協力隊等のボランティア体験

JOCV 秋山　拓志

15 10月26日 米子市小学校教育研究会理科部会 教職員 75 途上国（セネガル）の文化や生活習慣 JOCV 吉川　善明

16 11月9日 鳥取県立鳥取西高等学校 高校1年生 28 青年海外協力隊等のボランティア体験談 国際協力推進員 森木　由加里

17 12月4日 倉吉北高等学校 教職員 19 青年海外協力隊等のボランティア体験談 国際協力推進員 森木　由加里

18 12月13日 八頭町立八東中学校 中学1年生 47
JICA事業について
青年海外協力隊等のボランティア体験談
国際協力について

国際協力推進員 森木　由加里

19 12月16日 郡家地域児童館 保育所～小学生 45
青年海外協力隊等のボランティア体験談
途上国の生活や文化

国際協力推進員 森木　由加里

20 1月11日 鳥取大学国際開発研究会そうごと 鳥取大学在学生 30
政府開発援助（ODA）について
国際協力について

JICA職員 西宮　宜昭

21 1月17日 倉吉市立久米中学校 中学2年生 31
青年海外協力隊等のボランティア体験談
ワークショップ（世界がもし100人だったら）

国際協力推進員 森木　由加里

22 1月29日 鳥取県立鳥取商業高等学校 高校2年生 80 ワークショップ（フェアトレードについて） 国際協力推進員 森木　由加里

23 2月14日 八頭町立八東中学校 中学3年生 36
JICA事業について
政府開発援助（ODA）について
国際協力について

国際協力推進員 森木　由加里

24 2月24日 鳥取県国際交流財団
小学4～6年生
中学1年生

40 ワークショップ（世界がもし100人だったら） 国際協力推進員 森木　由加里

25 3月1日 北栄町立北条小学校 小学6年生 70 青年海外協力隊等のボランティア体験談 JOCV 前田　文美

平成24年度 国際協力出前講座実績

鳥
取
県

参加者総数： 13,213 名

実施回数：      181 件
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県名 件数 実施日 派遣依頼団体 講演対象者
参加
人数

講義内容 講師区分 講師名

1 5月12日 放送大学島根楽手センター学友会 大学生 15 青年海外協力隊等のボランティア体験談 JOCV 伊藤　理香

2 7月4日 島根県青年海外協力隊を育てる会 会員 26
JICA事業について
青年海外協力隊等のボランティア体験談

国際協力推進員 河野　菜津子

3 7月25日 島根県地域国際交流協会連合会 大学生 37
国際協力について
途上国について
ワークショップ

JOCV 伊藤　理香

4 8月14日 公益財団法人　しまね国際センター 大学生・社会人 7 環境問題ワークショップ 国際協力推進員 河野　菜津子

5 9月5日 松徳幼稚園 園児、職員、保護者 32
国際協力について
青年海外協力隊等のボランティア体験談
途上国の生活や文化について

国際協力推進員 伊藤　理香

6 9月26日 西ノ島町国際交流協会 小学校5・6年生 40
JICA事業について
国際協力について
青年海外協力隊等のボランティア体験談

国際協力推進員 河野　菜津子

7 9月27日 松江市立古江小学校 小学6年生 36
国際協力について
途上国の生活や文化について

国際協力推進員 河野　菜津子

8 9月29日 島根県地域国際交流協会連合会
留学生の
ホストファミリー

25 途上国の生活や文化について 国際協力推進員 河野　菜津子

9 10月3日 ハートピア出雲 施設入居者 12
途上国の生活や文化について
（食べ物・日常会話）

JOCV 河野　菜津子

10 10月18日 大社高等学校 高校1年生 20 外国語力を活かした仕事について 国際協力推進員 伊藤　理香

11 10月22日 ハートピア出雲 施設入居者 15
JICA事業について
途上国の生活や文化について

国際協力推進員 伊藤　理香

12 10月24日 ハートピア出雲 施設入居者 15 途上国の生活や文化について 国際協力推進員 伊藤　理香

13 10月25日 松江市立城北小学校 小学6年生 108 ワークショップ（もし世界が100人の村だったら） 国際協力推進員 伊藤　理香

14 11月10日 インターアウトクラブ指導者講習会 高校1・2年生 65 ワークショップ（貿易ゲーム） 国際協力推進員 伊藤　理香

15 11月28日 ハートピア出雲 施設入居者 20 ブラジルについて（カーニバル・食べ物等） JOCV 家島　雅美

16 11月29日 安来市立第三中学校 中学3年生 65 青年海外協力隊等のボランティア体験談 国際協力推進員 伊藤　理香

17 12月3日 安来市立母里小学校 小学6年生 14 青年海外協力隊等のボランティア体験談 JOCV 奥村　めぐみ

18 12月4日 安来市立第三中学校 中学3年生 65
JICA事業について
青年海外協力隊等のボランティア体験談
途上国の生活や文化について

国際協力推進員 伊藤　理香

19 12月14日 島根県立大学出雲キャンパス
島根県立大学短期
大学部専攻科

30 青年海外協力隊等のボランティア体験談 JOCV 川上　慶子

20 12月21日 ハートピア出雲 施設入居者 20
青年海外協力隊等のボランティア体験談
途上国の生活や文化について

JOCV 家島　雅美

21 1月9日 島根県立大学 大学2～4年生 60
政府開発援助（ODA）について
国際協力について
青年海外協力隊等のボランティア体験談

国際協力推進員 伊藤　理香

22 1月29日 松江市立津田小学校 小学6年生 130
青年海外協力隊等のボランティア体験談
途上国の生活や文化について

JOCV 奥村　めぐみ

23 2月2日 松江市立女子高等学校生徒会 生徒会執行部 17
青年海外協力隊等のボランティア体験談
途上国の生活や文化について

国際協力推進員 伊藤　理香

24 2月7日 島根県立松江高等看護学院 学院2年生 27
国際看護・多文化看護について
国際協力にかかる機関について

JOCV 藤原　利恵

25 2月12日 出雲農林高等学校
家庭クラブ・海外研
究部

18 途上国の生活や文化について JOCV 山下　稚香子

26 2月13日 出雲市立大津小学校 小学3年生 80 青年海外協力隊等のボランティア体験談 JOCV 柳楽　真太郎

27 2月13日 島根県立東部高等技術校 製造業の中堅社員 11 異文化理解について JOCV
山藤　美之
岡　島子

28 2月27日 安来市立飯梨小学校 小学5・6年生 20
国際協力について
青年海外協力隊等のボランティア体験談

JOCV 西坂　恵子

29 3月1日 松江市立古志原小学校 小学6年生 121
国際協力について
青年海外協力隊等のボランティア体験談

国際協力推進員 柳楽　真太郎

島
根
県
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県名 件数 実施日 派遣依頼団体 講演対象者
参加
人数

講義内容 講師区分 講師名

30 3月26日 塩冶第三学童クラブ 学童クラブ在籍児童 24 途上国の生活や文化について 国際協力推進員 西尾　健太郎

1 5月1日 岡山学芸館高等学校
進学ドリームコース
高校1・2年生

90
国際協力について
ワークショップ（もし世界が100人の村だったら）

国際協力推進員 越宗　ゆう子

2 6月16日 吉備中央町立御北小学校
小学1～6年生、保護
者、教職員

92
国際協力について
途上国の生活や文化について
ワークショップ（もし世界が100人の村だったら）

国際協力推進員 河野　菜津子

3 6月25日 倉敷市立児島小学校 小学6年生 238 ワークショップ（もし世界が100人の村だったら） 国際協力推進員 越宗　ゆう子

4 7月10日 世界連邦岡山県協議会
世界連邦岡山県協
議会関係者

51
青年海外協力隊等のボランティア体験談
途上国の生活や文化について

JOCV 黒明　堅一郎

5 7月18日 岡山県立総社南高等学校 高校2年生 55 ワークショップ（もし世界が100人の村だったら） 国際協力推進員 越宗　ゆう子

6 7月22日 高梁市国際交流協議会 小学校6年生 18 ワークショップ（もし世界が100人の村だったら） 国際協力推進員 越宗　ゆう子

7 7月23日 岡山県総合教育センター 高校教職員 16

JICA事業について
政府開発援助（ODA）について
国際協力について
青年海外協力隊等のボランティア体験談
途上国の生活や文化について

国際協力推進員 越宗　ゆう子

8 7月26日 岡山県総合教育センター
小学校・中学校教職
員

27

JICA事業について
政府開発援助（ODA）について
国際協力について
青年海外協力隊等のボランティア体験談
途上国の生活や文化について

国際協力推進員 越宗　ゆう子

9 8月17日 笠岡市教育委員会 学校教育課
笠岡市内の保幼小
中の教職員

14
途上国の生活や文化について
ワークショップ（貿易ゲーム）

国際協力推進員 越宗　ゆう子

10 8月23日 岡山県立南高等学校 高校1～3年生 38 ワークショップ（貿易ゲーム） 国際協力推進員 越宗　ゆうこ

11 8月23日 総社市立新本小学校
総社中学校区内
幼・小・中学校教職
員

73
JICA事業について
青年海外協力隊等のボランティア体験談
途上国の生活や文化について

国際協力推進員 越宗　ゆう子

12 8月24日
総社市人権協議会　西中ブロック　事務局
清音小学校

総社西中学校ブロッ
ク内の保・幼・小・中・
高校教職員及び保護
者

121 青年海外協力隊等のボランティア体験談 JOCV
越宗　ゆう子
木下　史子

13 8月25日 井原市教育委員会生涯学習課
PTA・老人会・公民館
関係者

74 ワークショップ（もし世界が100人の村だったら） 国際協力推進員 越宗　ゆう子

14 8月28日 岡山県立岡山操山中学校 中学3年生 3
青年海外協力隊等のボランティア体験談
途上国の生活や文化について

JOCV 森本　あかね

15 9月12日 岡山市立京山中学校 教職員 50 ワークショップ（貿易ゲーム） 国際協力推進員 越宗　ゆう子

16 9月27日 岡山市立岡山中央小学校 小学3年生 120
青年海外協力隊のボランティア体験談
（キルギス）

国際協力推進員 大井　聡美

17 10月24日 岡山県立勝山高等学校 高校2年生 151 青年海外協力隊等のボランティア体験談 JOCV

近藤　歩美
片岡　徹也
景山　真弓
吉田　絵美

18 11月5日 岡山市立政田小学校 小学6年生 29 青年海外協力隊等のボランティア体験談 JOCV 吉原　久美子

19 11月12日 岡山県立岡山一宮高等学校 高校1・2年生 720 青年海外協力隊等のボランティア体験談 JOCV
片岡　徹也
高橋　一智

20 11月15日 倉敷市立琴浦西小学校 小学6年生 92
国際協力について
青年海外協力隊等のボランティア体験談

JOCV 木下　ふみお

21 11月26日 岡山県高梁日新高等学校 高校2年生 70 途上国の生活や文化について 国際協力推進員 大塚　善久

22 11月27日 岡山県新庄村役場 小学5・6年生 21
JICA事業について
途上国の生活や文化について
ワークショップ（もし世界が100人の村だったら）

国際協力推進員 大井　聡美

23 11月27日 岡山県新庄村役場 新庄村村民 4
青年海外協力隊等のボランティア体験談
途上国の生活や文化について

JOCV 西　進

24 12月8日 倉敷教育センター 倉敷市内教職員 10
青年海外協力隊等のボランティア体験談
ワークショップ

国際協力推進員 大井　聡美

25 12月15日 ライフパーク倉敷 一般市民 8
青年海外協力隊等のボランティア体験談
途上国の生活や文化について

JOCV 石井　幸太

26 12月19日 川崎医療福祉大学 大学1年生 85
JICA事業について
国際協力について
青年海外協力隊等のボランティア体験談

国際協力推進員 大井　聡美

岡
山
県
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県名 件数 実施日 派遣依頼団体 講演対象者
参加
人数

講義内容 講師区分 講師名

27 1月13日 津山工業高等専門学校
高校1年～大学2年
生

81 ワークショップ（貿易ゲーム） 国際協力推進員
森木　由加里
伊藤　理香

28 2月22日 岡山市立京山中学校 中学校2年生 288
JICA事業について
政府開発援助（ODA)について
国際協力について

国際協力推進員 大井　聡美

29 2月25日 中国職業能力開発大学校 専門課程2年生 80 青年海外協力隊等のボランティア体験談 JOCV 林田　未央

30 2月27日 岡山県国際交流協会 一般市民 45

JICA事業について
国際協力について
青年海外協力隊等のボランティア体験談
途上国の生活や文化について

国際協力推進員 大井　聡美

31 3月7日 岡山南高等学校 高校1・2年生 12
国際協力について
青年海外協力隊等のボランティア体験談

JOCV 景山　真弓

32 3月10日 笠岡市立図書館 一般市民 20
青年海外協力隊等のボランティア体験談
途上国の生活や文化について

JOCV 畦坪　克年

1 4月23日 広島大学 大学2年生 40 JICA事業について JICA職員 有田　敏行

2 5月15日 広島市立宇品中学校 中学3年生 240
青年海外協力隊等のボランティア体験談
途上国の生活や文化について

JOCV

上田　愛
来栖　弘幸
野中　俊和
鍵山　彩

3 5月19日 ALL西日本教育フェスタ実行委員会 一般市民 16
国際協力について
青年海外協力隊等のボランティア体験談

国際協力推進員 大塚　善久

4 6月5日 広島女学院高等学校 高校1年生 15
国際協力について
青年海外協力隊等のボランティア体験談
途上国の生活や文化について

国際協力推進員 大塚　善久

5 6月20日 星槎国際高等学校　広島学習センター 高校1・3年生 15 青年海外協力隊等のボランティア体験談 JOCV 増村　雅司

6 7月5日 三原市立本郷中学校 中学3年生 101 青年海外協力隊等のボランティア体験談 JOCV 木村　哲也

7 7月5日 竹原市立忠海中学校 中学1年生 41
JICA事業について
青年海外協力隊等のボランティア体験談
ワークショップ

国際協力推進員
JOCV

大塚　善久
竹内　英祐

8 7月8日
三原市少年少女海外研修・交流実行委員
会

中学2年生・社会人 22
JICA事業について
国際協力について
青年海外協力隊等のボランティア体験談

日青ボ 奥田　麻衣

9 7月10日 広島学院高等学校 高校1年生 15
国際協力について
青年海外協力隊等のボランティア体験談

国際協力推進員 大塚　善久

10 7月11日 広島市立大洲中学校 中学3年生 173
JICA事業について
青年海外協力隊等のボランティア体験談
途上国の生活や文化について

JOCV 上田　愛

11 8月3日
広島県高等学校教育研究会国際理解教
育部会

教職員 15 開発教育の必要性 国際協力推進員 濱長　真紀

12 8月8日 広島県国際理解教育研究協議会 教職員、大学生 50
JICA事業について
ワークショップ

国際協力推進員 濱長　真紀

13 8月19日 ひろしま国際センター 一般市民 24
JICA事業について
青年海外協力隊等のボランティア体験談

国際協力推進員 大塚　善久

14 9月21日 広島市立井口中学校 中学3年生 250 青年海外協力隊等のボランティア体験談 国際協力推進員 濱長　真紀

15 9月25日 広島県立呉三津田高等学校 高校3年生 212
国際協力について
青年海外協力隊等のボランティア体験談
途上国の生活や文化について

国際協力推進員 大塚　善久

16 9月27日 中条学区まちづくり推進委員会
一般市民・小学校
PTA会員

130 青年海外協力隊等のボランティア体験談
国際協力推進員
JOCV

大塚　善久
松尾　昌親

17 9月27日 広島ベトナム平和友好協会 一般市民 78 青年海外協力隊等のボランティア体験談 JOCV 持田　泰子

18 9月28日 広島県立神辺高等学校 高校1年生 201
国際協力について
青年海外協力隊等のボランティア体験談
途上国の生活や文化について

SV
国際協力推進員

前川　衛
大塚　善久

19 10月4日 広島県立賀茂高等学校 高校1年生 295 ワークショップ（もし世界が100人の村だったら） 国際協力推進員 濱長　真紀

20 10月6日 鈴峯女子高等学校 高校1・2年生 52
JICA事業について
青年海外協力隊等のボランティア体験談
途上国の生活や文化について

JOCV 粉川　綾佳

21 10月9日 広島県立呉三津田高校 高校3年生 212
国際協力について
青年海外協力隊等のボランティア体験談
途上国の生活や文化について

JICA職員 森北　裕美

22 10月9日 尾道市立向島中学校 中学1年生 119
国際協力について
青年海外協力隊等のボランティア体験談
途上国の生活や文化について

JOCV 粉川　綾佳

岡
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県
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県名 件数 実施日 派遣依頼団体 講演対象者
参加
人数

講義内容 講師区分 講師名

23 10月13日 広島経済大学国際交流室 大学1～4年生 6
国際協力について
青年海外協力隊等のボランティア体験談
途上国の生活や文化について

国際協力推進員 大塚　善久

24 10月13日 広島市立大学 大学1～4年生 40
国際協力について
途上国の生活や文化について

国際協力推進員 大塚　義久

25 10月17日 広島県立御調高等学校 高校1～3年生 156
国際協力について
青年海外協力隊等のボランティア体験

国際協力推進員 大塚　善久

26 10月23日 福山市立大谷台小学校 小学1～3年生 115
青年海外協力隊等のボランティア体験談
途上国の生活や文化について

JOCV 松尾　昌親

27 10月26日 広島修道大学 大学1・2年生 81

政府開発援助（ODA）について
国際協力について
青年海外協力隊等のボランティア体験談
途上国の生活や文化について

国際協力推進員 大塚　善久

28 10月27日 安田女子中学高等学校 中学3年生 7
国際協力について
途上国の生活や文化について

国際協力推進員 大塚　善久

29 11月1日 広島市立亀山中学校 中学3年生 220

JICA事業について
政府開発援助（ODA)について
国際協力について
青年海外協力隊等のボランティア体験談

JOCV 粉川　綾佳

30 11月1日 尾道市立因北小学校 小学6年生 51
国際協力について
ワークショップ

国際協力推進員 大塚　善久

31 11月1日 広島県立広島井口高等学校 高校3年生 320 途上国の生活や文化について JOCV 綱本　麻希

32 11月5日 広島市立五日市小学校 小学5年生 135
途上国の生活や文化について
ワークショップ

国際協力推進員
JOCV

濱長　真紀
粉川　綾佳

33 11月8日 ノートルダム清心中学校 中学2年生 90

政府開発援助（ODA）について
国際協力について
青年海外協力隊等のボランティア体験談
途上国の生活や文化について

JOCV
JOCV

谷口　京子
原田　朋枝

34 11月15日 ノートルダム清心中学校 中学2年生 90

政府開発援助（ODA）について
国際協力について
青年海外協力隊等のボランティア体験談
途上国の生活や文化について

JOCV
JOCV

谷口　京子
原田　朋枝

35 11月15日 広島県立三原東高等学校 高校2年生 100 国際協力について 国際協力推進員 大塚　善久

36 11月17日 ほんごう国際交流協会 国際交流協会員 40
青年海外協力隊等のボランティア体験談
途上国の生活や文化について

国際協力推進員 大塚　善久

37 11月22日 広島県立三原東高等学校 高校2年生 104 青年海外協力隊等のボランティア体験談 JOCV 松尾　昌親

38 11月29日 三原市立深小学校 小学1～6年生 91
青年海外協力隊等のボランティア体験談
途上国の生活や文化について

国際協力推進員 大塚　善久

39 12月4日 安芸高田市立船佐小学校 小学5・6年生 28
青年海外協力隊等のボランティア体験談
途上国の生活や文化について

国際協力推進員 大塚　善久

40 12月6日 広島市立大学 大学1～4年生 250
JICA事業について
政府開発援助（ODA）について
国際協力について

国際協力推進員
JOCV
JOCV

大塚　善久
綱本　麻希
松尾　昌親

41 1月18日 福山市立千年中学校 中学1年生 87
青年海外協力隊等のボランティア体験談
途上国の生活や文化について

国際協力推進員 大塚　善久

42 1月21日 広島大学大学院生物圏科学研究所 大学1年生 80
JICA事業について
政府開発援助（ODA)について
国際協力について

JICA職員 梯　太郎

43 1月24日 広島県立西条農業高等学校 高校1・2年生 514
青年海外協力隊等のボランティア体験談
途上国の生活や文化について

国際協力推進員 大塚　善久

44 1月28日 広島大学大学院生物圏科学研究科 大学1年生 80 青年海外協力隊等のボランティア体験談 JOCV 木村　哲也

45 1月29日 広島市医師会看護専門学校 専門課程1年生 104

JICA事業について
国際協力について
青年海外協力隊等のボランティア体験談
途上国の生活や文化について

JOCV
JOCV

隅田　さやか
沖　みゆき

46 1月31日 ラボテック株式会社 社員 85
青年海外協力隊等のボランティア体験談
途上国の生活や文化について

国際協力推進員 大塚　善久

47 1月31日 広島県立福山葦陽高等学校 高校2年生 22
JICA事業について
青年海外協力隊等のボランティア体験談
ボランティア体験談

国際協力推進員 大塚　善久

48 1月31日 呉市立呉高等学校 高校1年生 168

JICA事業について
国際協力について
青年海外協力隊等のボランティア体験談
途上国の生活や文化について

国際協力推進員
JOCV

大塚　善久
服部　美樹子

広
島
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49 2月6日 山中学園如水館中学校 中学1年生 56 青年海外協力隊等のボランティア体験談 国際協力推進員 大塚　善久

50 2月7日 安芸高田市立可愛小学校 小学6年生 26
国際協力について
青年海外協力隊等のボランティア体験談
途上国の生活や文化について

国際協力推進員 大塚　善久

51 2月7日 安芸高田市立甲田中学校 中学1年生 41 私たちにできる国際協力 国際協力推進員 大塚　善久

52 2月7日 三原市立宮浦中学校 中学2年生 95 青年海外協力隊等のボランティア体験談 JOCV 奥田　麻衣

53 2月13日 東広島市立入野小学校 小学6年生 30 青年海外協力隊等のボランティア体験談 JOCV 木村　哲也

54 2月16日 広島市福田公民館 一般市民 7 青年海外協力隊等のボランティア体験談 国際協力推進員 濱長　真紀

55 2月17日 青少年育成君田町民会議
小学5年～中学3年
・一般市民

140 青年海外協力隊等のボランティア体験談 JOCV 服部　美樹子

56 2月19日 大竹市立大竹小学校 小学5年生 114

JICA事業について
政府開発援助（ODA)について
国際協力について
ワークショップ

JOCV 服部　美樹子

57 2月26日 広島市医師会看護専門学校
看護専門学校医療
専門課程1年生

104
看護師として国際協力に貢献していくための活
動の実際や実践の基礎的知識を学ぶ。
国際協力の現状や実際についての理解

JOCV 隅田　さやか

58 3月1日 広島県三次市立三良坂中学校 中学1～3年生 91
国際協力について
途上国の生活や文化について
ワークショップ（もし世界が100人の村だったら）

国際協力推進員 濱長　真紀

59 3月7日 廿日市市立宮内小学校 小学6年生 78
JICA事業について
青年海外協力隊等のボランティア体験談

国際協力推進員 濱長　真紀

60 3月9日 広島市福田公民館 一般市民 10 青年海外協力隊等のボランティア体験談 JOCV 網本　麻希

1 4月5日 山口県立大学 大学1年生 84
途上国の生活や文化について
ワークショップ

国際協力推進員 森　友愛

2 4月10日 下関市立大学学生有志サークルWSK 大学生 7 途上国の生活や文化について 国際協力推進員 森　友愛

3 4月20日 岩国市役所 一般市民 20 青年海外協力隊等のボランティア体験談 JOCV 藤井　陽見

4 4月22日 「小さな親切」運動小野田支部 一般市民 30 青年海外協力隊等のボランティア体験談 JOCV 高森　靖

5 4月27日 下関市立大学学生有志サークルWSK 大学生 38 国際協力について 国際協力推進員 森　友愛

6 6月3日
周防大島町立東和中学校コミュニティ・ス
クール

中学1～3年生 150
青年海外協力隊等のボランティア体験談
ワークショップ（もし世界が100人の村だったら）

国際協力推進員
JOCV

森　友愛
平木　てる子

7 6月8日 日本国際連合協会山口県本部 一般市民 25 青年海外協力隊等のボランティア体験談 JOCV 高森　靖

8 6月14日 防府市立桑山中学校 中学1年生 230
国際協力について
青年海外協力隊等のボランティア体験談
途上国（マレーシア）の生活や文化について

国際協力推進員 森　友愛

9 6月28日 宇部市立神原小学校 小学5年生 50 青年海外協力隊等のボランティア体験談 国際協力推進員 森　友愛

10 8月3日 美祢市企画政策課
中学3年生・一般市
民

10 途上国（マレーシア）の生活や文化について 国際協力推進員 森　友愛

11 8月9日 山口県国際交流協会 大学生 5
JICA事業について
国際協力について
青年海外協力隊等のボランティア体験談

国際協力推進員 森　友愛

12 8月10日
（公財）山口県人づくり財団　生涯学習推
進センター

県内小学5・6年生、
中学1･2年生

74
青年海外協力隊等のボランティア体験談
途上国の生活や文化について

JOCV 松浦　和子

13 9月13日 山口県国際交流協会 大学生 4
JICA事業について
国際協力について
青年海外協力隊等のボランティア体験談

国際協力推進員 森　友愛

14 9月25日 美祢市商工会青年部 一般市民 18
青年海外協力隊等のボランティア体験談
途上国の生活や文化について

JOCV 高森　靖

15 9月28日 防府市立富海中学校 中学1～3年生 33 ワークショップ（貿易ゲーム） 国際協力推進員 森　友愛

16 10月12日 山口市立白石小学校 小学6年生 103 ワークショップ（もし世界が100人の村だったら） 国際協力推進員 森　友愛

17 10月18日 下関市商工会議所 山口県内企業 40 青年海外協力隊等のボランティア体験談 JOCV
森重　仁志
吉松　茉莉
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18 10月25日 山口市立鋳銭司小学校 小学1～6年生 120
青年海外協力隊等のボランティア体験談
途上国の生活や文化について

JOCV 水野　雅子

19 11月6日 山口大学経済学部 大学生 140
JICA事業について
青年海外協力隊等のボランティア体験談

国際協力推進員 森　友愛

20 11月8日 平生町立平生中学校 中学3年生 112
青年海外協力隊等のボランティア体験談
途上国の生活や文化について

JOCV 西岡　範朗

21 11月20日 山口県立萩看護学校 看護学科3年生 23

JICA事業について
政府開発援助について
国際協力について
青年海外協力隊等のボランティア体験談

JOCV 田中　和子

22 12月10日 防府市立富海中学校 中学3年生 12 青年海外協力隊等のボランティア体験談 JOCV 黒田　絵美

23 12月18日 YIC看護福祉専門学校 看護学科3年生 34
国際社会の現状と国際看護活動の課題
異文化理解と国際看護活動
国際看護活動の実態

JOCV 藤村　美都子

24 1月16日 宇部市立鵜ノ島小学校 小学5・6年生 62 青年海外協力隊等のボランティア体験談 国際協力推進員 森　友愛

25 1月17日 美祢市立豊田前小学校 小学6年生 20
国際協力について
途上国の生活や文化について

国際協力推進員 森　友愛

26 1月18日 高教研社会部会徳山地区研究協議会 教職員 8
政府開発援助（ODA）について
途上国の生活や文化について

JOCV 橋本　憲治

27 1月23日 宇部市立上宇部小学校 小学4・5・6年生 44
青年海外協力隊等のボランティア体験
途上国の生活や文化について

JOCV 松浦　和子

28 1月25日 山口県立響高等学校 全学年 230
国際協力について
青年海外協力隊等のボランティア体験談

JICA職員
国際協力推進員

梯　太郎
森　友愛

29 2月7日 山口県作業療法士会 作業療法士 25
JICA事業について
青年海外協力隊等のボランティア体験談
途上国の生活や文化について

JOCV 鈴鹿　俊之

30 2月21日 山口県立萩看護学校 看護学科2年生 41

JICA事業について
政府開発援助（ODA)について
国際協力について
青年海外協力隊体験談
途上国の生活や文化について
ワークショップ（もし世界が100人の村だったら）

国際協力推進員 森　友愛

31 2月22日 宇部市立恩田小学校 小学6年生 100 青年海外協力隊等のボランティア体験談 国際協力推進員 森　友愛

32 2月23日 山口県国際交流協会 一般市民 35
青年海外協力隊等のボランティア体験談
途上国（マレーシア）の生活や文化について

国際協力推進員 森　友愛

33 3月9日 防長青年館 一般市民 52 青年海外協力隊等のボランティア体験談 国際協力推進員 森　友愛

34 3月12日 山口県立徳山北高等学校 高校1・2年生 12 青年海外協力隊等のボランティア体験談 JOCV 橋本　憲治

山
口
県

※ ＪＯＣＶ：青年海外協力隊

日青ボ ：日系社会青年ボランティア

ＳＶ ：シニア海外ボランティア

日系ＳＶ：日系社会ボランティア
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訪問者総数： 2,312 名

訪問件数：      47 件

（鳥取県：0件、島根県：1件、岡山県：8件、広島県：36件、山口県：2件）

NO. 実施日 県名 訪問団体 訪問者
訪問
者数

内容

1 4月23日 広島県 広島県立御調高等学校 高校2年生 54 JICA事業紹介、ワークショップ、ランチバイキング

2 5月9日 岡山県 山陽女子中学校 中学2年生 59
JICA事業紹介、ワークショップ、民族衣装・楽器の体験、
ランチバイキング

3 6月6日 広島県 広島大学附属東雲中学校 中学3年生 83
JICA事業紹介、JICAボランティア等の体験談、
ワークショップ、館内見学、民族衣装・楽器の体験、
ランチバイキング

4 6月19日 岡山県 岡山県倉敷古城池高等学校 高校1年生 343
JICA事業紹介、JICAボランティア等の体験談、
ワークショップ、館内見学、民族衣装・楽器の体験、
ランチバイキング

5 7月10日 広島県 広島県立黒瀬特別支援学校 高等部1年生 23 ワークショップ、ランチバイキング

6 7月12日 広島県 三原市本郷中学校 中学3年生 107
JICA事業紹介、JICAボランティア等の体験談、
ワークショップ、館内見学、民族衣装・楽器の体験

7 7月13日 広島県 広島県立黒瀬特別支援学校 高等部1年生 23
ワークショップ、館内見学、民族衣装・楽器の体験、
ランチバイキング

8 7月13日 岡山県 岡山県立林野高等学校 高校1～3年生 35
JICA事業紹介、JICAボランティア等の体験談、ワークショッ
プ、館内見学、民族衣装・楽器の体験、ランチバイキング

9 7月19日 広島県 広島県立広島井口高等学校 高等部2年生 45
JICA事業紹介、JICAボランティア等の体験談、ワークショッ
プ、館内見学、民族衣装・楽器の体験、ランチバイキング

10 8月3日 広島県 東広島ボランティアガイドの会 30～70歳代 49 JICA事業紹介、館内見学

11 8月9日 岡山県 岡山県庁 県職員 2 館内見学

12 8月10日 山口県 大島商船高等専門学校 高専3～5年生 7
JICA事業紹介、JICAボランティア等の体験談、ワークショッ
プ、館内見学、民族衣装・楽器の体験、ランチバイキング

13 8月17日 岡山県 岡山市青年協議会 高校・大学生 15 JICA事業紹介、ワークショップ、ランチバイキング

14 8月21日 広島県
東広島熟年大学（東広島市社会福
祉協議会）

受講生 26 JICA事業紹介、館内見学

15 8月27日 広島県 福山市立伊勢丘小学校 小学5年生 118
JICA事業紹介、ワークショップ、館内見学、民族衣装・楽器
の体験、ランチバイキング

16 8月28日 広島県
ＪＩＣＡ中国①夏休み親子講座 　 親
子でつくる自分だけの世界地図

県内の親子 40 ワークショップ、民族衣装・楽器の体験、ランチバイキング

17 8月29日 広島県
ＪＩＣＡ中国②夏休み親子講座 　 親
子でつくる自分だけの世界地図

県内の親子 40 ワークショップ、民族衣装・楽器の体験、ランチバイキング

18 9月14日 広島県 広島県安芸高田市吉田中学校 中学1年 103
JICA事業紹介、JICAボランティア等の体験談、ワークショッ
プ、館内見学、民族衣装・楽器の体験、ランチバイキング

19 9月18日 広島県 広島県立三和小学校 小学5年生 26
JICA事業紹介、JICAボランティア等の体験談、館内見学、
民族衣装・楽器の体験、ランチバイキング

20 9月20日 広島県 呉市立宮原中学校 中学2年生 50
JICA事業紹介、JICAボランティア等の体験談、ワークショッ
プ、館内見学、民族衣装・楽器の体験、ランチバイキング

21 9月21日 広島県 三次市立田幸小学校 小学4.5年生 24
JICA事業紹介、JICAボランティア等の体験談、ワークショッ
プ、館内見学、民族衣装・楽器の体験、ランチバイキング

22 9月21日 広島県 三次市立吉舎中学校 中学3年生 51
JICA事業紹介、JICAボランティア等の体験談、ワークショッ
プ、民族衣装・楽器の体験

23 9月22日 岡山県 倉敷市国際交流協会 小学生 42
JICA事業紹介、ワークショップ、館内見学、民族衣装・楽器
の体験、ランチバイキング

平成24年度　JICA中国施設見学受入実績
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NO. 実施日 県名 訪問団体 訪問者
訪問
者数

内容

24 9月25日 広島県 尾道市立因北中学校 中学3年生 65
JICA事業紹介、JICAボランティア等の体験談、ワークショッ
プ、民族衣装・楽器の体験、ランチバイキング

25 9月27日 山口県 高水高等学校付属中学校 中学3年生 59
JICA事業紹介、JICAボランティア等の体験談、ワークショッ
プ、館内見学、民族衣装・楽器の体験、ランチバイキング

26 10月4日 広島県 三次市立神杉小学校 小学5.6年生 44
JICA事業紹介、ワークショップ、民族衣装・楽器の体験、
ランチバイキング

27 10月16日 広島県 広島中学校 中学3年生 2 JICA事業紹介（職場体験）

28 10月16日 広島県
広島県立西条特別支援学校
小学部①

小学6年生 7 館内見学、民族衣装・楽器の体験

29 10月19日 広島県
広島県立西条特別支援学校
小学部②

小学5.6年生 4 館内見学、民族衣装・楽器の体験

30 10月23日 広島県 庄原市立総領小学校 小学5.6年生 39 JICAボランティア等の体験談、ランチバイキング

31 11月9日 広島県
三次市社会福祉協議会
三良坂支所

一般 15 JICA事業紹介、館内見学

32 11月9日 広島県 福山市立東朋中学校 中学3年生 161
JICAボランティア等の体験談、ワークショップ、館内見学、
民族衣装・楽器の体験、ランチバイキング

33 11月10日 広島県
広島大学ががら第一職員宿舎
子供会

小学1～6年生 23 JICA事業紹介、ワークショップ、民族衣装・楽器の体験

34 11月22日 岡山県 岡山県立倉敷天城中学校 中学2年生 76
JICA事業紹介、JICAボランティア等の体験談、館内見学、
民族衣装・楽器の体験、ランチバイキング

35 11月26日 広島県 三次市立布野中学校 中学1年生 13 ワークショップ、民族衣装・楽器の体験、ランチバイキング

36 11月27日 広島県 広島県立忠海高等学校 高校1年生 27 ワークショップ

37 11月29日 広島県 広島大学大学院教育研究科 大学院1年生 14
JICA事業紹介、JICAボランティア等の体験談、館内見学、
ランチバイキング

38 12月1日 島根県
島根県立大学総合政策学部
佐藤ゼミ

大学2年生 14 JICA事業紹介、ワークショップ、ランチバイキング

39 12月6日 広島県 東広島市立三ツ城小学校 小学5年生 150
JICA事業紹介、JICAボランティア等の体験談、民族衣装・
楽器の体験、ランチバイキング

40 12月25日 広島県 チャレンジハイスクール
広・呉・賀茂・三次・庄
原の高校１～３年生

20 JICA事業紹介、館内見学、ランチバイキング

41 1月30日 広島県 東広島市立西条中学校 中学2年生 3 JICA事業紹介（職場体験）

42 2月9日 岡山県 岡山県岡山一宮高等学校 高校1.2年生 60
JICA事業紹介、JICAボランティア等の体験談、ワークショッ
プ、館内見学、民族衣装・楽器の体験、ランチバイキング

43 2月19日 広島県 安芸高田市立高宮中学校 中学3年生 34
JICA事業紹介、JICAボランティア等の体験談、ワークショッ
プ、館内見学、民族衣装・楽器の体験、ランチバイキング

44 2月20日 広島県 三次市立川地中学校 中学2年生 22 JICAボランティア等の体験談、民族衣装・楽器の体験

45 2月28日 広島県 広島県三原特別支援学校 高校1年生 36
JICA事業紹介、JICAボランティア等の体験談、
民族衣装・楽器の体験、ランチバイキング

46 3月12日 広島県 武田中学校 中学1年生 50 ワークショップ、民族衣装・楽器の体験、ランチバイキング

47 3月18日 広島県 むぎわらぼうし子供園 就学前児童 9 民族衣装・楽器の体験
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実施日： 平成24年6月17日（日）

会　場： ＪＩＣＡ中国

参加者： 70名（鳥取県：1名、島根県：2名、岡山県：3名、広島県：56名、山口県：8名）

実施日： 平成25年1月26日（土）

会　場： ＪＩＣＡ中国

参加者： 36名（島根県：1名、岡山県：5名、広島県：26名、山口県：3名、北海道：1名）

テーマ ： 「本当に伝えたいことを子どもたちにどう伝えるか」

平成24年度　国際理解教育研修会

国際理解教育研修会（第1回）

テーマ ： 「国際理解教育研修会 - ESDの視点を取り入れた実践方法」

国際理解教育研修会（第2回）
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応 募 者：  12 名

派遣教師：　 8 名

国内事前研修 海外研修期間 国内事後研修 派遣国 氏名 都道府県名 学校名

大森　洋介 岡山県 岡山県備前市立片山小学校

中田　加奈恵 岡山県 岡山市立石井中学校

兼田　幸恵 岡山県 岡山大学教育学部付属中学校

6月16日～ 8月6日～ 北原　和明 岡山県 岡山大学教育学部付属小学校

6月17日 8月14日 東　京子 岡山県 岡山県立岡山城東高等学校

下川　聖子 広島県 尾道市立向島中学校

西　裕子 岡山県 倉敷市立琴浦西小学校

門西　由佳 広島県 大竹市立大竹小学校

平成24年度　教師海外研修実績

【第1回】
9月8日

【第2回】
1月26日

（第2回国際理解教育研
修会　　任意参加）

ベトナム（8名）
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県名 連携先 実施時期 主な連携内容

鳥取県教育委員会 開発教育支援事業にかかる後援名義習得

鳥取県海外子女教育・国際理解教育研究協議会 7月28日 国際理解教育講座（40名参加）への講師派遣

鳥取大学尚徳会 8月3日 国際理解教育講座（18名参加）への講師派遣

米子市小学校教育研究会 10月26日 国際理解教育講座（75名参加）への講師派遣

倉吉北高等学校 12月4日 国際理解教育講座（19名参加）への講師派遣

島根県 島根県教育委員会 開発教育支援事業にかかる後援名義習得

岡山県教育委員会 開発教育支援事業にかかる後援名義習得

岡山県総合教育センター 7月23日 国際理解教育講座（16名参加）への講師派遣

岡山県総合教育センター 7月26日 国際理解教育講座（27名参加）への講師派遣

岡山県笠岡市教育委員会 8月17日 国際理解教育講座（14名参加）への講師派遣

総社市新本小学校 8月23日 国際理解教育講座（73名参加）への講師派遣

総社市人権協議会 8月24日 国際理解教育講座（121名参加）への講師派遣

井原市教育委員会生涯学習 8月25日 国際理解教育講座（74名参加）への講師派遣

岡山市立京山中学校 9月12日 国際理解教育講座（50名参加）への講師派遣

倉敷教育センター 12月8日 国際理解教育講座（4名参加）への講師派遣

広島県教育委員会 開発教育支援事業にかかる後援名義習得

広島市教育委員会 開発教育支援事業にかかる後援名義習得

広島県高等学校教育研究会　国際理解教育部会 8月3日 国際理解教育講座（15名参加）への講師派遣

広島国際理解教育研究協議会 8月8日 国際理解教育講座（50名参加）への講師派遣

広島県教育センター 8月20・21日 専門研修講座「国際理解教育」

広島県教育センター 8月27日 専門研修講座「外国語活動」

山口県教育委員会 開発教育支援事業にかかる後援名義習得

山口県国際理解教育研究会 8月15日 国際理解教育研究大会

高教研社会部会徳山地区 1月18日 国際理解教育講座（8名参加）への講師派遣

平成24年度　教育行政及び教員組織との連携実績

岡山県

広島県

鳥取県

山口県
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実 施 日 ：平成24年7月27日（金）～平成24年7月28日（土）

会 場 ：ひろしま国際プラザ (JICA中国国際センター）

参 加 グ ル ー プ ： 8グループ

学 校 数 ： 6校

参 加 生 徒 数 ： 30名

学年 人数

岡山学芸館高等学校（グループ①） 1・3 5

岡山学芸館高等学校（グループ②） 3 5

岡山学芸館高等学校（グループ③） 2 3

岡山県立総社南高等学校 2 4

岡山県立倉敷南高等学校 2 3

岡山県立八掛高等学校 1 4

広島県 福山市立福山高等学校 3 1

山口県 誠英高等学校 2 5

実 施 日 ：平成24年3月15日（金）～平成24年3月16日（土）

会 場 ：ひろしま国際プラザ (JICA中国国際センター）

参 加 グ ル ー プ ： 9グループ

学 校 数 ： 8校

参 加 生 徒 数 ： 30名

学年 人数

鳥取県 鳥取城北高等学校 2 1

島根県 島根県立出雲高等学校 2 3

岡山学芸館高等学校 2 5

岡山県立総社南高等学校 2 1

武田高等学校（グループ①） 1・2 5

武田高等学校（グループ②） 1・2 5

ＫＴＣ中央高等学院広島キャンパス 1・2 3

広島県立尾道東高等学校 2 4

山口県 誠英高等学校 2 3

広島県

平成24年度　高校生国際協力体験プログラム

県名
参加生徒

【夏の陣】

岡山県

学校名

【春の陣】

県名 学校名
参加生徒

岡山県
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国際協力特別賞

1年 小橋　遥華 真実を知る

国内機関長賞

学校法人米子永島学園
米子松陰高等学校

2年 夜見　あつき 世界を変える瞬間

3年 黒澤　圭一 僕たちの世代と災害

佳作

岡山県立総社南高等学校 2年 奥野　七海 戦争と将来の夢

岡山県立岡山操山高等学校 1年 貝貫　史乃 中国総領事館を訪ねて

特別学校賞

学校法人森教育学園岡山学芸館高等学校

岡山県立総社南高等学校

学校賞

島根県立浜田高等学校

岡山県立倉敷鷲羽高等学校

広島県立安芸府中高等学校

呉港高等学校

広島県立西条農業高等学校

学校法人森教育学園
岡山学芸館高等学校

【学校賞】

平成24年度　JICA国際協力中学生・高校生エッセイコンテスト2012

(募集期間：2012年6月14日～9月14日)

【個人賞】

就実高等学校

高校生の部 入賞（個人・学校）
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国際協力特別賞

3年 西川　由依子 一杯のカルピス

国内機関長賞

島根大学教育学部附属中学校 3年 中釜　遥 交流を通して知る

岡山大学教育学部附属中学校 2年 米田　彩可 戦争を伝える世代交代

呉市立呉中央中学校 3年 中原　麻里藻 ランドセルに思いを込めて

佳作

岡山大学教育学部附属中学校 1年 杉山　友梨 私の気持ちのおすそわけ

福山市立鷹取中学校 3年 井上　美希 ベトナムからの手紙

福山市立福山中学校 2年 新宮　香月 世界をつなぐチョコレート

福山市立福山中学校 2年 永山　美里 一言の勇気

広島学院中学校 1年 矢吹　海路 ぼくに出来ること―経済発展の影で―

広島県立広島中学校 1年 川崎　華奈子 これからの世界を創る私たちが心得ておくべきこと

3年 山田　こなみ 最後の声として

呉市立昭和中学校 2年 山田　雄太 我が家の節電

特別学校賞

岡山市立興除中学校 広島学院中学校

広島市立似島中学校 広島市立宇品中学校

広島市立亀山中学校

学校賞

鳥取市立桜ケ丘中学校 福山市立鷹取中学校

琴浦町立赤碕中学校 福山市立福山中学校

松江市立湖北中学校 三原市立幸崎中学校

岡山市立芳田中学校 熊野町立熊野中学校

学校法人関西学園岡山中学校 広島市立牛田中学校

岡山市立富山中学校 広島市立古田中学校

岡山市立西大寺中学校 広島市立船越中学校

備前市立備前中学校 広島市立矢野中学校

倉敷市立連島中学校 廿日市市立宮島中学校

防府市立右田中学校 広島市立亀崎中学校

国立大学法人山口大学教育学部附属山口中学校 広島県立広島中学校

萩光塩学院中学校

宇部市立厚南中学校

長門市立三隅中学校

【学校賞】

平成24年度　JICA国際協力中学生・高校生エッセイコンテスト2012

(募集期間：2012年6月14日～9月14日)

【個人賞】

広島市立亀山中学校

学校法人関西学園岡山中学校

　中学生の部 入賞（個人・学校）
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行事名<団体名> 訪問国 海外渡航期間 人数

日本センター訪問
　＜広島県議会＞

ウズベキスタン
カザフスタン

平成24年5月8日
～5月16日

5

JICA在外事務所訪問、JICAプロジェクトサイト見学
　＜広島大学＞

フィリピン
平成24年8月19日

～8月26日
7

JICA在外事務所訪問、青年海外協力隊員との懇談
　＜広島なぎさ高等学校＞

パラオ
平成24年7月24日

～7月29日
25

JICA在外事務所訪問、青年海外協力隊員との意見交換
　＜広島大学　生物生産学部＞

フィリピン
平成24年8月19日

～8月25日
20

JICA在外事務所訪問
　＜広島大学　教育・国際室国際交流グループ
       G.ecboプログラム事務局＞

インドネシア
平成24年9月29日

～10月2日
2

JICA在外事務所訪問
　＜中外テクノス(株)＞

ベトナム
平成24年10月15日

～10月20日
3

JICA在外事務所訪問
　＜三菱UFJﾘｻｰﾁ＆ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ(株)＞

ベトナム
平成24年11月4日

～11月10日
4

JICA在外事務所訪問、協力隊員任地訪問
　＜広島大学　教育・国際室国際交流グループ＞

ザンビア
平成25年2月8日

～2月24日
1

JICA在外事務所訪問、協力隊員任地訪問、
JICAプロジェクトサイト見学
　＜鳥取大学医学部＞

マラウイ
平成24年10月17日

～10月27日
2

参加者総数： 69 名

（8月20日）
青年海外協力隊員との意見交換
（8月24日）
JICA在外事務所訪問

（10月1日）
JICA在外事務所訪問

3名

（2月8日）
JICA在外事務所訪問
（2月11日）
協力隊員任地訪問

西条中学校

平成24年度　海外視察等に関する支援・便宜供与実績

（10月17日）
JICA在外事務所訪問
（10月18日～26）
協力隊員任地訪問、
JICAプロジェクトサイト見学

内容

（5月10日）ウズベキスタン
日本センター訪問希望
（5月14日）カザフスタン
日本センター訪問希望

（10月17日）
JICA在外事務所訪問

（11月5日）
JICA在外事務所訪問

実施回数：    9 件

広島県立広島中学校 2名

学校名

（8月22日）
JICA在外事務所訪問
JICAプロジェクトサイト見学

（7月26日）
青年海外協力隊員との懇談
JICA在外事務所訪問

平成25年1月30日

平成24年10月16日～10月18日

平成24年度　職業体験受入実績

受入生徒数受入日
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年度 派遣国 派遣期間 派遣記者

平成15年度
メキシコ
パラグアイ

平成15年8月31日～
平成15年9月5日

読売新聞社 鳥取支局
井口 馨　記者

「地球の裏側から」(全5回）読売新聞鳥取版掲載

平成16年度
ベトナム
フィリピン

平成16年11月3日～
平成16年11月11日

山口新聞社
伊藤 大輔　記者

ケニア
ウガンダ

平成18年1月30日～
平成18年2月11日

山陰中央新報社
井上 誉文　記者

マラウイ
ザンビア

平成18年3月6日～
平成18年3月17日

山陽新聞社
藤岡 慎吾　記者

カンボジア
フィリピン

平成18年5月25日～
平成18年6月3日

新日本海新聞社
坂　彩子　記者

タイ
ベトナム

平成18年10月16日～
平成18年10月24日

山口新聞社
森重 瑛美　記者

ガーナ
平成19年7月30日～
平成19年8月12日

毎日新聞社　山口支局
住田 里花　記者

ブルキナファソ
タンザニア

平成19年11月26日～
平成19年12月7日

山陰中央新報社
佐野 卓矢　記者

ザンビア
ブルキナファソ

平成20年5月11日～
平成20年5月24日

中国新聞社
治徳　貴子　記者

セントビンセント
コスタリカ

平成20年12月9日～
平成12月18日

新日本海新聞社
半田　聡　記者

平成21年度 ケニア
平成21年8月24日～
平成21年9月11日

広島ホームテレビ
森田　和稔　記者
竹井　正二　記者

平成23年度 中国
平成24年2月12日～
平成24年2月17日

宇部日報社
古重　周三記者

平成24年度 ベトナム
平成25年8月6日～
平成25年8月14日

中国新聞社
新谷　枝里子記者

「1000キロの架け橋」(全6回）山陰中央新報掲載
平成18年3月11日　ピーストークマラソンin島根で帰国報告

「灼熱の地を開く～アフリカ支援の山陰人～」（全5回）山陰中央新報掲載

平成19年度

「教師海外研修40年～先生たちのガーナ見聞録～」（全3回）毎日新聞掲載

平成20年度

「アフリカで支える　中国地方の協力隊員」(全5回)中国新聞社掲載

「大地に汗を～アフリカ支援の今～」(全5回）山陽新聞掲載
「手と手と手～岡山発　国際貢献～」山陽新聞（平成18年1月1日から平成18年6月
23日まで97回連載）に参考情報として活用

「夢追い人を訪ねて　青年海外協力隊員に密着」(全5回)新日本海新聞社掲載

「地球は宣言スペシャル『乾きゆく大地～二人の日本人女性が見たケニアの異変
～』」（55分）広島ホームテレビ放映

「高床式の村 進む近代化」、「現地を体感 授業に生かす」中国新聞掲載
（教師海外研修同行記事）

海外記者派遣実績

「山口から東南アジアへ～国際支援活動を追う～」(全5回）山口新聞掲載
ピース･トーク・マラソンin山口で取材報告

平成17年度

平成18年度

取材結果

「きずなは固く～青年海外協力隊の２女性～」(全4回）日本海新聞掲載
「信本先生のカンボジアメール」日本海新聞連載中（平成19年4月現在）
ピース・トーク・マラソンin鳥取で取材報告

「大海原を越えて 青年海外協力隊比越報告」(全5回)山口新聞掲載

「中国の中の宇部方式 ～貴州省安順市を訪ねて～」（全4回）宇部日報掲載
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No. 事案名 期間・日時 事業計画概要

1
課題別研修長期
「アフリカ初中等教育の質的
改善」（平成22年度開始分）

研修受入期間
平成22年9月20日～
平成24年9月19日

研修参加者（1名）：教員養成機関講師及び教育行政官を対象にして、アフリカの開発と教育に係る
理論と実践を習得させ、自国の初中等教育の質的向上に対する問題解決及び政策立案能力の向
上を図ることを目的としている。

2
アジア初中等理数科教育の
質的改善（長期）（平成22年
度開始分）

研修受入期間
平成23年3月22日～
平成25年3月30日

研修参加者（５名）：教員養成機関講師及び教育行政官を対象にして、アジア及びアフリカの開発と
教育に係る理論と実践を習得させ、自国の初中等教育の質的向上に対する問題解決及び政策立
案能力の向上を図ることを目的としている。

3
国別研修（長期）「ガーナ財
政経済計画省経済官僚キャ
パシティ強化」

研修受入期間
平成22年9月20日～
平成26年3月31日

研修参加者（１名）：広島大学国際協力研究科　で研修。

4
国別研修（長期）「ルワンダ
初中等教育の質的改善」

研修受入期間
平成24年3月21日～
平成26年3月30日

研修参加者（２名）：広島大学国際協力研究科　で研修。

5
国別研修（長期）「インドネシ
ア気候変動対応」

研修受入期間
平成24年3月21日～
平成27年3月31日

研修参加者（２名）：広島大学国際協力研究科　で研修。

6
地域別研修「アジア地域授
業研究による教育の質的向
上」

研修受入期間
平成24年8月22日～
平成24年9月22日

研修参加者（12名）：ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ(3)､ﾗｵｽ(2)､ﾓﾝｺﾞﾙ(2)､ﾐｬﾝﾏｰ(2)､ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ(1)､ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ(2)
授業改善を担当する教育関係者に対して、理数科目を通じて一連の授業研究サイクル（指導案作
成、模擬授業・協議会、指導案改善）を向上させることを目的とする。

7
集団研修「平和のための教
育ー相互理解の促進をとお
してー」

研修受入期間
平成24年8月26日～
平成24年9月27日

研修参加者（11名）：ﾌｨﾘﾋﾟﾝ(2)､東ﾁﾓｰﾙ(3)､ﾈﾊﾟｰﾙ(2)､ﾍﾞﾄﾅﾑ(2)､ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ(2)
「平和のための教育推進に向けてのアクションプランが自国で共有され、着手される」ことを目的とす
る。

8

集団研修「研究成果と現場
の知見を生かした教育の質
的向上のための政策分析能
力開発」

研修受入期間
平成24年10月24日～
平成24年11月30日

研修参加者（1４名）：ﾌﾞﾙｷﾅﾌｧｿ(2)､ﾊﾟﾌﾟｱ･ﾆｭｰｷﾞﾆｱ(1)､ﾓﾛｯｺ(2)､ﾆｼﾞｪｰﾙ(2)､ﾅｲｼﾞｪﾘｱ(1)､ﾊﾟｷｽﾀﾝ(2)､
ﾌｨﾘﾋﾟﾝ(2)､ｳｶﾞﾝﾀﾞ(1)､ｻﾞﾝﾋﾞｱ(1)
参加者が現場知見の豊富な日本の教育協力経験と大学等における研究の成果を、教育の質的向
上にとって有効なエビデンスとして政策協議に生かすための政策分析の具体的な手法を身につける
ことを目標とする。

9
地域別研修「アフリカ地域
（英語圏）ＩＮＳＥＴ運営管理」

研修受入期間
平成24年11月20日～
平成24年12月20日

研修参加者（17名）：ｹﾆｱ(1)、ｻﾞﾝﾋﾞｱ(1)、ｴﾁｵﾋﾟｱ(1)、ﾏﾗｳｲ(2)、ｶﾞｰﾅ(1)、ﾅｲｼﾞｪﾘｱ(1)、ｳｶﾞﾝﾀ(1)、ﾙﾜﾝ
ﾀ(1)、ｼｴﾗﾚｵﾈ(1)
国別上乗:ｹﾆｱ(3)､ｻﾞﾝﾋﾞｱ(2)､ｴﾁｵﾋﾟｱ(2)
教員研修を担当している教育行政官が作成する教員研修の業務改善計画案が自国の関係者と共
有されることを目的とする。

10
集団研修「バイオマス利用技
術普及」

研修受入期間
平成25年1月6日～
平成25年2月8日

研修参加者（8名）：ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ(1)、ｻﾓｱ(1)、ｽﾘﾗﾝｶ(2)、ﾌｨｼﾞｰ(2)、ﾍﾟﾙｰ(1)、ｺｿﾎﾞ(1)
バイオマス策定計画の実務的能力習得を目的とする。

11
国別研修「バングラデシュ
教科書・カリキュラム」

研修受入期間
平成24年5月13日～
平成24年6月2日（1回目）
平成25年2月3日～
平成25年2月23日（2回目）

研修参加者（1回目５名、2回目5名）：国家カリキュラム教科書委員会のメンバーを対象とした研修。

12
国別研修「ザンビア　初中等
学校における教材研究手法
（理科・数学）」

研修受入期間
平成24年11月18日～
平成24年12月8日

研修参加者（６名）：教材研究の概要、準備、実践の習得により、よりよい指導案作成を目指す。

13
国際協力研究科「国際協力
特論」での講義

平成24年7月12日
平成24年7月19日
平成25年1月24日
平成25年1月31日

広島大学との連携協定の枠組み下で実施。
前期は学部生、後期は修士課程の留学生を中心とした学生を対象に、1）国内機関の特徴、2）JICA
中国の事業、3）開発パラダイムの変遷と関連のJICA事業、をテーマとする講義を実施した。

14
JICA中国一般特別料金適
用による広島大学客員研究
員等の宿泊促進

通年

「JICAが大学と締結する連携協力協定（覚書を含む）に規定する施設の相互利用に基づき宿泊する
者」に適用できる「JICA中国宿泊に係る一般特別料金（朝食込み、税込み\4,541/泊）」を、広島大学
客員研究員、学会参加者等に周知し、宿泊施設利用の促進を図った。
その結果、広島大学関係者は、345人泊（平成24年度センター宿泊者の1.7％に相当）の宿泊実績と
なった。

平成24年度　広島大学との連携協力実績
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（ 1 ）平成24年度原爆展等の実施実績

国名 実施内容

セネガル ポスター展示、DVD上映

ガーナ ポスター展示、DVD上映、講演および意見交換会

グアテマラ ポスター展示、DVD上映、折鶴作成

エルサルバドル ポスター展示、DVD上映、折鶴作成

グアテマラ ポスター展示、紙芝居、日本紹介

エルサルバドル DVD上映、ポスター展示

ネパール 日本・広島の紹介、ポスター展示・説明、折鶴作成

マーシャル ポスター展示

（ 2 ）「原爆展」開催国数

年度 開催国数 実施回数

平成16年度 1 1

平成17年度 9 9

平成18年度 15 15

平成19年度 24 26

平成20年度 6 7

平成21年度 10 11

平成22年度 15 18

平成23年度 8 9

平成24年度 6 8

計 94 104

実施時期

平成23年12月11・13・14・16・29日、
平成24年１月26日、2月9日

平成24年3月1日

平成24年7月10日

平成24年7月20日

平成24年8月6日、20・21日

平成24年8月11・12日、17日

平成23年8月12日

平成24年9月1日

　「原爆展」は、広島県出身の青年海外協力隊員の自主的な活動により、2004年中米のニカラグアにて開催され好評を得たのを機に、

各国に派遣されているJICAボランティアが中心となり、これまでアフリカや中南米など95カ国で開催されています。

　平成24年8月の中米・エルサルバドルでの開催が、記念すべき100回目となり、この取り組みが評価され、平成25年3月にヒロシマ

平和創造基金の「国際交流奨励賞」を受賞しました

　JICA中国としては、広島市国際協力推進員が窓口となり、広島平和記念資料館からの原爆展・平和学習用資料の貸出を行っています。

JICAボランティアによる「原爆展」開催実績
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平成25年4月1日現在

（ 1 ）国際協力関連業務主管部課

県・市名 国際協力一般(含む青年海外協力隊） 郵便番号 電話番号

鳥取県 文化観光局 交流推進課 680-8570 0857-26-7079

島根県 環境生活部 文化国際課 690-8501 0852-22-5019

岡山県 県民生活部 国際課 700-8570 086-226-7283

広島県 地域政策局 国際課 730-8511 082-513-2359

山口県 地域振興部 観光交流局 国際課 753-8501 083-933-2340

広島市 市民局 国際平和推進部 国際交流課 730-8586 082-504-2106

（ 2 ）主な協力団体

県・市名 団体名 郵便番号 電話番号

鳥取県 公益財団法人 鳥取県国際交流財団 680-0947 0857-31-5951

島根県 公益財団法人 しまね国際センター 690-0011 0852-31-5056

岡山県 一般財団法人 岡山県国際交流協会 700-0026 086-256-2000

広島県 公益財団法人 ひろしま国際センター 730-0037 082-541-3777

山口県 公益財団法人 山口県国際交流協会 753-0814 083-925-7353

広島市 公益財団法人 広島平和文化センター 730-0811 082-242-8879

（ 3 ）青年海外協力隊OB会

会長

会長

会長

会長

会長

（ 4 ）協力隊を育てる会

役職

会長

会長

会長

会長

会長

鳥取県協力隊を育てる会 八　村　輝　夫

岡山県協力隊を育てる会 末　光　　　茂

島根県青年海外協力隊を育てる会 田　部　真　孝

上　田　みどり

岩　本　　　功

石　井　憲　和

代表者名

山口県協力隊を育てる会

広島県青年海外協力隊を育てる会

青年海外協力隊山口県OB会

青年海外協力隊広島県OB会

青年海外協力隊岡山県OV会

島根県青年海外協力協会 生　越　大　地

黒　江　理　恵

皿　海　博　信

亀　田　崇　路

団体名

青年海外協力隊鳥取県OV会

山口市吉敷下東4-17-1

広島市中区中島町1-2

所在地

鳥取市東町1-220

松江市殿町1

岡山市北区内山下2-4-6

広島市中区基町10-52

山口市滝町1-1

広島市中区国泰寺町1-6-34

主な関係団体（中国5県）

鳥取市湖山町西4-110-5　鳥取空港国際会館1階

松江市東津田町369-1　

岡山市北区奉還町2-2-1　岡山国際交流センター内

所在地

広島市中区中町8-18　広島クリスタルプラザ6階
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(平成25年3月31日現在)

国際協力機構の組織図
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（ 1 ）事業の沿革

（ 2 ）組織の変遷

＜国際協力事業団設立以前＞

昭和29年   1月 財団法人日本海外協会連合会が東京に設立。

  3月 広島県及び鳥取県に海外協会が設立。その後、4月に岡山県、10月に山口県、11月に島根県と設立。　　　　

昭和37年   6月 海外技術協力事業団（ＯＴＣＡ）設立。政府の技術協力事業を一元化。　

昭和38年   7月 海外移住事業団（ＪＥＭＩＳ）設立。財団法人日本海外協力連合会の業務を継承。

昭和39年   7月 ＪＥＭＩＳ、都道府県に地方事務所開設。

昭和48年 10月 ＪＥＭＩＳ広島支部が設立。広島県、山口県及び島根県を管轄。岡山県及び鳥取県は、神戸支部が管轄。　　　　　　　　　　　　

　山口県には更に駐在員事務所を配置。　　

＜国際協力事業団＞

昭和49年   8月 国際協力事業団（ＪＩＣＡ）設立。ＪＥＭＩＳ広島支部は、ＪＩＣＡ広島支部となる。

昭和53年   9月 山口駐在員事務所が廃止。

昭和54年   7月 ＪＩＣＡ広島支部の担当地域に鳥取県及び岡山県が加わり、管轄が中国５県となる。

昭和55年   4月 名称変更により広島支部は中国支部となる。

平成 8年 10月 中国支部を廃止し、中国国際センターを設立。

平成 9年   1月 東広島市鏡山の広島中央サイエンスパーク内に、ＪＩＣＡと広島県との共同施設「ひろしま国際プラザ」が完成。

  2月 中国国際センターを「ひろしま国際プラザ」に移転。

＜国際協力機構＞

平成15年 10月 ＪＩＣＡは、独立行政法人化して「独立行政法人 国際協力機構」（英文名称は「JICA」のまま）となる。　　　　　　　　　　　

平成20年 10月　　　　国際協力銀行（JBIC）のODA部門と統合、外務省の無償資金協力業務を承継し、一元的なODA実施機関となる。　　　　　　　　　　　　

JICA中国の沿革

　昭和29年から管轄地域内各県で実施されていた海外移住業務を、昭和39年7月に設置された国際協力事業団(JICA：JapanInternationalCooperationAgency）

の前身である海外移住事業団広島県事務所が、各県海外協会から継承しました。

　昭和40年から各県の協力を得て実施されていた青年海外協力隊業務は、国際協力事業団広島支部が設置された昭和49年8月から扱うこととなり、研修員の

受入れ業務は、昭和56年から実施しています。
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(平成25年3月31日現在)

JICA中国の組織図・業務内容

○ボランティア派遣事業

（青年海外協力隊／シニア海外ボランティア／

日系社会青年ボランティア／
日系社会シニアボランティア）

○開発教育支援事業
○草の根技術協力事業

○青年海外協力隊OB会支援事業

○施設運営・管理

○業務管理・調整

○国際協力広報
○財務会計

○環境マネジメント
○民間連携事業

○研修員受入事業

（集団研修／国別研修／地域別研修／
長期研修／青年研修／日系研修）

所

長

次

長

研
修
業
務
課

総
務
課

市
民
参
加
協
力
課
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所長 西　宮　宜　昭

次長 岡　田　　務

関　根　創　太 ～8月

岡　原　昌　三

研修業務課長 石　川　剛　生

石　上　俊　雄

小　林　英里子 ～9月

奥　田　久　勝 10月～

谷　口　敬一郎 ～3月

長　尾　怜　子 4月～

吉　田　英　一

木　南　圭映子

藤　澤　宜　史

藤　原　怜　子

萩　原　真貴子

西　村　修　司

プログラム・コーディネーター 下　田　旭　美

市民参加協力課長 有　田　敏　行

山　口　和　敏

　梯　　 太　郎

金　江　聡　美 ～2月

白　築　　健 2月～

石　倉　さやか

白　築　　健 ～1月

森　木　由加里 3月～

森　北　裕　美

進路相談カウンセラー 杉　浦　孝　雄

森　木　由加里 ～2月

浅　野　由　嘉 2月～

河　野　菜津子 ～9月

伊　藤　理　香 9月～

越　宗　ゆう子 ～9月

大　井　聡　美 9月～

広島県 大　塚　善　久

山口県 　森　　 友　愛 ～3月

広島市 濱　長　真　紀

JICA中国の職員

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

市民参加協力課

総務課

研修業務課

市民参加協力調整員

国内協力員

国際協力推進員
岡山県

島根県

鳥取県
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