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教育/Education 19EIPL004 世界につながる教室～授業で使える映像教材～（水と世界・ルワンダ・国際協力）
１．世界をめぐる水（水の循環）

2020 https://youtu.be/QKxxRyT9Tak+AO2:AO27

教育/Education 19EIPL004 世界につながる教室～授業で使える映像教材～（水と世界・ルワンダ・国際協力）
２．ルワンダってどんな国？

2020 https://youtu.be/9LyFKTWgF0s

教育/Education 19EIPL004 世界につながる教室～授業で使える映像教材～（水と世界・ルワンダ・国際協力）
３．ルワンダ都心部の子どもの一日

2020 https://youtu.be/8lEFXQfZs4M

教育/Education 19EIPL004 世界につながる教室～授業で使える映像教材～（水と世界・ルワンダ・国際協力）
４．ルワンダ村落部の子どもの一日

2020 https://youtu.be/7QsFBAEMD4Y

教育/Education 19EIPL004 世界につながる教室～授業で使える映像教材～（水と世界・ルワンダ・国際協力）
５．海をわたるプラスチックごみ

2020 https://youtu.be/ogML8EY3CC4

教育/Education 19EIPL004 世界につながる教室～授業で使える映像教材～（水と世界・ルワンダ・国際協力）
６．もし水がなかったら･･･

2020 https://youtu.be/j_Xqnz1KdDw

教育/Education 19EIPL004 世界につながる教室～授業で使える映像教材～（水と世界・ルワンダ・国際協力）
７．国際協力活動に取り組む人々のインタビュー

2020 https://youtu.be/CW5OFnzDG0I

教育/Education 19EIPL004 世界につながる教室～授業で使える映像教材～（水と世界・ルワンダ・国際協力）
８．国際協力活動に取り組む人々のインタビュー

2020 https://youtu.be/BTGCjNO8za8

教育/Education 19EIPL004 世界につながる教室～授業で使える映像教材～（水と世界・ルワンダ・国際協力）
９．映像教材を授業で使うヒント

2020 https://youtu.be/hAtTyZfordQ

教育/Education 19EIPL004 世界につながる教室～授業で使える映像教材～（水と世界・ルワンダ・国際協力）
１０．JICAの開発教育支援事業とは

2020 https://youtu.be/WJZ4v26syhk

教育/Education 19EIPL004 世界につながる教室～授業で使える映像教材～（水と世界・ルワンダ・国際協力）
１１．教師海外研修とは

2020 https://youtu.be/q6G32TBsEo8

教育/Education 17MPGP001 授業で使える10分映像集（イスラム）【映像１】イスラムの概要 2017 https://youtu.be/BmmBYpuhSak

教育/Education 17MPGP001 授業で使える10分映像集（イスラム）【映像２】世界各地のイスラム 2017 https://youtu.be/uCl1Akimlog

教育/Education 17MPGP001 授業で使える10分映像集（イスラム）【映像３】差別・排斥されるイスラム教徒 2017 https://youtu.be/mBP7G6aGdjM

教育/Education 17MPGP001 授業で使える10分映像集（イスラム）【映像４】日本に暮らすイスラム教徒 2017 https://youtu.be/TDl9-37GGSg

教育/Education 17MPGP001 授業で使える10分映像集（教育）【映像１】途上国の教育課題（西アフリカにあるニ
ジェールの場合）

2017 https://youtu.be/0nrAhnGWSzs

教育/Education 17MPGP001 授業で使える10分映像集（教育）【映像２】課題解決のための（みんなの学校プロ
ジェクト）

2017 https://youtu.be/BJs5ksf8oMI

教育/Education 17MPGP001 授業で使える10分映像集（教育）【映像３】みんなの学校プロジェクトに取り組んだ
成果

2017 https://youtu.be/0C8nvymj74o

教育/Education 17MPGP001 授業で使える10分映像集（国際協力）【映像１】国際協力・ODAとは 2017 https://youtu.be/DrxRzhfZ7yM

教育/Education 17MPGP001 授業で使える10分映像集（国際協力）【映像２】日本の国際協力・ODA事業の事
例

2017 https://youtu.be/ricvoPgZ-CQ

教育/Education 17MPGP001 授業で使える10分映像集（国際協力）【映像３】課題を共に解決する国際協力 2017 https://youtu.be/bNnQVrZjDNg

教育/Education 17MPGP001 授業で使える10分映像集（難民）【映像１】国を逃れる人々 2017 https://youtu.be/I0SEtET8nsg

教育/Education 17MPGP001 授業で使える10分映像集（難民）【映像２】逃れた後の生活 2017 https://youtu.be/L7eydlR6oVA

教育/Education 17MPGP001 授業で使える10分映像集（難民）【映像３】各国の難民受入れ状況 2017 https://youtu.be/PlVOc2bo82w

教育/Education 16HMBG001 みんなの学校が開く未来　Dream～みんなの学校が開く未来～ 2016 https://youtu.be/4UNJPQymVN4

教育/Education 16HMBG001 みんなの学校が開く未来　みんなの学校：住民参加による教育開発モデル～住
民、学校、行政一体となった教育開発を目指して～

2016 https://youtu.be/P81J_Y2ngFw

教育/Education 16HMBG001 みんなの学校が開く未来　学校運営委員会活性化～選挙、活動計画、モニタリン
グ、連合モデル～

2016 https://youtu.be/TgC5x747VMw

教育/Education 16HMBG001 みんなの学校が開く未来　質のミニマムパッケージ 2016 https://youtu.be/yLhg39FiZj0

教育/Education 16HMBG001 みんなの学校が開く未来　補助金有効活用モデル 2016 https://youtu.be/N30_2dnQYg8

教育/Education 16HMBG001 みんなの学校が開く未来　フォーラムアプローチ 2016 https://youtu.be/VaAMxLkK4WA

教育/Education 16HMBG001 みんなの学校が開く未来　Full ver. 2016 https://youtu.be/CTNq3VHb65c

教育/Education 11PRDM001 学ぶ機会をすべての人へ　～JICAの基礎教育協力～　（2011年度改訂版） 　本映像教材はJICA教育分野、特に基礎教育への取り組みについて、なぜ協力
するのか（目的／意義）、何を協力するのか（重点）、どのように協力するのか（ア
プローチ）という3つの項目に沿って説明しています。 2010年に作成したJICA教
育セクターに関する「ポジション・ペーパー」にまとめられたJICAの教育分野の協
力の考え方について、その広報強化及び情報共有・発信の強化を目的として本
教材は制作されました。

2012 https://youtu.be/b9q69-lMS70

保健医療/Health 18EIPC002 母子手帳を世界に～途上国における導入と普及～ 　　JICAは日本の経験に基づき、開発途上国において母子手帳の普及に取り組
んできました。本映像教材は、母子手帳の開発途上国における導入・普及の方法
について、JICAの当該分野での経験を通して説明しています。

2019 https://youtu.be/2B1pKidyDz0

保健医療/Health 18EIPC001 安全で幸せな出産のために～JICAの人間的なお産の取り組み～ 　本映像教材は、JICA母子保健分野における「人間的なお産」の取り組みについ
て、ブラジルとカンボジアのプロジェクトを通して説明しています。
　1996年にブラジルで実施した光のプロジェクト以来、アジア、アフリカを含む8か
国において「人間的なお産」を実現するために取り組んできましたが、この取り組
みについて理解することを目的として、本教材は制作されました。

2019 https://youtu.be/HwBqgOjuBHg

保健医療/Health 16HMH1001 What is KAIZEN? あなたが変える医療の質 　本映像教材は、カイゼンの概要と変遷、カイゼンの実施体制と7つのステップ、
福岡県飯塚病院やタンザニア公立病院でのカイゼン活動等の紹介で構成されて
います。開発途上国の医療従事者や保健省質管理部局関係者のカイゼンへの
理解を促進することにより、医療機関でカイゼン活動が実践/推進されることを目
指しています。

2016 https://youtu.be/iG1Bg7npzP4

保健医療/Health 11PRDM007 人を変える技術協力   ～ 中米シャーガス病対策の歩みから～ 　この教材では、中南米に蔓延するシャーガス病に対するJICAの取り組みをホン
ジュラスとエルサルバドルの事例を通じて紹介しています。日本人専門家や青年
海外協力隊員等の日本側と、相手国のカウンターパートが、如何にして相手国の
保健医療従事者、保健ボランティア、コミュニティ、学校等の異なる立場の人々を
巻き込んだのか、持続性確保の工夫は何だったのか等、プロジェクト成功の要因
を振り返ります。

2012 https://youtu.be/HfBkWYsbF_0

保健医療/Health 09JHOS001 現場に見る人間の安全保障　ザンビア編 　「人間の安全保障」の視点は政府開発援助大綱に掲げられている通り、我が国
ODAにおける基本方針となっていますが、本教材は、「人間の安全保障」とそのア
プローチに対する理解を促進することを目的として制作されており、「人間の安全
保障」の基本概念（アプローチ含む）の説明と、ザンビアで行われている「ルサカ
市プライマリーヘルスケアプロジェクトフェーズ1,2」における取り組みについて紹
介しています。

2009 https://youtu.be/UIryBwB692Q

保健医療/Health 09JHOS002 現場に見る人間の安全保障　セネガル編 　　「人間の安全保障」の視点は政府開発援助大綱に掲げられている通り、我が
国ODAにおける基本方針となっていますが、本教材は、「人間の安全保障」とそ
のアプローチに対する理解を促進することを目的として制作されており、「人間の
安全保障」の基本概念（アプローチ含む）の説明と、セネガルで行われている「安
全な水とコミュニティー活動支援計画」及び「総合村落林業開発計画プロジェクト」
における取り組みについて紹介しています。

2008 https://youtu.be/73ARVgd17F4

保健医療/Health 07OICM001 「沖縄の保健医療の経験シリーズ」１　第一編「沖縄の疾病構造の変遷と行政の
取り組み」

　戦後復興期における沖縄の疾病構造の変遷（急性感染症、慢性感染症、生活
習慣病、老人病）を追いながら、沖縄の保健医療行政が、それぞれの時代に応じ
た保健人材の確保と、住民の健康増進に尽力した軌跡を紹介しています。

2007 https://youtu.be/jkwy1bbAKfQ

保健医療/Health 07OICM001 「沖縄の保健医療の経験シリーズ」１　第二編「沖縄の公衆衛生看護婦」 　離島や僻地を含む沖縄の全市町村に駐在し、地域住民に密着した保健医療看
護活動を行った公衆衛生看護婦（保健婦）の制度と、その活動を採り上げていま
す。

2007 https://youtu.be/5q447LL4O7o

保健医療/Health 07OICM002 「沖縄の保健医療の経験シリーズ」２　1.沖縄の公衆衛生看護婦～実践編　結核
～沖縄式DOTSの展開

2007 https://youtu.be/3PnV93-lDBA

保健医療/Health 07OICM002 「沖縄の保健医療の経験シリーズ」２　2.寄生虫ゼロ作戦を開始せよ！～沖縄寄
生虫予防協会の役割と発展～

2007 https://youtu.be/wLjrViJ2_tg

保健医療/Health 07OICM002 「沖縄の保健医療の経験シリーズ」２　3.明日の希望を育てるために　～沖縄県小
児保健協会の活動～

2007 https://youtu.be/nkheS-8DoDk

保健医療/Health 07OICM002 「沖縄の保健医療の経験シリーズ」２　4.沖縄の医療保険のあゆみ　～皆保険達
成までの経緯～

2007 https://youtu.be/uT9tRGKnr3k

　沖縄県における戦後復興期の保健課題の取り組みを紹介しています。シリーズ
１の内容をより具体的に採り上げ、6つの内容で構成されています。
1.沖縄の公衆衛生看護婦～実践編　結核～沖縄式DOTSの展開
2.寄生虫ゼロ作戦を開始せよ！～沖縄寄生虫予防協会の役割と発展～
3.明日の希望を育てるために　～沖縄県小児保健協会の活動～
4.沖縄の医療保険のあゆみ　～皆保険達成までの経緯～
5.沖縄にみる“野のカウンセラー”～現代医療と民俗治療～
6.沖縄の配置家庭薬システム　～信頼が作り上げた“一次医療”～

　私たちが生きていくのに欠かせない「水」は、国境を越え世界をめぐる大切な資
源でもあります。その水をテーマに、「水と世界」「国際協力」を知ることができる、
授業でも活用しやすいショート映像です。
　舞台となっているのは、ICT分野等で発展しつつも、水においてはまだまだ課題
のあるルワンダ。この国の概要や、ここに暮らす少年の一日、水分野の国際協力
に携わる人々のインタビューなどがあります。また、この映像教材を授業で使うヒ
ント、学校の先生方が実際に途上国現場に学びに行けるJICA教師海外研修や、
JICAの開発教育支援事業についての紹介映像もあります。

 JICA事業の映像をはじめ、NHKや世界の報道映像、また、独自のインタビュー映
像を、授業で使えるように再編集した映像教材です。「難民」「イスラム」「国際協
力・ODA」「教育」の四つのテーマを、それぞれ10分程の映像にまとめています。

　「みんなの学校プロジェクト」の果たしてきた役割と成果をまとめた教材と、プロ
ジェクトの関係者に対する研修用教材から構成されています。
　みんなの学校プロジェクトの活動を取りまとめた教材は、2007年に制作されまし
たが、その後新たな取り組みが実施されたことを受け、内容の更新を行いました。
みんなの学校プロジェクト実施国同士の学びあいのみならず、リージョナル、グ
ローバルな学び合いへと発展させていくことが期待されています。
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https://youtu.be/9LyFKTWgF0s
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保健医療/Health 07OICM002 「沖縄の保健医療の経験シリーズ」２　5.沖縄にみる“野のカウンセラー”～現代医
療と民俗治療～

2007 https://youtu.be/aGbVDTD3FC4

保健医療/Health 07OICM002 「沖縄の保健医療の経験シリーズ」２　6.沖縄の配置家庭薬システム　～信頼が
作り上げた“一次医療”～

2007 https://youtu.be/H9wij-VIRKE

水資源・防災
/Water Resources
and Disaster Risk
Reduction

18EIPC003 洪水に負けない国づくり 　JICAは、日本の洪水対策に係る知識・経験を活かし、抑止減災、事前準備、応
急対応、復旧・復興まで、シームレスな防災協力に取り組んでいます。本教材は、
JICAの防災協力の背景にある日本国内の河川整備の考え方、「平成27年9月関
東・東北豪雨」における復旧・復興の取り組み等を紹介しながら、事前投資の重
要性を、国内外の防災協力関係者に効果的に伝えることを目的に制作されてい
ます。

2019 https://youtu.be/OFZ68SriIMw

水資源・防災
/Water Resources
and Disaster Risk
Reduction

17EIPC001 より良い防災のための災害統計 　本教材では、効果的な防災施策の立案・実施、及び、仙台防災枠組の実施、モ
ニタリングにおける災害統計の意義や重要性等について、日本や世界の事例等
を踏まえながら解説しています。

2018 https://youtu.be/yMRmujZVO_U

水資源・防災
/Water Resources
and Disaster Risk
Reduction

17EIPC003 日本の災害経験と仙台防災枠組への反映 　2015年に策定された防災の国際潮流である仙台防災枠組には、①事前投資の
重要性、②防災の主流化、③ビルド・バック・ベター等、日本の提言が数多く盛り
込まれています。日本がこれらを提言した理由を、日本の代表的な災害経験とそ
の教訓を紹介しながら解説しています。

2018 https://youtu.be/TzP8ybkZv5E

水資源・防災
/Water Resources
and Disaster Risk
Reduction

17EIPC002 地方防災計画：行政と住民が一体となった取り組み～高知県黒潮町の場合～ 　この教材では、仙台防災枠組ターゲットE（国・地方防災計画が策定される国の
数を増やすという目標）の達成に向け、仙台防災枠組の解説とともに、日本の事
例を通じて、地方防災計画策定の意義と役割を解説しています。

2017 https://youtu.be/1_8aS4tEy9Y

水資源・防災
/Water Resources
and Disaster Risk
Reduction

15GEPC001 防災における国際協力 　2015年3月14日にJICAが主催したシンポジウム「防災における国際協力」の模
様を収録したビデオです。シンポジウムでは主に以下の議論が行われています。
■各機関における防災に関する取り組み
■「防災事前投資の必要性・防災主流化」
■「Build Back Better」
■中央官庁の能力強化
■防災分野国際協力の必要性

2015 https://youtu.be/FCoe7tTqmzQ

水資源・防災
/Water Resources
and Disaster Risk
Reduction

11PRDM004 JICAの水・衛生分野への協力 　JICAの水・衛生分野における協力のアプローチについて、代表的なプロジェクト
事例を参考としながら紹介しています。  この教材は、国際会議や国内の各種イ
ベント等の場において、JICAの水・衛生分野における協力について国内外の関
係団体に向けて、広報・情報発信することを目的に作成されています。

2012 https://youtu.be/B5PSSMXnSss

ガバナンス
/Governance

19EIPL001 民主国家におけるメディアの役割－JICAのメディア支援－ 　本映像教材では、JICAによるメディア支援について、紛争予防の側面を持つコ
ソボの事例と、民主化支援の側面を持つミャンマーの事例を紹介しながら、その
意義やアプローチの特徴を紹介しています。

2020 https://youtu.be/loZuulg5JH4

ガバナンス
/Governance

17EIPC005 JICAによる法整備支援　～社会を支える『ルールづくり』への貢献～ 　本映像教材では、JICAの法整備支援分野の協力に関し、具体的な事例を紹介
しながら、協力の意義や内容、国内外における取組について説明しています。
「法整備支援」というJICAの中でも比較的新しい協力分野をより多くの人に知って
いただくことを目的に作成されました。

2018 https://youtu.be/Cna8DfsQXfk

ガバナンス
/Governance

17EIPC008 東日本大震災からの復興における東松島市の取り組み 　1,100名を超える人命を失い、97％の家屋が損傷するという甚大な被害の後、
2011年4月には「復旧・復興指針」、同年12月には「復興まちづくり計画」を市民に
示した東松島市ですが、本教材では、震災前から継続されていた「行政と市民が
協働する」仕組みや、速やかな復興に繋げた行政の取り組みを紹介しています。

2018 https://youtu.be/EHeotHXxUCQ

ガバナンス
/Governance

07PRDM004 民事訴訟第１審手続の流れ　～ある賃金請求事件を題材として～ 　JICAが行う法制度整備支援のうち、カンボジアで実施されているプロジェクトに
おいて、新民事訴訟法に則って行われている模擬裁判の様子を収録し、ロール・
プレイにより視覚的に裁判の流れを紹介しています。本教材は、カンボジアの法
曹関係者が、当事者主義に則った民事訴訟手続きのコンセプトや実務を理解す
るための教材として作成されています。

2008 https://youtu.be/2AJBBwvNCok

平和構築/Peace-
Building

19EIPL002 ヒロシマ復興からのメッセージ　~復興における地方行政の役割と取組み~ 　戦後復興における地方行政の役割や取り組みについて、①復興の理念の形成
と共有、②市長のリーダシップと行政官の信念、③復興の各段階に応じた切れ目
のない移行、④国・県・市の協働、⑤住民と行政との協働という5つのポイントに着
目しながら、広島県と広島市の経験や知見を紹介しています。

2020 https://youtu.be/okr4O-tvWhc

平和構築/Peace-
Building

16EIPC004 アジアに見る紛争影響国の平和構築支援 　JICAが行う平和構築支援について、フィリピン（ミンダナオ）及びネパールの２つ
の事例を紹介しながら説明しています。

2017 https://youtu.be/ky2XouZjdfY

平和構築/Peace-
Building

16EIPC003 紛争後の平和定着のための地方行政能力強化　～ウガンダ・コートジボワール
の事例から～

　JICAは、紛争影響国や地域の地方行政官の能力強化を支援することにより、
行政に対する住民の信頼を確保・再構築し、中長期的な紛争予防を目指してい
ます。本教材は、紛争影響国や地域における地域社会の再建を通じた平和構築
への取り組みと、その中で地方行政の果たすべき役割について、ウガンダ及び
コートジボワールの２つの事例を用いて説明しています。

2017 https://youtu.be/NUGJW9ddUj8

平和構築/Peace-
Building

16EIPC005 ボスニア・ヘルツェゴビナにおけるIT教育を通じた平和構築支援 　本映像教材では、IT教育のカリキュラム統合を通じた民族融和と紛争予防の取
り組みについて紹介しています。アプローチの特殊性や留意点を説明しながら、
平和構築のあり方を考えるものです。

2017 https://youtu.be/RRcp1Ksjx_c

平和構築/Peace-
Building

13RDF1001 故郷（ふるさと）へ　～スレブレニツァからの報告～ 　ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争の中でも、最も激しい戦場の一つであったスレブ
レニツァ地域では、紛争によって農業等の経済基盤が崩れ、また、ボスニャック系
（ムスリム）とセルビア系住民の間に感情的な対立が生まれました。本教材では、
民族和解のため、農業分野の支援を通じたコミュニティ社会の再構築と、住民の
経済的自立を目的として実施した「スレブレニツァ地域における信頼醸成のため
の農業・農村開発プロジェクト」について紹介しています。

2013 https://youtu.be/6i_Ie-_GMTA

平和構築/Peace-
Building

09JHOS003 現場に見る人間の安全保障　ボスニア・ヘルツェゴビナ編 　　「人間の安全保障」の視点は政府開発援助大綱に掲げられている通り、我が
国ODAにおける基本方針となっていますが、本教材は、「人間の安全保障」とそ
のアプローチに対する理解を促進することを目的として制作されており、「人間の
安全保障」の基本概念（アプローチ含む）の説明と、ボスニアで行われている「ス
レブレニツァ地域の帰還民を含めた住民自立支援計画」及び「モスタル高校IT教
育近代化支援」における取り組みについて紹介しています。

2009 https://youtu.be/TBNad_zwCNM

社会保障/Social
Security

17EIPC004 アジアの高齢化に挑む　JICAの高齢者介護・福祉への取り組み 　本教材では、JICAが行う高齢化対策分野の協力に関し、アジア地域が直面す
る高齢化の現状、日本を例にとった高齢化に伴う課題と必要な対策、タイの介護
分野におけるJICAの協力事例や日本の自治体・民間企業との連携事例等につ
いて紹介しています。

2018 https://youtu.be/CDr9Uqe9nxU

社会保障/Social
Security

08JHHM001 アジア太平洋障害者センター（APCD）プロジェクト公開セミナー「フェーズ１の総括
と今後5年間の展望」

　アジア太平洋障害者センター(APCD)は、日本政府の協力によりバンコクに設立
された「障害者のエンパワーメントとバリアフリー社会促進」のためのセンターで、
JICAはプロジェクトを通じて、政府やNGOとのネットワーク作り、障害者が情報に
アクセスしやすくなるための技術普及、障害に関する情報の収集と発信、障害者
支援に従事する人材育成などを支援してきました。5年間のプロジェクトフェーズ１
がインパクトをもたらすことに貢献した要因を、キャパシティ・ディベロップメント、
知識創造理論の切り口から分析した公開セミナーを収録しています。

2008 https://youtu.be/8fHInR_4kOw

運輸交通
/Transportation

16EIPC001 日本の空港技術 　本教材は、日本の優れた空港技術について、建設から運営維持管理に係る５
つの項目に沿って説明しています。 日本の優れた空港技術についての情報共有
と発信を強化し、JICA空港事業の案件形成、空港分野の国際協力人材の発掘を
目的として作成されています。

2017 https://youtu.be/Cb3sbeZWD8k

情報通信技術/ICT 16EIPC006 開発途上国に対する日本のサイバーセキュリティ対策支援 　JICAによる開発途上国へのサイバーセキュリティ分野の協力事例について紹
介しています。

2017 https://youtu.be/1je_PWFi_p4

経済政策
/Economic Policy

19EIPL003 JICAの税関協力 　JICAの税関協力の取り組みについて、主に東南アジアとアフリカの支援事例を
紹介しながら、協力の意義や内容を説明しています。

2020 https://youtu.be/nm_CG7039B4

15ILPG004 女性企業家オーラルヒストリー　マラウイ編 2015 https://youtu.be/agmXf6rctHg

15ILPG003 女性企業家オーラルヒストリー　ミャンマー編 2015 https://youtu.be/rH5CbW4s2og

民間セクター開発
/Private Sector
Development

15ILPG002 女性企業家オーラルヒストリー　カンボジア編 2015 https://youtu.be/ZSt9-YbZ7hk

民間セクター開発
/Private Sector
Development

15ILPG001 女性企業家オーラルヒストリー　キルギス編 2015 https://youtu.be/OFRSQkitjVc

民間セクター開発
/Private Sector
Development

08PRDM010 ロボット開発の歴史をとおして学ぶ知的財産制度 　知的財産制度はオリジナルなブランドの創出を通じての自国産業の発展や、海
外からの研究開発を誘致するための投資環境改善にとって大変重要なインフラ
の１つです。本教材は、ロボット開発の歴史を事例として取り上げ、特許、意匠、
商標という知的財産制度の根幹をなす要素についての一般的な知識について、
理解を深めることを目的に作成されています。

2009 https://youtu.be/sl54FxxY8K0

農業開発・農村開
発/Agricultural and
Rural Development

17EIPC009 ＳＨＥＰアプローチ　～動機づけ理論に基づく「市場志向型農業振興」～ 　本映像教材は、JICAの農業・農村開発分野における農業普及アプローチであ
るSHEP(市場志向型農業振興）について、そのコンセプトおよび実際の活動を４
つステップに基づき説明しています。2006年にケニアで生まれたSHEPアプローチ
ですが、その後アフリカ23ヶ国(2017年現在）に広まっており、このアプロ―チを理
解することを目的として教材は制作されています。

2018 https://youtu.be/j7YNgGAKUN0

民間セクター開発
/Private Sector
Development

　本映像教材は、インタビューを通じて対象者の人生の過程をたどり、対象者の
成功と挫折、成功を支えた要因を読み取ることを目的に制作されています。
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https://youtu.be/TzP8ybkZv5E
https://youtu.be/1_8aS4tEy9Y
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https://youtu.be/loZuulg5JH4
https://youtu.be/Cna8DfsQXfk
https://youtu.be/EHeotHXxUCQ
https://youtu.be/2AJBBwvNCok
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https://youtu.be/nm_CG7039B4
https://youtu.be/agmXf6rctHg
https://youtu.be/rH5CbW4s2og
https://youtu.be/ZSt9-YbZ7hk
https://youtu.be/OFRSQkitjVc
https://youtu.be/sl54FxxY8K0
https://youtu.be/j7YNgGAKUN0


農業開発・農村開
発/Agricultural and
Rural Development

09PRDM011 アフリカ熱帯サバンナ農業開発協力事業　～ブラジルの成功事例をアフリカへ～ 　ブラジル・セラード地帯といわれる地域において、JICAは1970年代半ばより20
余年にわたって農業開発支援を行ってきました。その結果、「不毛の地」と呼ばれ
たセラード地帯は、今では世界有数の農業地帯に変貌しました。このセラード農
業開発の経験と知見を、アフリカ熱帯サバンナ地域の農業開発に活かすため、モ
ザンビークにおいて日本とブラジルが取り組んだ経緯と展望をまとめています。

2010 https://youtu.be/UzDxYx7_OZQ

農業開発・農村開
発/Agricultural and
Rural Development

101RS1001 協働とはなんだ？ ～スラウェシ発！地域開発の新しい仕組みを目指して～ 「スラウェシ地域開発能力向上プロジェクト」は、インドネシアのスラウェシにある6
州において、州政府、県・市政府、住民、NGO、大学等の地域開発に関わる関係
者の主体的な地域開発の計画策定や実施運営能力の向上を目指して実施され
ており、本教材では、同プロジェクトの概要を紹介しています。

2010 https://youtu.be/-2mn7Pq9AOk

農業開発・農村開
発/Agricultural and
Rural Development

09JHOS004 現場に見る人間の安全保障　アフガニスタン編 　　「人間の安全保障」の視点は政府開発援助大綱に掲げられている通り、我が
国ODAにおける基本方針となっていますが、本教材は、「人間の安全保障」とそ
のアプローチに対する理解を促進することを目的として制作されており、「人間の
安全保障」の基本概念（アプローチ含む）の説明と、アフガニスタンで行われてい
る「地方開発支援プロジェクト」における取り組みについて紹介しています。

2009 https://youtu.be/3arcH4jAUXk

自然環境保全
/Natural
Environment
Conservation

11PRDM006 生物多様性保全をベースにした国造り～ 開発と保全の調和に向けてコスタリカ
からのメッセージ～

中米のコスタリカは、過去の森林破壊を反省し、自然環境を「守り」、調査研究を
して「知った」上で「賢く使う」というコンセプトに基づいて、森林や生物多様性の保
全に係る先駆的取り組みを行ってきています。本教材では、生物多様性保全を国
造りのベースとすることを目指しているコスタリカの事例を紹介するとともに、そこ
でJICAが果たしてきた役割を紹介しています。

2012 https://youtu.be/H7VvMWsUkmM

ジェンダーと開発
/Gender and
Development

16EIPC002 人身取引の現状とJICAの取組み 　本映像教材では、ジェンダーと開発分野、特にアジアにおける人身取引の現状
と、JICAの取り組みについて説明しています。

2017 https://youtu.be/2LEpiUYhE20

都市開発・地域開
発/Urban and
Regional
Development

17EIPC006 世界で唯一の研修「博物館とコミュニティ開発」 　本教材は、JICAが1994年より国立民族学博物館と共に実施している課題別研
修「博物館とコミュニティ開発」の内容や成果について紹介しています。世界的に
珍しい本研修について、より広く国内外の博物館・文化事業関係者に知ってもらう
ことを目的に本教材は制作されています。

2018 https://youtu.be/Of-cM9N9vg0

援助アプローチ
/Aid Approach

17EIPC007 SDGs達成に向けたJICAの取り組み 　2015年に国連で採択された持続可能な開発目標（SDGs）。国内外のあらゆるア
クターがその達成に向けて活動しているこの目標に、JICAも様々なアプローチ
と、アクターとの連携のもと取り組んでいます。本教材では、JICAのSDGs達成に
向けた取り組み方針と、取り組みの具体例や、SDGsをわかりやすく解説するアニ
メなどを、用途に応じ再生可能なチャプターに分けて紹介しています。

2018 https://youtu.be/dyp0Q-Fqzgc

市民参加/Public
Paticipation

07JICA001 世界で輝く　草の根の仲間～ＪＩＣＡ草の根技術協力事業の現場から～　カンボジ
ア編

2007 https://youtu.be/bC64Fhy5Fjo

市民参加/Public
Paticipation

07JICA001 世界で輝く　草の根の仲間～ＪＩＣＡ草の根技術協力事業の現場から～　インド編 2007 https://youtu.be/SwWgdgR6_FY

市民参加/Public
Paticipation

07JICA001 世界で輝く　草の根の仲間～ＪＩＣＡ草の根技術協力事業の現場から～　ケニア編 2007 https://youtu.be/5pONsk1_BNY

市民参加/Public
Paticipation

06JHIC001 草の根技術協力事業　～世界遺産フィリピン・イフガオ棚田の保全～ 「皆さんも
やってみませんか？国際協力」

　「特別な技術」を持っているわけではない日本の市民が参加しているNGOが、ど
のように現地の地域住民を巻き込み波及効果を生み出したか、住民参加型に留
まらず住民主導型へといかにして発展させたか、日本の市民ボランティアがいか
に重要な役割を果たし得たか等について、学生ボランティアの活動を通して紹介
しています。草の根技術協力事業のグッドプラクティスを集めた教材です。

2006 https://youtu.be/bLNgdNcWM_g

その他/Others 14OICT001 「いちゃりばちょーでー」JICA沖縄国際センター紹介 　JICA沖縄国際センターとその活動について紹介しています。 2014 https://youtu.be/AyL93zRBl4E

その他/Others 06JICA011 ナマステ体操 　「ナマステ」と笑顔で挨拶するネパールの人々にヒントを得て作成されたこの体
操は、ヨガやネパールのダンス・武道の動きなども取り入れた「ネパール版ラジオ
体操」です。ネパール楽器を使い瞑想的な音色で演奏される音楽。軽快なダンス
のリズム。 鐘（シンギングボール）が醸し出す荘厳な雰囲気。それぞれのパート
にあわせて工夫された同体操は、多くの学校で導入され、さらにはテレビやラジオ
でも放送されるなど、大変人気を博しています。

2006 https://youtu.be/IttZkE2eyA8

　草の根技術協力事業の案件現場からの発信の強化を目的に、以下の内容を中
心に制作されています。
1. .草の根技術協力事業の目的、応募の仕組み
2. 草の根技術協力事業の現場での活動イメージ、方法と成果、連携の意義
3. 参考情報へのアクセス方法

https://youtu.be/UzDxYx7_OZQ
https://youtu.be/-2mn7Pq9AOk
https://youtu.be/3arcH4jAUXk
https://youtu.be/H7VvMWsUkmM
https://youtu.be/2LEpiUYhE20
https://youtu.be/Of-cM9N9vg0
https://youtu.be/dyp0Q-Fqzgc
https://youtu.be/bC64Fhy5Fjo
https://youtu.be/SwWgdgR6_FY
https://youtu.be/5pONsk1_BNY
https://youtu.be/bLNgdNcWM_g
https://youtu.be/AyL93zRBl4E
https://youtu.be/IttZkE2eyA8

