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ガーナ

ベネズエラ
雨上がり、色鮮やかな町の通
りで

パレスチナ

ニジェール�
アフリカを襲う悪魔を干して食
う

ネパール

中国�
陝西省延安市延長県安河鎮
の葬列

インドネシア

ブラジル
海の向こうははるかアフリカ
大陸

アフリカの成長 温室効果ガスと地球温暖化 母子保健 科学技術

ガーナ

マダガスカル�
ご飯が炊けるにおいに誘われ
て

企業の投資とCSR

コートジボワール�
飯塚明夫

ベトナム�
堀内孝

ペルー�
すずきともこ

中国�
下嶋岳志

アルメニア�
エリック・レヒシュタイナー

元気なアフリカPart2�
新たな成長へのチャレンジ　 
・モザンビーク�
「よりよい将来を共につくろう」�
・ザンビア�
マレーシアとの南南協力で成長
を目指すザンビア
・マダガスカル、南アフリカ、ケニ
ア�
アフリカで拡大するパートナーシ
ップ�
・JICA's Approach
アフリカの持続的な経済成長を
支えるために　

地球温暖化Part3�
持続可能な社会への道のり 
・JICA's Approach
気候変動対策と経済成長を両
立させる持続可能な開発を
・メキシコ�
「中南米地域の持続可能な開
発に貢献したい」�
・ベトナム�
温暖化防止と貧困削減に結び
付く国づくり
・JICA・JBIC座談会
気候変動対策-新JICAの役割

母子保健�
かけがえのない命を守るために 
・JICA's Approach
日本の経験を生かし、ミレニアム
開発目標の達成を
・パレスチナ�
「母子手帳は将来への希望をは
ぐくむ」�
・日本�
母子を守る日本の経験を学びた
い
・カンボジア�
未来永劫に続く安全なお産を

企業連携
経済成長を支える新しいパー
トナーシップ
・JICA's Approach
企業との連携で持続的な経済
成長を目指す
・アジア＆アフリカ�
成長のための投資を促すパート
ナーシップ�
・タイ�
アジアの自動車王国へ
・エチオピア�
森を守る「森林コーヒー」を日本
に

科学技術�
可能性を切り開く力  
・JICA's Approach�
科学技術を生かして地球規模
課題の解決を�
・ASEAN�
「アセアンの未来を担う人材を
育てよう」�
・サウジアラビア�
省エネルギー社会の創造を目指
して�
・エクアドル�
科学技術を駆使した防災支援

アフリカの成長と国際協力
宮司正毅・ ＪＩＣＡ客員専門員

持続可能な社会と地球温暖化
対策
西岡秀三・国立環境研究所特
別客員研究員

母子保健と国際協力
萩原明子・JICA客員専門員

JICAの企業連携　　　　
E・E・E・ムタンゴ・駐日タンザニ
ア大使、足達英一郎・（株）日本
総合研究所、岸和幸・（株）リコー、
木山啓子・（特活）ジェン

科学技術と国際協力�
薬師寺泰蔵・内閣府総合科学
技術会議常勤議員

2008年10月  新JICA誕生 開発研究所を開設 市民が主役の国際協力を応援！

南アフリカ＆カメルーン�
子どもたちとのサッカーを通じて
感じた未来の輝き�
神谷望・JICAアフリカ部

タンザニア＆ルワンダ�
草野満代さんと道傳愛子さん、
アフリカの大地へ�
佐野景子・JICA総務部、矢部
優慈郎・JICA広報室

ガーナ�
中田英寿さんがJICAのサッカー
イベントを視察�
梁瀬直樹・JICAガーナ事務所
員

先住民から学んだ“生きる力”
JICA国際協力中学生・高校生
エッセイコンテスト受賞者研修in
マレーシア（前編）

環境と闘う人々に出会って
JICA国際協力中学生・高校生
エッセイコンテスト受賞者研修in
マレーシア（後編）

教師海外研修から生まれた国
際理解教材集

アフリカと出会った子どもたち
横浜市「一校一国」運動

世界に羽ばたく人材を育てるた
めに

モザンビーク＆アンゴラ�
「希望」の大地を訪ねて�
長倉洋海

スーダン�
少数民族の内戦復興�
國森康弘

ペルー�
幸せ部族の誘拐結婚式�
鈴木智子

モロッコ�
サハラを越えた黒人たち�
飯塚明夫

ベトナム�
メコン川の恵み�
鎌澤久也

ルワンダ�
徐隊兵士の手に“平和”をつく
る技術を

ニジェール�
いつか夢のオリンピックへ

セネガル�
給食を食べられる喜び

戦後復興を担う人材の育成を目
指して

草の根レベルで活躍するJICA
ボランティア

人々の生活を支える水環境を守
るために

大野泉・政策研究大学院大学
教授

坂根正弘・コマツ代表取締役会
長

大橋正明・（特活）国際協力
NGOセンター理事長

村田俊一・国連開発計画（UN
DP）駐日代表

道傳愛子・NHK解説委員

「貧困と経済成長」「アンデス
の祭り」「アジアのなかの日本」

「アフリカ政策市民白書２００７」
「ハイチ いのちとの闘い」「変
容する参加型開発」

「いのちの絆」「地球・環境・人
間Ⅱ」「越境するNGOネットワ
ーク」

「アフリカに緑の革命を！」「こう
して僕は世界を変えるために一
歩踏み出した」「国際協力の知」

「1人ひとりにできること　1人の
ためにできること」「地域から描
くこれからの開発教育」「小児
科医、海を渡る」

「マンデラの名もなき看守」 「おいしいコーヒーの真実」 「バックドロップ・クルディスタン」 「闇の子供たち」 「女工哀歌」

島野敏行  JICA横浜職員 大野憲太 モザンビーク事務所
員

岩崎昭宏　パレスチナ事務所
員

広瀬恵美　アフリカ部職員

横浜市 財団法人海外日系人協会 財団法人ジョイセフ
独立行政法人日本貿易振興機
構

独立行政法人科学技術振興機
構

青年研修「アフリカ混成 環境
若手リーダー」＠山梨編

洪水関連災害専門家育成＠茨
城編

建築基準と規則システム＠東
京編 省エネルギー＠東京編

「アフリカ、そして日本の若者に
も稲作を伝えたい」�
坪井達史・JICA専門家

「途上国の建設現場に日本の
技術を伝えたい」�
向井潔・青年海外協力隊OB

「見捨てられた素材に命を与え、
環境との共生を」�
金刺潤平・和紙職人

徳島県上勝町�
自信と誇りを取り戻す町の取り
組みを伝えたい

滋賀県甲良町�
住民の知恵と努力のまちづくり

沖縄県国頭村�
住民と自然の共存を目指したま
ちづくり

青森県南部町�
地域を元気にする農家の女性
たち

山口県阿武町�
地域も学ぶ双方向の国際協力

アフリカで「緑の革命」は可能か？
大塚啓二郎・政策研究大学院
大学教授

日本人のブラジル移住の歴史

どう変わる？障害者権利条約が
発効�
長瀬修・東京大学経済学研究
科特任准教授

国際連帯税とは？�
上村達彦・千葉大学大学院人
文社会科学研究科福祉研究セ
ンター准教授

知的財産権をめぐる問題�
江口順一・帝塚山大学大学院
法政策研究科教授

地球のかけら 
　小松義夫

表紙 
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専門家に聞く 
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新JICAレッスン 

まちづくりの経験を世界へ 

FIELD SKETCH

Stories of Challengers 
挑戦者たち 

世界とつながる教室 

OJAMA-SHIMASU

Break Time  
   BOOKS

   FILM

JICafe  
   PARTNERS

   JICA STAFF

67億人の大地 

Close Up！  
ジャイカのあしあと 

VOICE to NEW JICA

絵はがき 

国際ニュースのギモン 

タイ�
アジアに「知的リーダー・ネットワ
ーク」を�
尾崎美千生・ジャーナリスト

ブラジル�
宮沢和史さんがアマゾンの森で
得たエネルギー
宮本義弘・JICAブラジル事務
所員
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援助手法の連携事例  その1
日本の存在感が光るチッタゴン
の上水道整備支援

援助手法の連携事例  その2
「モデル展開型」の円借款で点
の成果を面的拡大へ

エクアドル�
住民参加で、ガラパゴスの生態
系を守ろう

フィリピン�
フィリピンの海の安全を守る案
内図

「産業として使えるITの技術移
転に力を入れたい」�
井出博之・JICA国際協力専門
員

「自分たちで できること　�
見つけることも 大切です」�
奈良崎真弓／佐藤陽子・元青
年海外協力隊短期ボランティア

伝統灌漑施設を生かした豊かな
村づくり
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