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「おきなわ国際協力・交流ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 2020(ｵﾝﾗｲﾝ)」を開催しました！ 
 

開催 25 回目を迎える今年も昨年に引き続き「SDGs（※）沖縄発 みんなの取り組み」をテー

マとしつつ、コロナ禍のためオンラインを中心に実施しました。（主催：JICA 沖縄、共催：沖縄

県、浦添市） 

※SDGs（持続可能な開発目標）：国連で採択された先進国・途上国にまたがるグローバルな課

題の達成目標 

 

具体的には、沖縄県内の団体・学校と JICA 沖縄による 6つのイベントを 2020年 11月 14～15

日に開催して JICA沖縄 YouTubeにてライブ配信するとともに、同日から 12月 27日（日）まで

21の団体・学校や沖縄県・浦添市・JICA沖縄が作成した 38のデジタルコンテンツとライブ配信

映像を JICA沖縄の HPフェスティバル特設ページや YouTubeに掲載しました。 

特設ページ： https://www.jica.go.jp/okinawa/enterprise/kaihatsu/festival/index.html 

YouTube： https://www.youtube.com/user/jicaokinawa 

 

おかげ様で、11月 14 日から 12月 27日の期間中の、JICA沖縄 HP フェスティバル特設ページ

へのアクセス数は 2,697、JICA 沖縄 YouTube再生回数は 4,756 回を数えました！ 

  

 

【6つのイベント】では、SDGsを意識した「海のプラスチックゴミを回収しよう」というテー

マによるプログラミング体験、若者によるステージパフォーマンス、世界の絵本の読み聞かせ、

海外協力隊のトークショーが開催されるとともに、沖縄の中高生が考えた SDGs アクションを沖

縄県知事の前で発表し、議論しました。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時間 イベント名
関連SDGs

ゴール
時間 イベント名

関連SDGs

ゴール

10:00 - 11:30

 ステージ＋楽器演奏体験

 Ｔのシンカ

　グローバルコミュニティ

10 10:00 - 11:30

 プログラミング体験

 海のプラスチックゴミを回収しよう

　株式会社富士通ラーニングメディア

9,14

13:30 - 15:00

 おきなわの未来

 SDGsアクションを作ろう

　JICA沖縄、沖縄県、沖縄NGOセンター

1～17 13:30 - 14:30

 ステージ

 沖縄の高校生と色んな文化を楽しもう

　沖縄尚学高校 地域研究部

10,17

16:00 - 16:30

 絵本の読み聞かせ

 世界のおはなし会

　沖縄NGOセンター

17 15:30 - 16:30

 世界のトークショー

 -今だから言える青年海外協力隊の裏話-

  青年海外協力協会 沖縄事務所

17

11月14日（土） 11月15日（土）

https://www.jica.go.jp/okinawa/enterprise/kaihatsu/festival/index.html
https://www.youtube.com/user/jicaokinawa
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 中高生の SDGs アクションでは、5 つのグループから

「エコ万博の開催」や「しまくとぅばの地域、学校での

活用」などのアクションプランが発表されました。 

 それを受け、沖縄県知事からは、「県も沖縄らしい SDGs

の推進に取り組んでおり、皆さんのプランはそれぞれ素

晴らしい発表でした」というコメントがあるとともに、

「検討して進めていこう」という力強いお言葉をいただ

きました。 

 

会場では、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、観覧についても三密や換気等に留意し、

ビデオ撮影によるオンライン同時配信も行いました。 

 

また、ユニバーサルデザインを意識し、全てのプログ

ラムに手話通訳を配置しました。 

 

来場者からは、「いろいろな国の文化に触れることが

できた」、「普段聞けない話が聞けた」、「子供にも優しい

内容で楽しかった」などのお声をいただきました！ 

  

 

【デジタルコンテンツ】では、JICA 沖縄を含む 24 団体・企

業・学校が作成した 38 のデジタルコンテンツと上記イベント

のライブ配信映像を JICA沖縄 HPフェスティバル特設ページに

て掲載しました。（コンテンツ一覧は後段） 

 

浦添市のコンテンツでは、「＃みんなでつくる明るい未来」と

題し、南米からの研修生等、世界中から届いた平和のメッセー

ジ動画や、浦添市内の中学生が平和学習に取り組む「浦添市ピ

ースメッセンジャー」の活動が紹介されました。 

 

 

 

 

 

 

 

沖縄尚学高校の部活動「アイアーン沖尚」は、「高校生が部活

で取り組む SDGs！」をテーマに、SDGs ゴール４、１１、１２、

１４、に沿って取り組んでいる国際交流活動や 8年間継続されて

いる東日本被災地支援活動等について、ポスターやパネルを用

い、工夫を凝らした発表動画を発信してくれました。 
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「コープおきなわ」の動画コンテンツでは、JICA 草の根技術協力事業によるラオスでの酒造

の協同組合設立の取り組みや地酒「美らラオ」を自分たちの手で作ることができるようになった

女性たちの喜びのコメント、また沖縄県内の高校生とコープおきなわで募金活動をしたラオス

学校建設プロジェクト等が紹介されました。 

 

また、「SDGs かんたん多国籍料理クッキング」では、

SDGs を意識して、つい賞味期限を切らしてしまいがちな

食材を利用した料理を開発途上国から沖縄の技術・経験

を学びに来ている JICA 研修員から紹介してもらいまし

た。 

 

コンテンツの一部は、引き続き特設ページや YouTube

でご覧いただきますので、ぜひご覧ください！ 

 

 

最後に、コロナ禍にも関わらず、ご参加、ご協力、ご観覧/閲覧いただきました皆さま、本当

にありがとうございました！ 
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デジタルコンテンツ（参加団体）

沖縄ミャンマー友好協会活動概況 一般社団法人 沖縄ミャンマー友好協会 1、4、8、17

高校生が部活で取り組むSDGｓ！ アイアーン沖尚
1、4、11、13、
14、15

ラオス国での協同組合設立を通した生計向上 生活協同組合 コープおきなわ 1、5、17

ブータンで広がる養鶏の輪 株式会社みやぎ農園 2

コロナ禍の挑戦～人々の健康と笑顔のために 株式会社ティーエーネットワーキング 3

琉球発！理学療法士が支えるフィジーの医学教育（日本語版） 琉球リハビリテーション学院 3

琉球発！理学療法士が支えるフィジーの医学教育（英語版） 琉球リハビリテーション学院 3

琉球大学におけるSDGｓへの取り組み・国際交流 琉球大学
3、4、5、8、12、
14、17

亜熱帯の自然・環境で世界とつながるOEC
特定非営利活動法人 おきなわ環境クラ
ブ

4、6、8、12、
14、15、17

From Small Relationship To Big Friendship 浦添市国際交流協会 4、11

エコロジカル・キャンパス学生委員会によるSDGｓアクション！ 琉球大学 7

外国人技能実習制度とは？～共生社会の実現に向けて～ 公益財団法人 国際人材育成機構 8

街の国際交流スポット ＫＩＰ コザインターナショナルプラザ（KIP） 10

朗読「ゆづり葉」
株式会社沖縄コングレ
（JICA沖縄図書資料室）

11

富士通とＳＤＧｓ 株式会社富士通ラーニングメディア 14

Let's　enjoy　hula　time！ 沖縄アミークス国際学園 フラクラブ 14、15、17

沖縄発：平和への思いを平和へのアクションへ！（東ティモール
編）

沖縄平和協力センター 16

沖縄発：平和への思いを平和へのアクションへ！（カンボジア
編）

沖縄平和協力センター 16

沖縄から世界をみつめよう！ 沖縄NGOセンター 17

共につなぐ、つくる、沖縄と世界 NPO法人レキオウィングス 17

日本語でアジアをつなぐ日本語パートナーズ 国際交流基金アジアセンター 17

『花　～全ての人の心に花を』うたゆんプロジェクト 沖縄県青年海外協力協会（OV会） 17

YouTube：マタハリ・トゥルビットへようこそ！ 沖縄バリガムラン＆舞踊 17

Facebook：マタハリ・トゥルビット演奏会情報（11月29日開催） 沖縄バリガムラン＆舞踊 17

ようこそ！2019沖縄インドネシア大交流会へ 沖縄インドネシア友好協会 17

おきなわ国際協力・交流フェスティバル2020
デジタルコンテンツ掲載団体一覧

コンテンツ名 団体名
関連する

SDGｓゴール
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デジタルコンテンツ（共催団体）

沖縄県

世界のウチナーネットワーク

国際協力の現場を知る！沖縄県の高校生派遣プログラム

浦添市

#（ハッシュタグ）でつなげる未来の平和

#みんなでつなぐ明るい未来

ピースメッセンジャーを目指して

デジタルコンテンツ（JICA沖縄）

いちゃりばちょーでー／JICA沖縄のご紹介（外部サイト：You
Tube）

SDGsかんたん多国籍料理クッキング

フードロス、私たちに何ができるかな？（PDF)

ノーリさんおすすめのコーブリパラウ（アフガニスタン）（外部
サイト：You Tube)

ヴィンセントさんおすすめのチキンアドボ（フィリピン）（外部
サイト：You Tube)

ヘバさんおすすめのモサバハ（シリア）（外部サイト：You
Tube)

動画制作秘話とJICAの食料分野での取組み（PDF)

JICA海外協力隊　～世界で活躍するうちなーんちゅ～

協力隊オンライン体験談（東ティモール/観光・ボリビア/小学校
教諭）（外部サイト：You Tube)

協力隊オンライン体験談（パプアニューギニア/理科教育・ベト
ナム/作業療法士）（外部サイト：You Tube)

コンテンツ名

コンテンツ名

コンテンツ名


