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1 札幌 集団 無 継続 C1 社会保障
自立支援介護の基礎と日系

継承教育

Basics of functional
recovery care and
Nikkei Succession

Education

6 下 10/1 12/13 北斗文化学園

2 札幌 集団 無 新規 C2
農業開発/
農村開発

ドローン・空間情報技術に
よる農地・森林評価及び野
生動物生息地の管理手法

Management of Farmland,
Forest and Wildlife

habitat by using Drone,
Geographical

Information technology

10 上 相談可 酪農学園大学

3 帯広 集団 無 継続 C3

農業開
発・農村
開発　都
市開発・
地域開発

日本の地域特産品を活用し
た6次産業化とアグリツー

リズム

Effective utilization
and distribution of

local specialty
products by sixth

sector
industrialization and

agritourism

8 下 10/1 11/3
一般社団法人

とかち地域活性化支援
機構

4 東北 集団 継続 C5 保健医療 医療機材管理・保守
Medical Equipment
Management and
Maintenance

8 下 10/1 10/31
エア・ウォーター東日

本株式会社

5 横浜 集団 - 新規 C16
自然環境

保全
環境教育指導者養成研修

Training for
Environmental Education

Leaders
12 下 1/8 1/30

公益財団法人
キープ協会

6 横浜 集団 - 継続 C17
農業開

発・農村
開発

次世代の農業を担い革新を
起こす人づくり（スマート

農業、フードバリュー
チェーン、「道の駅」等を
活用した地域ブランディン

グ振興策）		

Enhancement of
innovative human
resources in the

agriculture sector(new
technologies, Food
Value Chain and
promotion of the

community development
through “Michi no
Eki” and territory

10 下 10/1 11/6
株式会社　自然塾寺子

屋		

7 横浜 集団 - 新規 C18 その他 キューバ日系社会活性化
Activation of Cuban-

Nikkei Society
6 上 5/7 6/2

公益財団法人
海外日系人協会		

8 横浜 集団 - 継続 C19 その他 食を通じた日系団体活性化
Activation of Nikkei
organization through

Japanese food
6 上 5/7 6/9

公益財団法人
海外日系人協会		

9 横浜 集団 - 継続 C20 教育
日系継承教育（教師育成

Ⅲ）		

Nikkei Heritage
Education (Teachers

Training Ⅲ)		
6 上 6/18 7/26

公益財団法人
海外日系人協会		

10 横浜 集団 - 継続 C21 教育
日系継承教育（教師育成

Ⅰ）		

Nikkei Heritage
Education (Teachers

Training Ⅰ)		
6 上下

12/3
(9/1通信
講座開
始）

2/8
公益財団法人

海外日系人協会		

11 横浜 集団 - 継続 C22 教育
日系継承教育（教師育成

Ⅱ）		

Nikkei Heritage
Education (Teachers

Training Ⅱ)		
6 下 12/3 1/25

公益財団法人
海外日系人協会		

12 中国 集団 無 継続 C23 その他
日系社会地域資源の保存技

術と活用

Preservation and
utilization of Nikkei
communities’ local

resources

8 上 7/23 8/11
学校法人
順正学園

吉備国際大学外国学科

13 四国 集団 無 継続 C25 教育 野球指導者の人材育成
Human resource

development of baseball
coaches

6 上 5/7 6/7
高知ファイティング
ドッグス株式会社

2023年度単年度採択69案件　（集団22コース、個別長期18コース、個別短期29コース）
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14 四国 集団 無 継続 C26
民間セク
ター開発

小規模食品ビジネスの開発
（食の安全：調理と管理・
製品開発と販売促進・ビジ
ネスモデル開発のための
バックキャスティング）

Development of new
small food Business

(Food safety:
preparation and

handling; Product
development and

Promotion, Back-casting
for business model

development)

14 下 10/1 10/25 香川大学

15 四国 集団 無 継続 C27

地域開
発・民間
セクター

開発

Satoumiの推進（持続可能
な開発のための海洋・海洋
資源の保全と地域振興）

Promotion of SATOUMI
(Preservation of Marine

resources and rulal
development through

sustainable management)

6 上 7/23 8/11 香川大学

16 四国 集団 無 新規 C28
農業・農
村開発/地
域開発

地域の食材を活かした農産
物加工による商品開発

Product development by
agricultural processing

utilizing local
agricultural products

10 下 1/8 1/29
特定非営利活動法人グ

ローカル四国

17 四国 集団
新規

C29
民間セク
ター開発

日本の経営管理における人
材育成

Human resouce
development in Japanese

business management
10 上 7/23 8/15

特定非営利活動法人
グローカル四国

18 九州 集団 無 継続 C30
民間セク
ター開発

「和食」ビジネス振興
"Japanese Food"

Business Promotion
8 下 11/5 12/1

公益財団法人　北九州
国際技術協力協会

19 九州 集団 無 継続 C31
民間セク
ター開発

日本的モノづくり技術
"Monozukuri" Technology

at Japanese
Manufacturing Site

8 下 1/8 2/1
公益財団法人　北九州

国際技術協力協会

20 九州 集団 無 継続 C32 保健医療
早期胃癌の内視鏡診断と治

療

Endoscopic diagnostics
and therapeutics of
early gastric cancer

6 上 5/7 6/10
国立大学法人

九州大学

21 沖縄 集団 無 継続 C34
民間セク
ター開発

沖縄のツーリズム・ストラ
テジー

Tourism Strategy of
Okinawa

10 下 1/8 2/2

特定非営利活動
法人

おきなわ環境
クラブ

22 沖縄 集団 無 継続 C35
農業開

発・農村
開発

地域ブランドを活用した6
次産業化とスマート農業に
よる日系農業コミュニティ
活性化及びネットワーク強

化

　 15 下 10/1 10/31
特定非営利活動法人
レキオウィングス
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23 札幌 個別長期 無 継続 L1 保健医療 作業療法学 Occupational Therapy 1 上 5/7 2/1 札幌医科大学

24 札幌 個別長期 無 継続 L2 保健医療 理学療法学 Physical Therapy 1 上 5/7 2/1 札幌医科大学

25 札幌 個別長期 無 継続 L3
農業開発/
農村開発

ドローン・GIS技術による
自然資源管理手法

Natural Resouce
Management by using

Drone, GIS technology
4 上 相談可 酪農学園大学

26 札幌 個別長期 無 継続 L4 栄養改善 食品科学と栄養管理
Food Science and

Nutrition Management
2 上 5/7 3/5 酪農学園大学

27 横浜 個別長期 - 継続 L5
都市開

発・地域
開発

日本の伝統的造園施工技術
		

Traditional technology
for construction of

Landscape Architecture
in Japan 		

1 上
上半期の
いずれか
で相談

来日日から
約5か月後

学校法人
東京農業大学		

28 横浜 個別長期 - 継続 L6 環境管理
家畜寄生虫病および人獣共
通寄生虫病の診断予防技術

Diagnosis and control
for epizootic and

zoonotic parasitoses
2 上 5/7 2/6 麻布大学		

29 横浜 個別長期 継続 L7 環境管理
Agro-Biodiversity の保全
を目指した土壌管理手法		

Soil Management
Technique for

Conserving Agro-
Biodiversity		

2 上 5/7 11/15
特定非営利活動法人
環境修復保全機構

30 関西 個別長期 無 新規 L8 法・司法
知的財産活用に関する基礎

研修
Basic Skills of Intellectual
Property Utilization

2 上 5/7 10/6
大阪工業大学大学院知

的財産研究科

31 中国 個別長期 無 継続 L9
農業開

発・農村
開発

日本式の高品質肉牛生産の
ための効率的・効果的な生

産、繁殖、健康管理

New efficient and
effective production,

reproduction and health
management for high-
quality beef based on

Japanese Cattle farming
system

1 上 5/7 2/23
国立大学法人

山口大学
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32 中国 個別長期 無 新規 L10 保健医療
日本の看護技術・知見の習
得及び日系アイデンティ

ティの涵養

Acquiring Japanese
Nursing Skills and

Knowledge and
Cultivating Japanese
(Nikkei) Identity

1 上 7/23 1月 島根県

33 中国 個別長期 無 継続 L11
農業開

発・農村
開発

観光果樹園経営及び果樹栽
培技術に係る長期研修

Management of Tourist
Fruit Farm and

Cultivation Technique
of Fruits (Long Term)

1 上 5/7 11/17
公益財団法人

ひろしま国際センター

34 中国 個別長期 無 継続 L12
農業開

発・農村
開発

伝統的産品を活用した地域
ブランドの創出と地域の活

性化

Developing a local
brand and activating
local community by

utilizing the
community's traditional

products

1 上 5/7 11/10
公益財団法人

ひろしま国際センター

35 四国 個別長期 無 継続 L13 保健医療 歯科補綴学 Prosthodontics 2 上 5/7 3/6 徳島大学

36 四国 個別長期 無 継続 L14 保健医療 歯科矯正学 Orthodontics 1 上 5/7 3/6 徳島大学

37 四国 個別長期 継続 L15
自然環境

保全
自然環境保全を目指したバ
イオ複合材料の調査研究

Research and
edification on bio-
composite materials

aiming the conservation
of natural environment

2 上 相談 3/15 徳島大学

38 四国 個別長期 無 継続 L16

地域開
発・民間
セクター

開発

エコツーリズム産業におけ
る起業家育成

Entrepreneur education
in the ecotourism

industry
2 上 5/7 2/2 香川大学

39 九州 個別長期 無 継続 L17 保健医療
早期胃癌の内視鏡診断と治

療

Endoscopic diagnostics
and therapeutics of
early gastric cancer

1 下 下半期のいずれか
国立大学法人　九州大

学

40 沖縄 個別長期 無 継続 L18
都市開

発・地域
開発

ウチナーネットワークを活
用した持続可能なコミュニ

ティー運営

Sustainable community
management using the

Uchina network
2 上 7/23 1/23

一般社団法人世界若者
ウチナーンチュ連合会
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2023年度単年度採択69案件　（集団22コース、個別長期18コース、個別短期29コース）

41 札幌 個別短期 無 継続 S1
農業開発/
農村開発

ドローン・リモートセンシ
ング技術による持続型森

林・農地管理手法

Sustainable Resources
Management of Forest
and Agriculture by

using Drone and Remote
Sensing technology

4 上 相談可 酪農学園大学

42 札幌 個別短期 無 継続 S2 栄養改善 食品科学と栄養改善
Food Science and

Nutrition Improvement
2 上 6/18 7/19 酪農学園大学

43 帯広 個別短期 無 継続 S3 保健医療
地域包括医療（看護と介

護）

The Community-based
Integrated Care System
(Nursing and Caring)

3 下 10/1 11/9

学校法人
日本赤十字学園

日本赤十字北海道看護
大学

44 北陸 個別短期 無 継続 S4 教育
「日系アイデンティティ涵
養・日系史教育教材作成」

演習（その１）

Seminar on the
Cultivation of the

Japanese Identity and
the Production of

Teaching Materials on
the Japanese

Immigrants’History (1)

2 上 5/7 7/18
国立大学法人

金沢大学

45 北陸 個別短期 無 継続 S5 教育
「日系アイデンティティ涵
養・日系史教育教材作成」

演習（その2）

Seminar on the
Cultivation of the

Japanese Identity and
the Production of

Teaching Materials on
the Japanese

Immigrants’History (1)

2 下 10/1 12/11
国立大学法人

金沢大学

46 北陸 個別短期 無 継続 S6 保健医療 医療（麻酔科）
Medical treatment
(Anesthesiology)

2 下 10/1 11/2 金沢大学

47 横浜 個別短期 - 継続 S7 社会保障
高齢者介護サービスにおけ

る人材育成システム

Human resource
development in elderly

care
2 下 12/3 3/2

株式会社つくばエ
デュース

48 横浜 個別短期 - 継続 S8 社会保障
日本食の介護食についての

知識並びに技能習得

Acquire knowledge and
skills about Japanese

caring meals
2 下 12/3 3/2

株式会社つくばエ
デュース

5



 2023年度日系社会研修員受入事業　採択案件一覧　

所管
セン
ター

実施
形態

複数年度
採択有無

区分 No. 分野
研修科目

和文
研修科目

英文

受
入
上
限

人
数

上
下

来
日
日

終
了
日

提案団体

2023年度単年度採択69案件　（集団22コース、個別長期18コース、個別短期29コース）

49 横浜 個別短期 - 継続 S9
自然環境

保全
環境教育指導者養成研修

Training for
Environmental Education

Leaders
2 下 10/1 11/29

公益財団法人
キープ協会

50 横浜 個別短期 - 継続 S10 保健医療
高齢化対策・生活習慣病予

防		

Measures to counter
effects of low

birthrate and aging
population

3 上 5/7 8/8 順天堂大学

51 横浜 個別短期 - 継続 S11 教育
共感理解教育と日本文化活

動

Education Through
Empathic Understanding
and Japanese Cultural

Activities		

3 下 12/3 2/15
公益財団法人

世界こども財団		

52 横浜 個別短期 - 継続 S12 教育 特別支援教育		
Special Needs
Education		

3 下
下期

いずれか
で相談

12/22
学校法人
国際学園		

53 横浜 個別短期 - 継続 S13 教育 日系社会の幼児教育		

Early Childhood
Education of the

Japanese descendants
community		

3 下
下期

いずれか
で相談

12/22
学校法人
国際学園		

54 横浜 個別短期 - 継続 S14 その他 日系団体若手リーダー育成		
Training for young
leaders in Nikkei
organization		

4 下 10/1 11/3
公益財団法人

海外日系人協会		

55 横浜 個別短期 - 継続 S15 その他
日系資料館運営改善に向け

た資料の有効活用		

Effective use of museum
materials in the nikkei

associations		
4 下 1/8 2/2

公益財団法人
海外日系人協会		

56 関西 個別短期 無 継続 S16 保健医療 鍼灸学
Acupuncture and

Moxibustion
2 上 6/18 9/15

学校法人
関西医療大学

57 中国 個別短期 無 継続 S17
民間セク

ター

日系アイデンティティの涵
養を通じた日系団体の活性

化

Revitalization of
Japanese Heritage Group

through Cultivating
Japanese (Nikkei)

Identity

3 下 1/8 1/24 島根県

58 中国 個別短期 無 継続 S18 保健医療
理学療法による機能回復訓

練
Rehabilitation training
with physical therapy

1 下 10/1 11/17
公益財団法人

ひろしま国際センター

59 中国 個別短期 無 継続 S19
農業開

発・農村
開発

観光果樹園経営及び果樹栽
培技術研修

Management of Tourist
Fruit Farm and

Cultivation Technique
of Fruits (Short Term)

1 上 5/7 7/14
公益財団法人

ひろしま国際センター

60 四国 個別短期 無 継続 S20
自然環境

保全

寒冷条件下での自然環境保
全を目指したバイオ複合材

料の調査研究

Research and
edification on bio-

composite materials in
cold weather aiming the
conservation of natural

environment

2 下 相談 1/26 徳島大学

61 四国 個別短期 無 継続 S21
自然環境

保全

高温多湿環境下での自然環
境保全を目指したバイオ複

合材料の調査研究

Research and
edification on bio-
composite materials

under high-temperature
and humidity  aiming
the conservation of
natural environment

2 上 相談 9/15 徳島大学
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2023年度単年度採択69案件　（集団22コース、個別長期18コース、個別短期29コース）

62 四国 個別短期 無 継続 S22 社会保障
地域包括ケアシステムと在

宅医療

Community-based
integrated care systems
and home health care

2 下 11/5 12/1 医療法人ゆうの森

63 四国 個別短期 継続 S23 地域開発
よさこい踊り子チームのマ
ネジメントを通じた日系社

会の活性化

Japanese Community
Revitalization through

the Management of
Yosakoi Dancers team

1 下 1/8 2/2 高知希望工程基金会

64 四国 個別短期 継続 S24 教育
言語と文化の継承と教育技

術向上実践

A Skill-Building
Program for the

Inheritance of and
Education on Indigenous
Languages and Cultures

2 上 5/7 6/6 高知県立大学

65 九州 個別短期 無 継続 S25 保健医療
早期胃癌の内視鏡診断と治

療

Endoscopic diagnostics
and therapeutics of
early gastric cancer

3 上 上半期のいずれか
国立大学法人

九州大学

66 九州 個別短期 無 継続 S26 保健医療
早期胃癌の内視鏡診断と治

療

Endoscopic diagnostics
and therapeutics of
early gastric cancer

3 下 下半期のいずれか
国立大学法人

九州大学

67 九州 個別短期 無 継続 S27
農業・農
村開発

グリーンツーリズム
Agri-tourisｍ (Green

tourism)
3 下 10/1 11/1

鹿児島国際交流
促進センター

68 沖縄 個別短期 無 継続 S28
都市開

発・地域
開発

建築設計（意匠・構造及び
設備

Architectural Design
(Design/Structural and

Equipment)
2 上 8/18 7/17

株式会社具志堅建築設
計事務所

69 沖縄 個別短期 無 継続 S29
農業開

発・農村
開発

花卉園芸の栽培技術及びフ
ラワーアレンジメント技術

研修

Flower gardening
cultivation technology
and flower arrangement
technology training

2 下 10/2 12/22
農業生産法人
ANDES farm
合同会社

7



2023年度日系社会研修員受入事業　採択案件一覧

所管
センター

実施
形態

複数年度
採択有無

区分 No. 分野
研修科目

和文
研修科目

英文

受
入
上

限
人
数

上
下

来
日
日

終
了
日

提案団体

1 横浜 集団 有 継続 C13
民間セク
ター開発

改善と５S		
Kaizen and

5S 		
10 上 6/18 7/21

一般財団法人日本国
際協力センター		

2 横浜 集団 有 継続 C14
民間セク
ター開発

起業・後継者のための経営力強化		

Enhancement
of Business
Management

for
entrepreneu

r and
Successors	

	

10 上 5/7 6/9
一般財団法人

日本国際協力セン
ター		

3 横浜 集団 有 継続 C15 その他 日本文化活動コーディネーター育成（応用）		

Management
of Japanese

Culture
Activities
（Practical

）		

6 下 11/5 12/15
公益財団法人

海外日系人協会		

4 沖縄 集団
有

新規 C36 保健医療
「5S-KAIZENを通じた病院における安全とサービスの質

向上」

Improving
safety and
quality of
services in
hospitals

through 5S-
KAIZEN

6 下 11/5 2023/12/8
株式会社

ティーエーネット
ワーキング

2023年度複数年度採択　集団4コース



所管
セン
ター

実施
形態

複数年度
採択有無

区分 No. 分野
研修科目

和文
研修科目

英文

受
入
上
限

人
数

上
下

来
日
日

終
了
日

提案団体

1 東北 集団 有 継続 C4 社会保障 音楽リハビリ・プログラム
Music & Rehabilitation

Program
6 下 11/5 12/1

株式会社
ゆらリズム

2 横浜 集団 - 継続 C11 その他
持続可能な日系団体運営管

理 
Sustainable Management
for Nikkei organization

6 下 10/1 11/2
公益財団法人

海外日系人協会		

3 横浜 集団 - 継続 C12 その他
着物を通じた日系社会活性

化		

Activation of  Nikkei
community through

“Kimono”		
6 下 11/5 12/22

公益財団法人
海外日系人協会		

2022年度複数年度採択済　集団3コース



所管
セン
ター

実施
形態

複数年度
採択有無

区分 No. 分野
研修科目

和文
研修科目

英文

受
入
上
限

人
数

上
下

来
日
日

終
了
日

提案団体

1 横浜 集団 - 継続 C6 保健医療
地域保健医療福祉－病院か
ら地域へ多職種によるチー

ム医療福祉		

Community Health,
Medicine and Welfare
–Seamless care from

hospital to community
by multidisciplinary

team care 		

8 下 11/5 12/8
学校法人
佐久学園		

2 横浜 集団 - 継続 C7 その他
太鼓の技術認定及び指導者

育成		

Training of Taiko
Technique and Taiko

Instructor		
6 下 1/8 3/26

公益財団法人
日本太鼓財団		

3 横浜 集団 - 継続 C8 その他
和菓子を通じた日系社会活

性化

Activation of Nikkei
community through

Japanese Confectionery
6 上 6/18 7/21

公益財団法人
海外日系人協会		

4 横浜 集団 - 継続 C9 その他
日本文化活動コーディネー

ター育成（基礎）		

Management of Japanese
Culture Activities

（Basic）
6 上 7/23 9/1

公益財団法人
海外日系人協会		

5 横浜 集団 - 継続 C10 その他
食を通じた日系団体婦人部

活性化

Activation of women's
group in Nikkei

organization through
Japanese food

6 下 1/8 2/9
公益財団法人

海外日系人協会		

6 四国 集団 継続 C24 地域開発
日系ネットワーク強化を通

じた地域振興

Regional development
through the

strengthening of the
network among Japanese

descendants

6 上 7/23 8/18
高知希望工程基金

会

7 沖縄 集団 有 継続 C33 その他
沖縄ルーツの再認識を通し
て学ぶソフトパワー活用と

地域活性化

Effective use of soft
power and regional

revitalization through
cultivation of Okinawan

roots

12 (15名まで可)下 10/2 11/1
特定非営利活動法
人レキオウィング

ス

2021年度複数年度採択済　集団7コース


