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==================================== 

1. エッセイコンテスト 2019～2021 海外研修報告 

==================================== 

国際協力中学生・高校生エッセイコンテスト最優秀賞・優秀賞の副賞として 

贈られる海外研修を 3 年ぶりにマレーシアで実施しました！ 

その様子や参加者のフォトエッセイを HP に掲載しています。ぜひご覧ください！ 

https://www.jica.go.jp/hiroba/program/apply/essay/report.html 

 

なお、今年度のエッセイコンテストは 9/11(日)をもって締め切りました。 

沢山のご応募をありがとうございました。 

 

====================================== 

2. JICA 地球ひろばセミナー・イベントのご案内（参加者募集中！） 

====================================== 

◆2022 年「日本・南西アジア交流年」記念 月間特別展示 9/24(土)まで開催中！ 

日本政府は、本年を「日本・南西アジア交流年」としています。 

JICA 地球ひろば 1 階ロビーの月間特別展示コーナーでは、 

この「日本・南西アジア交流年」を記念して、南アジア特集展示を行っています。 

南アジアでの JICA のこれまでの協力における人々や成果を写真で紹介しています。 

ぜひお越しください。 

↓↓詳しくはこちら↓↓ 

https://www.jica.go.jp/hiroba/information/exhibition/monthly/index.html 

 

◆9/28(水)オンラインセミナー「日印協力のシンボル、デリーメトロの 20 年」 

https://www.jica.go.jp/hiroba/program/apply/essay/report.html
https://www.jica.go.jp/hiroba/information/exhibition/monthly/index.html


2 

デリーメトロは人を運ぶだけじゃない！？インドの生活にもたらしたものとは？ 

JICA による「日本・南西アジア交流年」を記念したイベントのシリーズ第三弾として、 

本セミナーでは、JICA が長年に亘って協力してきた「デリーメトロ」について紹介します。 

↓↓詳しくはこちら↓↓ 

https://www.jica.go.jp/hiroba/information/event/220928_01.html 

 

◆9/30(金)オンライン写真展&トーク会「わたしの一枚 -パキスタンの現場から-」 

JICA による「日本・南西アジア交流年」を記念したイベントのシリーズ第四弾として、 

パキスタンで JICA の協力事業に携わってきた専門家の方々に、「とっておきの一枚」として 

パキスタンで撮影した写真をご紹介いただき、現場の声、現地の魅力について語っていただきます。 

↓↓詳しくはこちら↓↓ 

https://www.jica.go.jp/hiroba/information/event/220930_01.html 

 

◆10 月月間特集写真展「みんなに優しい JICA の鉄道プロジェクト」 

9/30(金)～10/14(金)の期間、JICA 市ヶ谷ビル 2 階展示スペースで、 

JICA が世界中で実施している鉄道分野の協力プロジェクトに関する写真展を開催します。 

↓↓詳しくはこちら↓↓ 

https://www.jica.go.jp/hiroba/information/exhibition/space/hall/2022/220930_02.html 

 

================================================== 

3. 《今月の Pick Up 教材》動画で見る JICA 地球ひろばの基本展「人間の安全保障」 

================================================== 

JICA 地球ひろばの基本展「人間の安全保障」の展示紹介を交えながら学べる動画です。 

わかりやすい言葉で学べるため小中学生にぴったりです。 

各テーマ 3 分以内にまとまっていますので、ぜひ授業でもご活用ください！ 

 

[1]人間の安全保障 ≫ https://youtu.be/lvohqbYU8vA 

[2]貧困 ≫ https://youtu.be/RWiMPv3ip-Y 

[3]保健医療 ≫ https://youtu.be/e8sV0tyAiyw  

[4]教育 ≫ https://youtu.be/hvGwvy93VF8 

[5]紛争 ≫ https://youtu.be/kA2J-9-6Jog 

[6]相互依存 ≫ https://youtu.be/fdfuH2oa-Xg 

[7]SDGs ≫ https://youtu.be/yErewyuiaN8 

 

○JICA 地球ひろば「基本展示について」 

https://www.jica.go.jp/hiroba/information/exhibition/basic/index.html 

 

============================ 

4. JICA 国内拠点からのお知らせ 

============================ 

▼JICA 北海道（札幌） 

https://www.jica.go.jp/hiroba/information/event/220928_01.html
https://www.jica.go.jp/hiroba/information/event/220930_01.html
https://www.jica.go.jp/hiroba/information/exhibition/space/hall/2022/220930_02.html
https://youtu.be/lvohqbYU8vA
https://youtu.be/RWiMPv3ip-Y
https://youtu.be/e8sV0tyAiyw
https://youtu.be/hvGwvy93VF8
https://youtu.be/kA2J-9-6Jog
https://youtu.be/fdfuH2oa-Xg
https://youtu.be/yErewyuiaN8
https://www.jica.go.jp/hiroba/information/exhibition/basic/index.html
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【写真展】9/27(火)まで：JICA 海外協力隊に聴く世界の動物たち 

→JICA 海外協力隊員より集めた動物の写真と解説を展示します。 

https://www.jica.go.jp/sapporo/event/2022/20220905_927.html 

【出展】9/25(日)：「はこだて防災マルシェ 2022」に JICA ブースを出展します！ 

→多文化防災ワークショップでは、市内に住む留学生と「やさしい日本語」を使って意見交換します。 

https://www.jica.go.jp/sapporo/event/2022/20220922.html 

▼JICA 北海道（帯広） 

【参加者募集中】10/28(金)：JICAfe（ジャイカフェ）2.0 リレー型オンラインサロン 

→釧路・根室地域の「地方創生×国際協力」最前線をめぐるリレー型オンラインサロン 

https://www.jica.go.jp/obihiro/event/2022/nq21150000000fs6.html 

※JICA 北海道（札幌/帯広） 開発教育・国際理解教育支援メニュー 

https://www.jica.go.jp/sapporo/enterprise/kaihatsu/ku57pq000005mn5g-att/education_menu_01.pdf 

▼JICA 東北 

【参加者募集中】9/30(金)、10/1(土)：＜岩手県＞もりおか女性センター フェスティバル 20222 映画上映会 

→映画を通して、SDGs(持続可能な開発目標)のゴール 5「ジェンダー平等を実現しよう」について理解を深め

る機会にしてみませんか？ 

https://www.jica.go.jp/tohoku/event/2022/dit50g0000001kaq.html 

※JICA 東北 開発教育・国際理解教育支援メニュー 

https://www.jica.go.jp/tohoku/enterprise/kaihatsu/ku57pq000005o18y-att/kaihatsu_pamphlet.pdf 

▼JICA 二本松 

※JICA 二本松 開発教育・国際理解教育支援メニュー 

https://www.jica.go.jp/nihonmatsu/enterprise/kaihatsu/ku57pq000005lp7i-att/brochure.pdf 

▼JICA 筑波 

【開催報告】茨城県古河市で地元企業・団体と SDGs を学ぶ会を開催しました！ 

https://www.jica.go.jp/tsukuba/topics/2022/dit50g0000001mma.html 

※国際理解教育／開発教育のためのプログラム 

https://www.jica.go.jp/tsukuba/enterprise/kaihatsu/index.html 

▼JICA 東京 

【参加者募集中】9/28(水)：国際協力出前講座 第 2 回授業力アップセミナー 

https://www.jica.go.jp/tokyo/event/2022/dit50g0000001b83.html 

【教員研修報告】「先生が生徒になった 1 日」二学期の教室で伝えたくなった、JICA での学びとは？ 

https://www.jica.go.jp/tokyo/topics/2022/dit50g000000133s.html 

※開発教育支援事業 

https://www.jica.go.jp/tokyo/enterprise/kaihatsu/index.html 

▼JICA 横浜 

【参加者募集中】9/22(木)：＜オンライン講演会＞ウルグアイの日系社会 -我が心の nikkei- 

→講師の馬場由美子さんに、知られざるウルグアイ日系社会の歴史と現在地を語っていただきます。 

https://www.jica.go.jp/yokohama/event/2022/220819001.html 

【企画展示】12/28(水)まで：人と地球を守るために今できること-持続可能な社会の発展のために 

https://www.jica.go.jp/yokohama/event/2022/220708-1.html 

※世界を身近に感じよう！開発教育支援事業 

https://www.jica.go.jp/sapporo/event/2022/20220905_927.html
https://www.jica.go.jp/sapporo/event/2022/20220922.html
https://www.jica.go.jp/obihiro/event/2022/nq21150000000fs6.html
https://www.jica.go.jp/sapporo/enterprise/kaihatsu/ku57pq000005mn5g-att/education_menu_01.pdf
https://www.jica.go.jp/tohoku/event/2022/dit50g0000001kaq.html
https://www.jica.go.jp/tohoku/enterprise/kaihatsu/ku57pq000005o18y-att/kaihatsu_pamphlet.pdf
https://www.jica.go.jp/nihonmatsu/enterprise/kaihatsu/ku57pq000005lp7i-att/brochure.pdf
https://www.jica.go.jp/tsukuba/topics/2022/dit50g0000001mma.html
https://www.jica.go.jp/tsukuba/enterprise/kaihatsu/index.html
https://www.jica.go.jp/tokyo/event/2022/dit50g0000001b83.html
https://www.jica.go.jp/tokyo/topics/2022/dit50g000000133s.html
https://www.jica.go.jp/tokyo/enterprise/kaihatsu/index.html
https://www.jica.go.jp/yokohama/event/2022/220819001.html
https://www.jica.go.jp/yokohama/event/2022/220708-1.html
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https://www.jica.go.jp/yokohama/enterprise/kaihatsu/index.html 

▼JICA 駒ヶ根 

※出前講座、施設訪問、施設利用 

https://www.jica.go.jp/komagane/enterprise/kaihatsu/program.html 

▼JICA 北陸 

【作品募集中】9/30(金)迄：JICA 北陸 30 周年記念 2023 年カレンダーフォトコンテスト 

→「私の周りの SDGs」をテーマに、世界とのつながりを感じられる写真を募集します！ 

https://www.jica.go.jp/hokuriku/event/2022/20220826.html 

【参加者募集中】10/1(土)、10/8(土)、11/13(日)：JICA 北陸 30 周年記念事業 映画上映会 

→10/1 に JICA 北陸は設立 30 周年を迎えます。 

30 年という節目を記念して「おじいさんと草原の小学校」の上映会を開催します。 

https://www.jica.go.jp/hokuriku/topics/2022/20220907.html 

※開発教育（国際理解教育）支援事業 

https://www.jica.go.jp/hokuriku/enterprise/kaihatsu/index.html 

▼JICA 中部 

【参加者募集中】9/24(土)：-体験型イベント- みんなつながるユニバーサル 

→街でみかけるユニバーサルデザインを知り、「ボッチャ」の普及活動を開発途上国で行なった話を聞いて、 

ユニバーサルへの理解を深めてみませんか？ 

https://www.jica.go.jp/chubu/event/2022/20220924_01.html 

【参加者募集中】10/1(土)：千の丘、コーヒー薫る国ルワンダ 国際コーヒーデー特別企画 

→「国際コーヒーデー」に合わせて、コーヒーを飲みながら暮らしの中で実践できる 

国際協力の方法について一緒に考えませんか？ 

https://www.jica.go.jp/chubu/event/2022/20221001_01.html 

【参加者募集中】10/16(日)：映画「もったいないキッチン」上映会＆トーク on World Food Day 

→「世界食料デー」に「食」や「栄養」について映画を見ながら一緒に考えてみませんか？ 

https://www.jica.go.jp/chubu/event/2022/20221016_01.html 

※JICA 中部 開発教育・国際理解教育支援メニュー 

https://www.jica.go.jp/chubu/enterprise/kaihatsu/ku57pq000005i9me-att/kaihatsu_menu.pdf 

▼JICA 関西 

【参加者募集中】「国際協力から多文化共生へ-世界とつながるってどういうこと？-」 

https://www.jica.go.jp/kansai/event/2022/220530.html 

【開催報告】京都市内の市立高校から高校生 40 人が参加！京都市教育委員会と JICA 関西の共催「グローバル

リーダー育成研修 2022」 

https://www.jica.go.jp/kansai/topics/2022/20220905_02.html 

※開発教育支援事業のご案内 

https://www.jica.go.jp/kansai/enterprise/kaihatsu/ku57pq000005kj06-att/kaihatusien_2021.pdf 

▼JICA 中国 

【実施報告】倉敷市教育委員会 倉敷教育センター・JICA 中国連携「初任者研修-国際教育講座-」 

https://www.jica.go.jp/chugoku/topics/2022/dit50g0000001ad2.html 

【実施報告】国際教育『SDGs の達成に向け、多様性を受容し、共生につなぐ授業づくり』講座 

https://www.jica.go.jp/chugoku/topics/2022/dit50g0000001oax.html 

https://www.jica.go.jp/yokohama/enterprise/kaihatsu/index.html
https://www.jica.go.jp/komagane/enterprise/kaihatsu/program.html
https://www.jica.go.jp/hokuriku/event/2022/20220826.html
https://www.jica.go.jp/hokuriku/topics/2022/20220907.html
https://www.jica.go.jp/hokuriku/enterprise/kaihatsu/index.html
https://www.jica.go.jp/chubu/event/2022/20220924_01.html
https://www.jica.go.jp/chubu/event/2022/20221001_01.html
https://www.jica.go.jp/chubu/event/2022/20221016_01.html
https://www.jica.go.jp/chubu/enterprise/kaihatsu/ku57pq000005i9me-att/kaihatsu_menu.pdf
https://www.jica.go.jp/kansai/event/2022/220530.html
https://www.jica.go.jp/kansai/topics/2022/20220905_02.html
https://www.jica.go.jp/kansai/enterprise/kaihatsu/ku57pq000005kj06-att/kaihatusien_2021.pdf
https://www.jica.go.jp/chugoku/topics/2022/dit50g0000001ad2.html
https://www.jica.go.jp/chugoku/topics/2022/dit50g0000001oax.html
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※開発教育支援事業（国際教育/ESD） 

https://www.jica.go.jp/chugoku/enterprise/kaihatsu/index.html 

▼JICA 四国 

【参加者募集中】11/10(木)：2022 年度秋冬 徳島大学社会連携公開講座 

「外国につながる人たちとの共生に向けて、これからの徳島に求められること-保育・学校・職場・地域での経

験から考える-」 

→様々な外国につながる方たちとの共生に向けて徳島に求められることを、皆さまと一緒に考えていきたいと

思います。 

https://www.jica.go.jp/shikoku/event/2022/1110.html 

【参加者募集中】10/9(日)：（香川）映画上映＆講演・協力隊体験談「戦火のランナー」 

→8 歳の頃スーダン内戦から逃れ、マラソン選手として人生を切り開いたグオル・マリアル選手の 

ドキュメンタリー「戦火のランナー」を上映します。 

https://www.jica.go.jp/shikoku/event/2022/1009.html 

※開発教育支援事業 

https://www.jica.go.jp/shikoku/enterprise/kaihatsu/index.html 

▼JICA 九州 

【参加者募集中】9/30(金)：オンライン・イベント「みんなでフェミニストとして世界を旅しよう！」 

https://www.jica.go.jp/kyushu/event/2022/dit50g0000001n22.html 

【実施報告】開発教育推進ミーティング「地球発見隊ナビ」（2022 年度第 5 回目）を開催しました！ 

https://www.jica.go.jp/kyushu/topics/2022/dit50g00000011dr.html 

※開発教育支援事業 

https://www.jica.go.jp/kyushu/enterprise/kaihatsu/index.html 

▼JICA 沖縄 

【作品募集中】9/18(日)迄応募受付：第 2 回 SDGs フォトコンテスト作品募集中！ 

→「身近なことから見つけよう！世界とつながる うちなーの SDGs」 

https://www.jica.go.jp/okinawa/event/2022/220706.html 

※教育機関の皆さまへ 

https://www.jica.go.jp/okinawa/person/index.html#education 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

★編集後記★ 

朝晩はすっかり涼しくなり、夏から秋への移り変わりを感じる今日この頃。秋といえば芸術の秋。JICA 国内拠

点では、映画に関するイベントを多数ご用意しています。 

筆者には 2 歳の息子がいるのですが、彼は今「となりのトトロ」に夢中です。この作品は関東某所が舞台にな

っていると言われておりますが、豊かな自然に囲まれ、川の水で冷やした採れたての野菜を食べて、真夏の夜

でも窓を開けて蚊帳の中で寝ています。子どもたちの未来に、人と豊かな自然が共生する世界を残すために、

私たちにはいったい何ができるだろうと、トトロの世界に魅了される 2 歳児を横にそう考えるのでした。 

 

○先生のお役立ちサイト   https://www.jica.go.jp/hiroba/teacher/index.html 

○過去の開発教育メルマガ https://www.jica.go.jp/hiroba/teacher/report/index.html 

 

https://www.jica.go.jp/chugoku/enterprise/kaihatsu/index.html
https://www.jica.go.jp/shikoku/event/2022/1110.html
https://www.jica.go.jp/shikoku/event/2022/1009.html
https://www.jica.go.jp/shikoku/enterprise/kaihatsu/index.html
https://www.jica.go.jp/kyushu/event/2022/dit50g0000001n22.html
https://www.jica.go.jp/kyushu/topics/2022/dit50g00000011dr.html
https://www.jica.go.jp/kyushu/enterprise/kaihatsu/index.html
https://www.jica.go.jp/okinawa/event/2022/220706.html
https://www.jica.go.jp/okinawa/person/index.html#education
https://www.jica.go.jp/hiroba/teacher/index.html
https://www.jica.go.jp/hiroba/teacher/report/index.html
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次回は 10 月 21 日(金)頃に配信予定です。 
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