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兜を作ったり習字をしたり日本文化に

ふれてもらいました！
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参加教員たちが相撲を披露！
さんかきょういん すもう ひろう

日の出を見ながら記念撮影！
ひ で み きねんさつえい

研修に参加した先生達は

2014 年 2月に開催予定の　

「よこはま国際フォーラム

2014」で研修報告の発表
を計画しています！
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7/6 ～ 9/1 の期間、開催された本イベントではアフリカ文化を様々な形で紹介しました。

オープニングイベント・各種セミナーやワークショップは、多くの方にご参加いただきました！
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ワークショップで
カンガ（アフリカの布）を体験！

ストラ
ップ完

成！

オープニングイベントで
音楽&映画鑑賞♪

アフリカの絵本読み聞かせ

1.5m×3.5m!!
迫力満点の共同壁画
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9/24、JICA ボランティア 18 名（青年海外協力隊・シニア海外ボランティア）
めい せいねんかいがいきょうりょくたい かいがい
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が神奈川県知事を表敬訪問し、激励のお言葉をいただきました。
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今回は NGOや大学の方など様々なバックグラウンドをお持ちの 19 名にご参加
いただきました！

8/22・8/23 の 2 日間、PCM研修（計画・立案コース）が開催されました。

※PCM(Project Cycle Manarment) 手法は、開発プロジェクトの

計画立案・実施・モニタリング・評価のための手法で、JICA を

はじめ多くの開発援助機関で用いられています。
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7/29 ～ 7/31

研修に参加された新宮先生

（相模原中等教育学校）、鈴木

先生 ( 高浜高等学校）、勝山先生

（厚木商業高等学校）。
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8/1 ～ 9/12 の間の 15 日間、

神奈川県内の大学から 6名の学生
が JICA 横浜で社会体験プログラム

に挑戦しました。
アフリカの絵本を子供たちに読み
聞かせるイベントでは、民族衣装
を着ていただきました！
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海外移住の歴史に関する知識を
深めたり、世界各国の研修員た
ちと交流したりしました！
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★環境未来都市・環境絵日記展 2013

★教師海外研修 2013（タンザニア）

★海外移住資料館　特別展示

「日本人と混血～Hapa とメスチッソ～」
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【展示企画】
【研修コース】
★中国　衛生工学に立脚した衛生管理（11/4 ～）

★アフリカ地域都市上水道技術者養成（Ａ）（11/4 ～）

★パレスチナ　ジェリコ下水運営能力向上プロジェクト（11/10 ～）

★職業能力開発行政（11/11 ～）

★中東地域　乳・幼児を対象とした就学前教育の拡充（11/24 ～）

★ASEAN 地域港湾保安セミナー（11/24 ～）

★仏語圏アフリカ・海岸浸食対策 /TICAD IV フォローアップ（11/27 ～）

★ウガンダ　コミュニティ開発計画策定能力強化（12/ 中旬）

★トルコ地震・津波防災プロジェクト　津波シュミレーション（12/ 下旬）

★スリランカ　海上保安強化（11/21 ～）

【日系研修コース】

★日系継承教育研修（教師育成Ⅰ・Ⅱ）

★幼児教育（12/1 ～）

（11/2 ～ 11/28）

（開催期間未定）

（11/2 ～ 11/28）

★海外日系研修における介護サービス及び介護

システム構築にかかる人材育成支援（12/1 ～）

★研究者（遠隔教育）（12/1 ～）

★鍼灸学（11/4 ～）

★非営利団体の運営管理（11/4 ～）

（12/1 ～）
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9/11、長年に渡る研修事業への協力に感謝の意を表し、JICA 横浜は神奈川県立海洋科学高校へ感謝状を贈呈

しました。
同校は、日本の高等学校における水産教育の目的・教育体制・資源管理教育への取り組みなど、水産教育の

主要な要素や重要性について理解を促し、研修員にとって貴重な学びの場となっています。
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