
ＳＧＨ校に活用いただける 
JICAプログラムのご紹介 
～国際理解教育にご活用下さい！～ 

児童・生徒向け 国際理解教育支援プログラム 

● 国際協力出前講座 
発展途上国の課題、現状、日本の国際協力等について知って頂く為に青年海外協力隊等 
のJICA海外ボランティア経験者やJICA職員等が学校に講師として伺います。講座は、 
異文化理解、多文化共生、ＳＤＧｓ、保健医療、環境といったテーマや、対象国などを 
決めて行うことも可能です。総合的な学習や人権学習、ボランティア学習、ＥＳＤ、 
キャリア教育などの授業でも活用されています。毎年、全国で約2000件、約20万人 
が受講しています。ＳＧＨ校に連続プログラムを実施しているケースもあります。 

教員向け 国際理解教育支援プログラム 

● 教師海外研修（教員・教育行政担当者） 
発展途上国の現状、日本との関係や国際協力への理解を深め、その成果を子ども 
たちの教育に役立てることを目的とした研修です。校種や地域の違う先生方が 
チームとなって海外研修（10日間程度）、国内研修に取り組みます。研修で得た
学びと感動を、授業や教材作成を通じて子どもたちに伝えてください！毎年、全国
で約140人の教員と約20人の教育行政に係る指導主事が研修に参加しています。 

● 国際理解教育指導者研修 
教員をはじめとした国際理解教育に関心がある方々を対象にした国際理解教育／ 
開発教育の基本的な考え方を学ぶ講座を、各地のNGOや教育委員会、国際交流 
協会と協力して国内で開催しています。ワークショップや参加型学習の手法を体験
しながら、世界を学ぶ授業作りにお役立てください。 

JICAでは、世界の現状や発展途上国が抱える課題への理解を深めるため、
ＳＧＨ校で活用いただける国際理解教育／開発教育支援のための事業や、
先生方に国際協力に参画いただける事業等、各種事業を実施しています。 

※各事業の詳細については、最寄の国内拠点、もしくは各都道府県のJICAデスクに 
 お気軽にご相談下さい。 

● 先生お役立ちサイト  
 開発教育・国際理解教育の実践や授業で活用できる 
教材・素材等、様々な情報を提供する「先生のお役立ち 
サイト」を立ち上げました。是非、ご利用下さい。 
https://www.jica.go.jp/hiroba/teacher/index.html 
 

● 外国人研修員の学校訪問 
JICAでは、発展途上国から教育、保健医療、水資源・防災、環境等、当該分野の開発 
の中核を担う人材（行政官や技術者、研究者等）を研修員として日本に招いています。 
様々な国から来日している研修が学校を訪問することで、発展途上国の現状や地球的規 
模の課題、国際協力についての英語によるディスカッションや異文化交流等が可能です。 
 



国際理解教育／開発教育のための教材 

●「国際理解教育実践資料集 ～世界を知ろう！考えよう！～ 」 
 教育現場での国際理解教育/開発教育を実践を支援するための教員向け資料集です。世界と日本のつな
がりや世界に存在している課題などについて、教員向けの解説やコピーして子どもたちに配れる資料、授
業で実践できるワークなど盛りだくさんです。学習指導要領との関連も明記されています。 
 

●「授業で使える映像資料 + モデル指導案」 
 「難民」「イスラム教」「教育」「国際協力・ＯＤＡ」の4つのテーマにつき、各10分ほどの授業で
使える映像と、それを用いたアクティブラーニングの指導案事例をご紹介しています。（今月公開予定） 

児童・生徒向け 国際理解教育支援プログラム 
● JICA施設訪問／実体験プログラム 

JICAの国内拠点では、学校などの訪問を受け入れ、ボランティア経験者の体験談や、開発途上国や国際協
力について学ぶことのできるプログラムを提供しています。また「実体験プログ 
ラム」という、国際協力や異文化への興味を促し、日本と世界のつながりに気づ 
くことを目指した体験型プログラムを実施している国内拠点もあります。 
ＪＩＣＡ事業紹介、講義・ワークショップや研修員との交流などを通して世界へ 
の理解を深め、発展途上国の現状や国際協力について考えます。 

 
● 海外のJICA事業現場訪問アレンジ 
国際協力にかかる理解促進・学習のため、発展途上国のJICAの事務所や事業 
現場（技術協力プロジェクト、JICAボランティア活動先等）の訪問を受入れています。 

「地球ひろば」のご案内 
● JICA地球ひろば／なごや地球ひろば／ほっかいどう地球ひろば 

地球ひろばでは、発展途上国の暮らしの現状や、地球が抱える問題、国際協力の
実情などを、見て・聞いて・さわって体験できる展示と、発展途上国での 
活動体験談や開発教育教材を使った参加型体験学習を組み合わせたプログラムを
実施しています。修学旅行、社会科見学等の団体訪問も受け入れています。 

・JICA地球ひろば（東京都新宿区市ヶ谷） 
連絡先：〒162-8433 東京都新宿区市谷本村町10-5    
TEL：03-3269-2911／0120-767278           
・なごや地球ひろば（愛知県名古屋市） 
連絡先：〒453-0872 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-7    
TEL：052-533-0220           

・ほっかいどう地球ひろば（北海道札幌市） ＊2017年3月オープン！！ 
連絡先：〒003-0026 北海道札幌市白石区本通16丁目南4-25    
TEL：011-866-1515           

● 国際協力中学生・高校生エッセイコンテスト  
毎年、発展途上国や国際協力をテーマに中学生・高校生を対象としたエッセイ 
コンテストを開催しています。上位入賞者には、発展途上国でのJICA事業の 
現場視察など研修に参加する機会が与えられます。今年の応募テーマは「世界 
の人々と共に生きるために～私たちの考えること、出来ること～」です。本年 
の〆切は9/11まで。詳細は「JICAエッセイコンテスト」で検索ください。 



教員向け 国際協力の参加・活用 

● 国際協力推進員 
あなたに一番近いJICAです。全国の「JICAデスク」 
（国際交流協会等に設置）では、国際協力推進員が皆さまの 
お越しをお待ちしています。 
各都道府県のJICAデスクの連絡先等は裏面をご参照ください。 

JICA国内拠点 検 索 詳しくはコチラ 

あなたの近くのJICA窓口 
JICAでは、市民の皆さまから国際協力に関するご質問や 
ご要望にお応えしています。 

●青年海外協力隊、日系社会青年ボランティア(以下協力隊等）経験者の採用をご検討の方 
 ①常勤講師、非常勤講師を募集したい場合 
  協力隊の求人サイト、協力隊経験者向けメーリングリスト、進路相談カウンセラー等を通じ募集を行   
  います。 
 
 ②教員採用試験に係る各教育委員会の特別選考制度導入状況等を知りたい場合 
  各教育委員会の応募条件をHP上に掲載しています。 
  https://www.jica.go.jp/volunteer/obog/career_support/careerinfo/pdf/kyouin.pdf 
 

●現職の先生方が青年海外協力隊、日系社会青年ボランティアに参加したい場合 
 教員の方々が身分を保持したまま、青年海外協力隊・日系社会青年ボランティアへ参加する現職教員特 
 別参加制度での参加となります。毎年、春募集時(3～5月)に募集しています。 
 ＊シニア海外ボランティア、日系社会シニア・ボランティアは現職教員特別参加制度の対象外となっています 

 派遣前・派遣後、派遣実績等、現職教員の派遣に関する情報提供・相談対応などさまざまな問い合わせ 
 に対応しています。 
 

●協力隊等経験者のことを理解したい時 
 ①帰国報告会 
  現職教員のJICAボランティア経験の報告会を各国内拠点で実施しています。実際に世界の教育現場で  
  活躍した方の生の声を聴くことができます。詳細は、JICA国内拠点にお問い合わせください。 
 
 ②訓練所の視察 
  定期的に長野県の駒ケ根訓練所・福島県の二本松訓練所に1泊２日で視察を行っています。 
 
 ③協力隊等経験者による全国のネットワーク（右図参照） 
  関東・関西を中心に現職教員という立場で協力隊等経験の 
  事例研究や活動報告をしている組織があります。このネッ 
  トワークの広報活動や、連絡等を対応しています。 
 

● JICAの国内拠点 
JICAでは、北海道から沖縄まで全国15か所に 
国内拠点を設置し、活動しています。 

教員向け国際協力の参加・活用 
【 問い合わせ先】 
青年海外協力隊事務局 参加促進・進路支援課（東京都千代田区） 
連絡先：〒102-8012 東京都千代田区二番町5-25 二番町センタービル    
TEL：03-5226-9232／03-5226-6379           

●関東甲信越 
・関西教員支援ネットワーク 
・茨城教員ネットワーク 
・長野県 教員等ネットワーク 
●関西 
・大阪府OB・OG教育ネットワーク 
・京都国際教育・グローバルキッズ研究会 
・兵庫OV教員研究会    

全国のOBOG 
による教員 
ネットワーク 



あなたの近くのJICA相談窓口 
●JICAデスク  
開発途上国で活動した経験を持つ国際協力推進員が、皆さんのお越しをお待ちしています。 

【北
海
道
・東
北
】 

北海道 旭川市国際交流委員会  0166-22-8805   ✉jicadpd-desk-asahikawashi@jica.go.jp   
青森県 （公財）青森県国際交流協会  017-735-2249    ✉jicadpd-desk-aomoriken@jica.go.jp 
岩手県 （公財）岩手県国際交流協会     019-654-8911  ✉jicadpd-desk-iwateken@jica.go.jp 
宮城県 JICA東北 022-223-5151    

秋田県 （公財）秋田県国際交流協会  018-893-5313    ✉jicadpd-desk-akitaken@jica.go.jp 
山形県 （公財）山形県国際交流協会  023-646-6267    ✉jicadpd-desk-yamagataken@jica.go.jp 
福島県 （公財）福島県国際交流協会  024-524-1315    ✉jicadpd-desk-fukushimaken@jica.go.jp 

【関
東
甲
信
越
】 

茨城県 （公財）茨城県国際交流協会  029-241-1611         ✉jicadpd-desk-ibarakiken@jica.go.jp 
東京都 八王子市市民活動推進部 多文化共生課 042-620-7437  ✉jicadpd-desk-hachiojishi@jica.go.jp  
神奈川県 JICA横浜 045-663-3251 

埼玉県 （公財）埼玉県国際交流協会 048-833-2992     ✉jicadpd-desk-saitamaken@jica.go.jp 

千葉県 
（公財）ちば国際コンベンションビューロー 
千葉県国際交流センター 

043-297-0245   ✉jicadpd-desk-chibaken@jica.go.jp 

栃木県 （公財）栃木県国際交流協会 028-621-0777      ✉jicadpd-desk-tochigiken@jica.go.jp 
群馬県 （公財）群馬県観光物産国際協会内  027-243-7271  ✉jicadpd-desk-gunmaken@jica.go.jp 
新潟県 （公財）新潟県国際交流協会 025-290-5650   ✉jicadpd-desk-niigataken@jica.go.jp 
山梨県 （公財）山梨県国際交流協会 055-228-5419   ✉jicadpd-desk-yamanashiken@jica.go.jp  
長野県 （公財）長野県国際化協会（ANPI）  026-235-7186 ✉jicadpd-desk-naganoken@jica.go.jp 

【東
海
・北
陸
】 

静岡県 （公財）静岡県国際交流協会  054-202-0931  ✉jicadpd-desk-shizuokaken@jica.go.jp 
静岡県(浜松デスク) （公財）浜松市国際交流協会（HICE）  053-458-2118 ✉jicadpd-desk-hamamatsu@jica.go.jp 
三重県 （公財）三重県国際交流財団  059-223-8003 ✉jicadpd-desk-mieken@jica.go.jp 
愛知県 （公財）愛知県国際交流協会  052-961-7904 ✉jicadpd-desk-aichiken@jica.go.jp 
愛知県(名古屋デスク) （公財）名古屋国際センター 052-581-5691  ✉jicadpd-desk-nagoyashi@jica.go.jp 
岐阜県 （公財）岐阜県国際交流センター（GIC） 058-263-8069 ✉jicadpd-desk-gifuken@jica.go.jp  
富山県 （公財）とやま国際センター   076-464-6491 ✉jicadpd-desk-toyamaken@jica.go.jp 
石川県 JICA北陸 076-233-5931 

福井県 （公財）福井県国際交流協会  0776-28-8800 ✉jicadpd-desk-fukuiken@jica.go.jp 

【関
西
】 

滋賀県 （公財）滋賀県国際協会 077-526-0931 ✉jicadpd-desk-shigaken@jica.go.jp 
京都府 （公財）京都府国際センター 075-365-7786 ✉jicadpd-desk-kyotofu@jica.go.jp 
大阪府 （公財）大阪府国際交流財団 06-6966-2400 ✉jicadpd-desk-osakafu@jica.go.jp 
兵庫県 JICA関西 078-261-0341 

奈良県 奈良県外国人支援センター 0742-81-3830 ✉jicadpd-desk-naraken@jica.go.jp 
和歌山県 （公財）和歌山県国際交流協会 073-435-5240 ✉jicadpd-desk-wakayamaken@jica.go.jp 

【中
国
・四
国
】 

鳥取県 （公財）鳥取県国際交流財団 0857-31-5951 ✉jicadpd-desk-tottoriken@jica.go.jp 
岡山県 （一財）岡山県国際交流協会 086-256-2917 ✉jicadpd-desk-okayamaken@jica.go.jp 
島根県 （公財）しまね国際センター 0852-31-5056 ✉jicadpd-desk-shimaneken@jica.go.jp 

広島県 
（公財）広島平和文化センター 
国際交流・協力課 

082-242-8879 
✉jicadesk@pcf.city.hiroshima.jp 
 

山口県 （公財）山口県国際交流協会 083-925-7353 ✉jicadpd-desk-yamaguchiken@jica.go.jp 
香川県 （公財）香川県国際交流協会 087-837-5901 ✉jicadpd-desk-kagawaken@jica.go.jp 
徳島県 （公財）徳島県国際交流協会 088-656-3303 ✉jicadpd-desk-tokushimaken@jica.go.jp 
愛媛県 （公財）愛媛県国際交流協会 089-917-5678 ✉jicadpd-desk-ehimeken@jica.go.jp 
高知県 （公財）高知県国際交流協会 088-875-0022 ✉jicadpd-desk-kochiken@jica.go.jp 

【九
州
・沖
縄
】 

福岡県 （公財）福岡よかトピア国際交流財団 092-262-1714 ✉jicadpd-desk-fukuokashi@jica.go.jp 
福岡県・北九州市 （公財）北九州国際交流協会 093-643-5931 ✉jicadpd-desk-kitakyushushi@jica.go.jp 
佐賀県 （公財）佐賀県国際交流協会 0952-25-7921 ✉jicadpd-desk-sagaken@jica.go.jp 
長崎県 （公財）長崎県国際交流協会 095-823-3931 ✉jicadpd-desk-nagasakiken@jica.go.jp 
熊本県 （財）熊本市国際交流振興事業団 096-359-2130 ✉jicadpd-desk-kumamotoshi@jica.go.jp 
大分県 （公財）大分県芸術文化スポーツ振興財団 097-533-4021 ✉jicadpd-desk-oitaken@jica.go.jp 
宮崎県 （公財）宮崎県国際交流協会 0985-32-8457 ✉jicadpd-desk-miyazakiken@jica.go.jp 
鹿児島県 （公財）鹿児島県国際交流協会 099-221-6624 ✉jicadpd-desk-kagoshimaken@jica.go.jp 

沖縄県 
沖縄県文化観光スポーツ部交流推進課 098-866-2479 

✉jicadpd-desk-okinawaken@jica.go.jp 
JICA沖縄国際センター 098-876-6000 
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