「国際協力カレッジ2018」の概要

国際協力を学び、行動するきっかけをつかもう！

国際協力カレッジ 2018
「国際協力カレッジ」は、国際的な課題に関心を持つ人びとが、

国際協力の現場の声に触れ、考え、動き始める「学び」と「きっかけ」の場です。
名古屋NGOセンターとJICA中部との協働により、2006年にスタートし、

写真提供：松浦史典／
認定NPO法人ホープ・インターナショナル開発機構

午前の部

Study

学び の
時間

国際協力ってどんな仕事があるの？

行動 の
時間

あいさつ【JICA中部】

まさよし

NGO

（株）
クリスタル 代表取締役

単身ウガンダに渡り薬品に依存
しない自然サイクルで育てられ
たコーヒー豆と出会う。現在は
ウガンダのコーヒー農家（自然
栽培）
と指定農園契約を締結し、
輸入・販売している。国内農業に
参入し、岐阜で地元生産者と10
品目の農産物を栽培している。

11：15〜11：20（5分）

2時間目

たかだ

やよい

髙田 弥生さん

（公財）
アジア保健研修所（AHI）
研修・海外事業担当

休

日本・ブータン・モンゴル・ベトナ
ムで、古い建物や町並みの保存
に携わる。住民の主体性を大切
にした、幸福な地域づくりを目的
とする文化財保存を行いたいと
思い、現在、AHIで働きながら参
加型地域づくりについて勉強中。

NGO

まちい

え り

町井 恵理さん

JI C A

（特活）AfriMedico 代表

あおき

気になるあの先輩に・・・インタビュータイム！
1時間目のゲストとコーディネーターが、それぞれの部屋に分かれます。
気になるゲストに、詳しくインタビューしてみよう！

憩

休

4時間目
髙田 弥生さん

身の丈に合った活動ができそうと始めて早４年が経ち

憩

ました。
活動内容は、
イラク人医師等の医療研修招聘に関す

国際協力ボランティア・インターンマッチング展

※会場1Fの世界各国の料理が味わえるカフェがオススメです！

SDGs体験ゾーンツアー（オプション参加）
なごや地球ひろば（1F）の基本展「SDGs〜未来につながる17の約束〜」を
案内人がガイドします！

※SDGs(持続可能な開発目標)は2015年9月の国連サミットで採択され、15年間で達成する17の目
標を掲げています。
※昼休憩中に2回実施。
（①12:30〜12:50 または ②13:00〜13:20）
※各回定員25名、先着50名様まで

重要性、
支援の必要性を実感します。
イラクの子どもた

青木 信彦さん

ちの笑顔を取り戻したいと願う今日この頃です。

お さじま じゅ ん き

筬島 淳己 さん

4. 人権・平和・医療

1. 多文化共生・国際交流

・外国人ヘルプライン東海

「国際協力カレッジ2016」に参加
し、出展団体の一つ「ホープ・イン
ターナショナル開発機構」
にてイン
ターンとして活躍。

・
（公財）アジア保健研修所（AHI）
・
（特活）AfriMedico
・
（特活）セイブ・イラクチルドレン・名古屋

・
（特活）アーシャ＝アジアの農民と歩む会
・
（特活）キャンヘルプタイランド
・バングラデシュ保育園の会(BNSA)
・
（認定特活）アイキャン

C 町井 恵理さん （特活）AfriMedico 代表
D

道されないイラクの様々な困難を聞くたび、
知ることの

団体の概要やボランティア・インターンとしての活動内容など、興味を持った団体
のブースをまわって、気になることを聞いてみよう！ きっと自分に合った団体が見
つかるはず！
！

アジア保健研修所（AHI）
B 髙田 弥生さん （公財）
研修・海外事業担当

JICA中部 連携推進課

活動など多岐にわたります。活動を通じて日本では報

今日からスタート！国際協力、はじめの一歩

木下 正義さん （株）クリスタル 代表取締役

青木 信彦さん

る一切から、
日本での生活サポート、
国際理解に向けた

14：50〜16：10（80分）

2．教育・子ども

A

は今でも忘れられません。偶然、
マッチング展で
「名古
屋を活動拠点とし、
できることを！」
というセイブ・イラク

14：40〜14:50（10分）

憩

テーマ別講座

「国際協力カレッジ2017」の様子

のぶひこ

青木 信彦さん

民間企業を経て、2010年より
JICA中華人民共和国事務所に
て法制度整備支援・企業連携、民
間連携事業部にてSDGsビジネ
ス支援制度の構築を担当。米国
国際開発庁（USAID）へ出向の
後、2018年1月より現職にて、企
業連携及び広報・PR等を担当。

国際協力カレッジは世界中の最前線で活躍する方
やそれを志す若者の熱気に溢れ、
ぼんやりと
「人と関わ

チルドレン・名古屋に出会い、
ボランティア未経験でも

JICA中部 連携推進課

薬剤師。青年海外協力隊として
ニジェール共和国で感染症対策
に従事。現地での経験からどうす
ればアフリカの医療をさらに改
善できるか考え続け、
グロービス
経 営 大 学 院 へ 進 学 。そ の 後 、
AfriMedico を設立。Forbes
JAPAN より
「世界で戦う日本の
女性５５人」
に選出される。

さと

「国際協力カレッジ2014」に参加
し、出展団体の一つ「セイブ・イラク
チルドレン・名古屋」
にてボランティ
アとして活躍。

木下 正義さん

11：20〜12：20（60分）

休

ひむろ

氷室 里 さん

る何かをしたい」気持ちだけで参加し猛省したあの日

町井 恵理さん

12：20〜13：30（70分）

これまでの国際協力カレッジをきっかけに、
ボランティア・インターンを始めた参加者の声

13:30〜14：40（70分）

こんな人、
うちに来て！
〜団体紹介タイム〜

4人の先輩の話を聞き、自分の将来を描こう！国際協力を仕事にすることの楽しさ、魅力、やりがい、苦労、
そして関わり始めたきっかけなどをお話します。
木下 正義さん

参加者の声

出展団体による自己紹介

「誰ひとり、取り残さない」世界を実現するために
〜仕事としての 国際協力 の関わり方〜
きのした

国際協力分野の

「ボランティア・インターン
マッチング展」 中部地域最大級！

3時間目

10：10〜11：15（65分）

シンポジウム

企 業

午後の部

Action

シンポジウム＆テーマ別講座！

10：00〜10：10（10分）

1時間目

今年で13回目になります。

午前中の1〜2時間目は学ぶ時間とし、
「シンポジウム&テーマ別講座」を開講します。
1時間目はシンポジウムを行い、国際協力の現場で働いている先輩4人の話を聞きます。
2時間目は、各部屋に分かれてテーマ別講座を行います。
午後の3〜5時間目は行動する時間とし、
「 国際協力分野のボランティア・インターン
マッチング展」を行います。
また、世界の課題とSDGs（ 持続可能な開発目標）を達成するための取り組みについて
学べる
「SDGs体験ゾーンツアー」もあります。
年に1度の機会です。あなたに合った、国際協力との多様な関わり方、働き方を見つけ
てみてください。

5. JICA海外協力隊＆外務省NGO相談コーナー

3．環境・コミュニティ開発

・
（特活）DIFAR
・
（認定特活）ホープ・インターナショナル開発機構
・ハンガーゼロ(日本国際飢餓対策機構）
・
（特活）
イカオ・アコ
・
（特活）チェルノブイリ救援・中部

・JICA海外協力隊相談コーナー
（JICA中部）
・外務省NGO相談員コーナー
（中部ブロック担当）

国際協力カレッジで自分の願いを叶えませんか？ 私
も以前から
「国際協力」
に携わりたいと思っていました。
けれど皆さんと同じように具体的にどうすれば良いか
分からず過ごしていました。
カレッジにも
「国際協力に興味があるのだけど、
どう
すればいいのかなぁ」
という漠然とした気持ちのまま

6. キャリア相談

・JICA国際協力人材部（PARTNER）
以上、順不同・予定

参加しました。
そのような悩みもカレッジでの、丁寧な
ガイダンスや団体とのマッチング、
そして何より実際に
国際協力の現場で働く人たちと実際に話ができたおか
げで「自分のやりたいこと」
を見つけ、願いを叶えるこ

5時間目

16：10〜17：00（50分）

16：10〜16：40（30分）
16：40〜17：00（20分）

全体会・ふりかえり
あいさつ 【（特活）名古屋NGOセンター】
アンケート記入

※最後の10分間にアンケートの記入時間を設けます。

＊プログラムは予定となります。万一、変更があった際はご容赦ください。

とができました。
私は国際協力NGOでインターンとして、途上国に
安全な水を供給するための資金を集めるチャリティー
イベントの企画運営等に携わりました。
その経験が今
も私の人生に大きな影響を与え続けています。
このカレッジは、皆さんの持つ「海外を支援したい」
という思いを、形にしてくれる場になります。ぜひ会場
に足を運んで皆さんもその願いを叶えてください。

