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■TVT が「熊本ボランティアツアー」参加者を募集しています―説明会を木曜昼休み・
4 限終了後に実施：締め切りは 12 月 22 日（木）
TVT (拓殖ボランティアチーム)では、2 月上旬に熊本で行うボランティア活動に参
加する学生を募集しています。概要は以下の通りですが、まずは説明会で詳しい話を
聞いてみてください。
TVT は 2011 年の東日本大震災をきっかけに国際学部の学生たちが結成した有志団
体で、現在、個人で興味をもったテーマに沿うボランティア活動を活発に行っていま
す。
以下、「熊本ボランティアツアー」についての TVT からのお知らせ内容です。
○企画・運営:TVT (拓殖ボランティアチーム)
○日程: 2 月上旬頃を予定しています。(2 泊 3 日の予定)
○募集人数: ７人程度
○費用: 航空券代と宿泊費(食事代は除いて)、1 人約 1 万 5 千円
○活動内容はその日のニーズによって異なります(主な活動内容は、支援物資の配送
作業や避難所の運営サポート、がれき撤去などです)。
※なお、募集の〆切は 12 月 22(木)までとさせていただきます。
◎熊本ボランティアツアー説明会を実施します
・時間：木曜日の昼休み、または 4 限終了後
・場所：新田目研究室(管理研究棟 501)
※都合が合わない方がいましたら調整します
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★ボランティアをしてみたい人、やる気のある人、どんな人でも大歓迎です!!!!
興味を持った方、また質問がありましたら以下までご連絡ください。
Ｅ-mail: tvt.takushoku@gmail.com (国際学部 2 年 酒井)

■【再掲】「トビタテ！留学 JAPAN」国際学部説明会を 12 月 15 日（木）の昼休み＠
管理研究棟 3 階第 3 会議室で行います
文部科学省の「トビタテ！留学 JAPAN 日本代表プログラム」第 7 期生の募集が、
12 月から開始される予定です。
第 7 期生募集開始に先立ち、12 月 15 日（木）の昼休み 12：35～13：15 まで、管理
研究棟 3 階第 3 会議室で学部内の説明会を実施しますので、奮って参加ください。こ
の説明会にも都合で参加できなかった学生は、個別に相談に乗りますので、新田目先
生、赤石先生、岡田まで連絡ください。
なお、文科省主催の説明会が 12 月 12 日に東京で開催されます。参加希望者は、以
下のウェブサイトを通じ、事前に申し込んでください。
【参考】
「トビタテ！留学 JAPAN 日本代表プログラム」は、2014 年からスタートした官民協
働で取り組む海外留学支援制度です。
 英語、地域言語をマスターしたい
 開発途上国でボランティアをしたい
 海外の企業でインターンをしたい
という皆さんにぴったりのプログラムです。
選考に合格すると、3 か月～2 年間の間で、希望の期間留学することができます。
渡航費、滞在費、学費等が支給されます。
内容の説明、募集要項などは以下のウェブサイトにアクセスしてください。
http://tobitate.mext.go.jp/index.html
http://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/tobitate/1380057.htm

■教師海外研修 東京都報告会：発展途上国の「今」を見てきた先生たち

日本でど

んな授業をしたのかな？2017 年 1 月 22 日＠JICA 地球ひろばで開催
40 年以上の歴史を持つ JICA 教師海外研修は、発展途上国への約 10 日間の訪問と事
前・事後の国内研修を通して、発展途上国の現状、抱える課題、日本との関係や国際
協力への理解を深め、次代を担う児童・生徒の教育に役立てるプログラムです。
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2016 年度は、小学校・特別支援学校の教員はモンゴルを、中学校・高校の教員はタ
イを訪問しました。本報告会では、東京都から参加した 7 名の教員が、実践した授業
や研修の成果について紹介します。
将来教員を目指す学生や、教育分野での国際協力に関心のある学生はぜひ以下の案
内の通り申し込んでください。
【プログラム】
1 デモンストレーション de 授業体験！
2 ポスターセッション de 授業実践報告！
3 よろず座談会 de あれこれ Q＆A
○対象：国際理解教育/開発教育に取り組みたい教員、関心ある大学生など、どなた
でもご参加ください。
○定員：70 名（先着順）
○加費：無料
○申込方法：インターネット申込フォームか E-mail にてお申込み下さい。
https://www.jica.go.jp/tokyo/event/2016/ku57pq00000g6083.html
https://www.jica.go.jp/tokyo/event/2016/ku57pq00000g6083-att/ku57pq00000g60
92.pdf

■外部団体からの参考情報
主要な国際協力関係のメルマガの目次を紹介します。内容につきましては、各ウェ
ブサイトに入ると読むことができます。なお、応募等につきましては、各自の責任で
直接行ってください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■
国際協力マガジン
2016/12/05 号
■■
～みんなの参加する国際協力～
■■■
http://devmagazine.org/ http://www.facebook.com/devmagazine
■■■■
http://twitter.com/developingworld
読者数 メルマガ 7,761 facebook 1,925 twitter 3,294 など
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
おしながき
■ 学び
□ レポート・ライティング入門講座
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(愛知県一宮市,2016/12/17)
□

コミュニティ開発一日講座 愛知県一宮市
(愛知県一宮市,2016/12/18)
■ 国内イベント情報
□ ヘイトスピーチ規制の到達点と課題?事件報告を中心に
(大阪府大阪市,2016/12/12)
□ トークイベント ヘイト・スピーチ規制の到達点と課題
(大阪市中央区,2016/12/12)
□ 講演会「タイにおける UHC の歩みに学ぶ」
(愛知県名古屋市,2016/12/18)
□ ワークショップ「何が健康をささえているんだろう？」
(愛知県名古屋市,2016/12/23)
□
□
□
□
□

公開講義：保健人材の国際移動

日本への影響と責任
(愛知県日進市,2016/12/22)
カンボジア、医療を育むプロジェクト（12/13）
(東京都新宿区,2016/12/13)
途上国と伝える技を学ぶ基礎ジャーナリスト講座説明会
(東京都新宿区,2016/12/21-2016/12/21)
青年海外協力隊から大使館職員になるまで
(東京都新宿区,2016/12/14)
カンタン！おり機でコースターづくり（12/17）
(東京都新宿区,2016/12/17)

□

途上国で取材三昧！「基礎ジャーナリスト講座」説明会
(東京都新宿区,2017/1/6-2017/1/6)
□ 見る・伝える カンボジアの今@東京都
(東京都新宿区,2016/12/16)
□ お茶の水女子大学グローバルリーダーシップ講演会
(東京都文京区,2016/12/17)
●国際協力マガジン
http://devmagazine.org/
●国際協力 NGO ナビ
http://archive.mag2.com/0000142233/index.html
●青年海外協力隊、シニア海外ボランティアメールマガジン配信登録
http://www.jica.go.jp/volunteer/obog/info/mailmagazine/
●JICA メールマガジン配信登録
http://www.jica.go.jp/mail/
●八王子国際協会 ウェブサイト
http://hia855.com/
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●八王子市市民活動支援センターSUPPORT802
http://www.shiencenter-hachioji.org/
●大学コンソーシアム八王子
http://www.gakuen-hachioji.jp/
●国際協力キャリア情報サイト PARTNER
【インターン・スタディーツアー】
http://partner.jica.go.jp/resource/1467798569000/studytour/dantai.html
【研修・セミナー】
http://partner.jica.go.jp/TrainingSeminarSearchForPrsn
以上
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