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2018年春募集
（青年海外協力隊・日系社会青年ボランティア）

126の職種
1,368の要請数
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職種 応募者数 要請数
青年 日系青年 計

1 コミュニティ開発 172 79 79
2 小学校教育 146 126 7 133
3 青少年活動 95 40 40
4 日本語教育 57 21 20 41
5 環境教育 49 60 60
6 体育 44 58 58
7 看護師 37 47 47
8 障害児・者支援 36 64 64
9 PCインストラクター 27 29 29
10 観光 23 15 15

2018年春募集青年海外協力隊・日系青年海外ボランティア
職種別応募者数



1.職種選びのための
「棚卸」
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JICAボランティアの職種は120以上

計画行政
コミュニティ開発、行政サービス、
防災・災害対策 など

農林水産
野菜栽培、食用作物・稲作栽培
など

鉱工業
電気・電子機器・自動車整備
など

人的資源
青少年活動、小学校教育、幼児教育、
日本語教育、PCインストラクター、
理科教育、数学教育、環境教育、
野球等各種スポーツ など

保健・医療
看護師、栄養士、公衆衛生、
理学療法士 など

社会福祉
障害児・者支援、ソーシャルワー
カー、高齢者介護 など

商業・観光
マーケティング、観光、
経営管理 など

公共・
公益事業

廃棄物処理、土木、水質検査、
建築、映像 など

エネルギー
再生可能・省エネルギーなど
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職種選びの棚卸とは 8

学校で何を
学んだか

仕事で何を
してきたか

資格 特技 スポーツ

興味・関心

過去の経験、持っているスキル、
興味、関心ごとを

振り返って、整理すること
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応募を検討中の「国際太郎」さん

性別 男性 年齢 29歳
婚姻 独身 居住地 東京都

職業 民間企業勤務
（６年目） 学歴 大学理工学部

卒業

経歴

学生時代は旅行が好きでアルバイトで得た
資金で途上国に旅行に行っていた
中学の部活で卓球を始め、高校では県大会
上位進出。大学でも体育会の卓球部に所属
していた
数学が得意だったので、大学4年間は週3日、
小学生に算数、中学生に数学を教えていた
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実務経験から考えられる職種

実務経験 考えられる職種

調査・販促施策の実施 マーケティング
コミュニティ開発

広告代理店で広告企画や作成 デザイン
民間企業勤務経験が５年以上ある 経営管理
旅行会社に勤務した経験がある 観光

食品メーカー等で生産管理 品質管理・生産性
向上

企画・運営、広報、営業 環境教育
組織運営、業務調整
プロジェクト運営
商品開発、マーケティング

コミュニティ開発
マーケティング
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経験から考えられる職種

実務経験 考えられる職種
算数の家庭教師経験 数学教育
卓球の競技経験 卓球
職場でのPC操作 PCインストラクター
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応募を検討中の「協力花子」さん

性別 女性 年齢 28歳
婚姻 独身 居住地 栃木県

職業 小学校教員
（６年目） 学歴 大学文系学部

卒業

経歴

途上国のストリートチルドレンをテーマに
したテレビ番組を見て国際協力に少し関心を
持つ
学級担任をしており生徒指導も行う。
校内美化など教科指導以外の校務にも積極的
に参加している
高校の時から趣味で華道と茶道をお稽古して
いるので着物の着付けもできる
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実務経験から考えられる職種

実務経験 考えられる職種
小学校教員 小学校教育

保健体育学部卒（の場合） 体育

環境関連活動や環境教育の経験 環境教育

衛生指導に関わる知識と経験 コミュニティ開発
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経験から考えられる職種

実務経験 考えられる職種
中高英語教員 青少年活動(英語教育系)

特別支援学校 青少年活動(矯正教育系)

音楽科教員 音楽

美術科教員 美術

華道・茶道・着付け 文化(日系社会ボランティア)

校内美化、リサイクル活動 環境教育
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2.要請の読み解き方
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JICAボランティアウェブサイトトップページ
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JICAボランティアウェブサイト

「募集情報」ページ

下へスクロール
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JICAボランティアウェブサイト

「シゴトを探す」
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JICAボランティアウェブサイト
「今すぐシゴトを探す」ページ
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JICAボランティアウェブサイト「要請情報」ページ



21
JICAボランティアウェブサイト

「要請情報概要」ページ
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JICAボランティアウェブサイト

「要請情報検索」ページ

JL02618A14
と入力して検索
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要望調査票

マーケティングの要請を例として
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要望調査票
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要望調査票
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要望調査票
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JICAボランティアウェブサイト

OB/OGのビデオ相談

事前予約制
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JICAボランティアウェブサイト

「要請情報検索」ページ

JL11518A02
と入力して検索
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要望調査票

小学校教育の要請を例として①
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要望調査票
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要望調査票
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JICAボランティアウェブサイト

「要請情報検索」ページ

JL31818A05
と入力して検索
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要望調査票

小学校教育の要請を例として②
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要望調査票
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JICAボランティアウェブサイト

「要請情報検索」ページ

JL63618A10
と入力して検索
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要望調査票

小学校教育の要請を例として③
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要望調査票
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要請選びのポイント

やりたいこと

やれること



3.質疑応答
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独立行政法人 国際協力機構 御中

全国説明会キャラバン
WEB説明会
（インターネット配信によるオンライン説明会)
OB/OGのビデオ相談
（青年海外協力隊経験者とのビデオチャット）
お気軽質問窓口（WEB上の質問箱）

など、青年海外協力隊のことが良く分かる
プログラムを用意しています。
詳細は、JICAボランティアウェブサイトを
ご参照ください。
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お気軽にご参加ください！

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
本日のこのような転職イベントの他に、青年海外協力隊のことを良く理解していただけるプログラムも3月からどんどんスタートさせてまいります。こちらの方もご参加、ご利用してみてください。



JICAボランティアの詳しい情報は
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JICAボランティア

アンケートにご協力ください！
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