
世界を感じる第一歩

開発教育支援事業プログラム
http://www.jica.go.jp/kansai/enterprise/kaihatsu/index.html

学校で、地域で、国際理解のお手伝いをしています

　JICA関西では、開発教育・国際理解教育に取り組んでいる学校や、地域団体のみなさ
まを対象に、青年海外協力隊等、開発途上国での国際協力の経験のある人材の講師とし
ての派遣、開発途上国から来日している研修員との交流プログラムの実施等の教育支援
事業を行っています。また、JICA関西 1階の「JICAプラザ関西」では、開発途上国の
暮らしの現状や地球が抱える問題等について知ってもらうために、広報展示室、資料室、
食堂、パネル展等開催用のロビーを備え、多くの市民の方々の訪問をお待ちしています。

JICAは開発途上国での国際協力事業の経験を多く持っています。
それらの事業に携わった人的リソースである JICAボランティア（青年海外協力隊など）や開発途
上国から来日している技術研修員などを学校や各種団体に派遣させていただいています。依頼元は、
学校等の教育機関が最も多く、総合的な学習の時間や国際教育の授業や、異文化理解、多文化共生、
人権教育、進路を考える際のキャリア教育、ICT教育など様々な学習に利用していただいています。
JICA関西では、プログラムの実施前に依頼内容（要望：どんな学習を希望しているのか、目的：ど
んな効果を期待しているのか）をお聞きした上で、その内容に合わせた講師等を派遣しています。
昨今の傾向としては、単に「世界のことを知りたい」という希望だけではなく、異文化の中で経験
した者だからこそ語れる「生の声」を聞き、そこから考え、感じることによって、世界と出会い、グロー
バル化時代を担う人材育成の機会として活用していただいています。
依頼に応じた人材派遣だけでなく、学校教員をはじめとした国際理解教育に関心がある方々を対象
にした開発教育／国際理解教育の基本的な考え方や手法を学ぶ講座を、各地のNGOや教育委員会、
国際交流協会等の関係機関と協力して開催しています。

開発教育支援事業への高まるニーズ

　開発途上国で国際協力に携わってきた青年海外協力隊などの
JICAボランティア経験者や JICA専門家、職員などを講師とし
て派遣するプログラムです。現場で活躍した人材だからこその
貴重な体験談やエピソードが好評です。JICA ボランティアは
世界 70カ国以上、教育・医療・環境など、多種多様な 100 以
上の分野で活動しています。授業等の実施目的に合致するよう、
講座の内容を担当者と、よくご相談ください。
　●実施時期 : 通年
　●実施場所：学校や公民館など
　●派遣講師 : �JICAボランティア（青年海外協力隊・シニア海外ボランティア・日系社会ボランティア）

経験者、JICA専門家経験者、JICA職員など�

世界を知る！　JICA 国際協力出前講座

JICA 関西
開発教育支援事業のご案内
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JICA 国際協力中学生・高校生エッセイコンテスト

高校生国際協力実体験セミナー

詳細はこちら　⇒　http://www.jica.go.jp/hiroba/menu/essay/

全国の中学生・高校生を対象に、開発途上国の現状と国際協力の必要性に
ついて理解を深め、国際社会の中で日本は何をすべきか、また自分たちひと
りひとりがどう行動すべきかについて考えてもらうことを目的として、国際
協力に関するエッセイコンテストを実施しています。上位入賞者には、開発
途上国での JICA事業の現場視察など、研修参加の機会が与えられます。

　高校生が世界の現状や様々な課題について学びながら、ディス
カッション・ワークショップなどを通じて、世界と自分たちとの
つながりに気づき、自分には何ができるかを考えます。
　●対　象：高校生および引率教員
　●実施日：JICA関西ホームページをご確認ください。

　国内での国際協力の現場である JICA 関西を訪問し JICA 事業・
国際協力や世界の文化や諸問題をテーマにしたパネル等の展示見学
や、ODA（政府開発援助）について学ぶことができます。また、本
プログラムでも、JICA ボランティア経験者の活動体験談、職員に
よる JICA事業の説明などのプログラムを組み込むことができます。
社会見学や修学旅行、総合的な学習の時間に活用いただけます。訪
問日程ご予約の上、プログラム内容を担当者にご相談いただき、お
越しください。
　●実施時期 : 通年
　●実施場所：JICA関西�
　●プログラム内容：�JICA プラザ関西の見学、ODA事業概要説明、JICAボランティア（青年海外

協力隊・シニア海外ボランティア・日系社会ボランティア）経験者、JICA 専
門家経験者、JICA 職員などの体験談等のプログラムを、ご相談に応じて組み
合わせます。エスニック料理ランチ（有料）のプログラムもご用意出来ます。

　JICAで受け入れている技術研修員と、生徒や教員のみなさんとが直接交
流する機会を提供します。開発途上国や異文化に対する興味・関心を引き
出すだけでなく、開発途上国の現状を直接知ることで、これらの国々が抱
える問題にも関心を持ち、視野を広げてもらうことを目的とします。
　●実施時期：�通年（※本プログラムの対象コースと日程は、原則、年 11

回 JICA 関西のホームページに掲載し、実施希望団体を募
ります。）

　●実施場所：学校や公民館など
　●プログラム内容：�JICA関西から海外技術研修員を派遣しますが、交流

内容についての企画・実施は依頼団体でしていただ
きます。希望団体多数の場合は、企画内容のねらい・
目的が明確で、実施後、開発教育／国際理解教育の
継続性があるかを審査させていただき、交流団体を
確定させていただきます。

世界を体験！　JICA 関西訪問プログラム

世界に出会う！　海外技術研修員との交流

その他の世界とつながるプログラム
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職場体験プログラム

開発教育指導者研修

教師海外研修

　海外・開発途上国・国際協力などに興味がある中・高生のみなさ
んに同分野に対する理解を深めていただくことを目的として、当セ
ンターのさまざまな業務を体験していただきます。
　●対　象：中学生・高校生
　●実施日：�時期や人数は、所属学校の先生を通して、JICA関西ま

で直接お問い合わせください。

　開発教育／国際理解教育に関心があり、実践しようとしている先
生方を主な対象者とし、開発教育の担い手の育成を目的とした研修
を関西 2府 4県で実施しています。参加型のワークショップやディ
スカッション、地域で開発教育・国際理解教育に取り組んでいる方
の実践事例紹介などを通して、開発教育への理解を深めていただき
ます。
　●対　象：�開発教育を実践中または関心のある教員、大学生、地

方自治体職員や団体職員など。
　●実施日：�各府県で、実施時期や内容が異なりますので、JICA関

西ホームページのイベント情報をご確認ください。

　開発教育・国際理解教育に取り組んでいる教員を開発途上国へ派
遣し、その国が抱えている課題解決に取り組んでいる JICA 事業等
の現場に出向き、日本を含めた世界がより豊かな社会を築くために
は、自分に、何ができるのかを考える研修です。帰国後には、研修
経験を活かした授業を実践し、未来を担う子どもたちとともに、私
たちに何が出来るかを考えていただきます。

JICA プラザ関西
http://www.jica.go.jp/kansai/office/plaza.html

多くの市民のみなさんが訪れ、国際協力の興味や共感を育み、国際協力に参加する人々が増えるこ
と、また、地域で国際協力に関わる市民団体の情報発信や交流・研修の場として活用してもらえるこ
とを目指して、広報展示室・資料室・食堂・1階ロビーを「JICA プラザ関西」として一体的に運営
しています。
入場は無料です。

　JICAの事業紹介から始まり、そこから見える世界の文化や諸問題
をテーマにパネルや映像を展示しています。そのほかにも国際協力
にちなんだ様々な展示を定期的に更新しています。
　●�開室時間：�11 時から 18時まで（年末年始は閉室）�

※展示更新の期間休室になることがあります。

見て、触って、体験！　広報展示室

詳細はこちら　⇒　http://www.jica.go.jp/kansai/office/plaza_tenji.html

あっ！それが知りたかってん！ JICA プラザ関西！
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詳細はこちら　⇒　http://www.jica.go.jp/kansai/office/restaurant/ 
　　　　　　　　　index.html
*TABLE FOR TWO の詳細はこちら　⇒　http://jp.tablefor2.org/

世界の子ども絵画展～ぼく、わたしの好きなもの～

　国際協力関連の資料の他、防災関連・開発教育・ボランティ
ア関連の資料が充実しています。円型ソファを設置し、NGOな
どのちょっとした打ち合わせなどに利用できる談話スペースも
あります。

　青年海外協力隊員が撮影した写真の展覧会など実施するほか、NPO/NGOなどの国際協力団体の
活動紹介の場として提供しています。

　開発途上国からの技術研修員のための食堂ですが、どなた
でもご利用になれます。イスラム教徒向けのハラル食や、月
替わりのエスニック料理の他、TFT（TABLE�FOR�TWO* 開
発途上国の飢餓と先進国の肥満や生活習慣病の解消に同時に
取り組む、社会貢献運動）メニューなどを用意しています。

●開室時間：�平日の 11時から 18時まで�
（13時から 14時までは一時閉室）

●休 室 日 ：�土日祝日　年末年始　毎月第 4金曜日�
館内行事等で臨時休室のこともあるますので、�
事前にご確認の上、ご来室ください。

●営業時間：�【昼】11：00～ 14：00�
�【夜】17：00～ 21：00�
�各終了 30分前ラストオーダー

●年末年始を除き無休

調べて納得！　資料室

１F ロビー

開発途上国のエスニック料理を食す！ JICA 関西食堂
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■ JICA プラザ関西開館時間

　U　R　L：�http://www.jica.go.jp/
kansai/office/plaza.html

　広報展示室：11：00～ 18：00
　　　　　　　（年末・年始休室）
　資　料　室：平　日　11：00～ 18：00�（13：00～ 14：00　一時閉室）
　　　　　　　休室日　土日祝日　年末年始　毎月第 4金曜日（資料整理日）
　食堂（JICA関西食堂）：【昼】11：30～ 14：00　【夜】17：30～ 21：00
　　　　　　　　　　　　�各終了 30分前ラストオーダー　年中無休（年末・年始除く）

U　R　L：http://www.jica.go.jp/kansai/
〒 651-0073�兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通 1-5-2
T　E　L�：（078）261-0341
JR「灘」駅から徒歩約12分、阪神「岩屋」駅から徒歩約10分

※駐車場を完備していませんので、公共交通機関をご利用ください。

発展途上国で活躍した経験を持つ国際協力推進員が、各地域の JICAデスクで、ご相談を承っています。
みなさんのお越しをお待ちしています。

JICA 関西 （独立行政法人国際協力機構関西国際センター）

あなたの街の JICA の窓口！ 国際協力推進員

■ JICA 滋賀デスク
（公財）滋賀県国際協会内�
TEL.（077）526-0931
FAX.（077）510-0601

■ JICA 京都デスク
（公財）京都府国際センター内
�TEL.（075）365-7786
FAX.（075）342-5050

■ JICA 大阪デスク（北大阪地域担当）
（公財）大阪国際交流センター内
�TEL.（06）6773-8182
FAX.（06）6773-8420

■ JICA 大阪デスク（南大阪地域担当）
（公財）大阪府国際交流財団内
TEL.（06）6966-2400
FAX.（06）6966-2401

■ 開発教育支援事業担当

　U　R　L：�http://www.jica.go.jp/kansai/
enterprise/kaihatsu/index.html

　T　E　L：（078）261-0384（直通）
　F　A　X：（078）261-0357
　E - m a i l ：jicaksic-kaihatsu@jica.go.jp
　問合せ受付時間：土・日・祝日を除く
　　　　　　　　　10：00～ 12：00／
　　　　　　　　　13：30～ 17：00

■ JICA 兵庫デスク
（公財）兵庫県国際交流協会内
TEL.（078）230-3090
FAX.（078）230-3280

■ JICA 奈良デスク
奈良県外国人支援センター内
TEL.（0742）81-3830
FAX.（0742）81-3830

■ JICA 和歌山デスク
（公財）和歌山県国際交流協会内
TEL.（073）435-5240
FAX.（073）435-5243

各府県の国際協力推進員については　⇒　http://www.jica.go.jp/kansai/office/suishinin.html
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