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◆◆国際学部 社会貢献・ボランティアマガジン 第 4 号◆◆
拓殖大学国際学部社会貢献・ボランティア推進委員会
2015 年 9 月 18 日発行
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■2015 年度第二回 JICA インターンシップ・プログラムの募集が開始されました（応
募締切日は 2015 年 10 月 13 日（火）正午必着）
JICA インターンシップ・プログラムは、国際協力・開発援助に関心がある、又は同
分野に関わりの深い研究を行うなど、将来、国際協力・開発援助において活躍を目指
している大学生・大学院生を対象に、JICA の各部署やプロジェクト等の事業実施現場
における実習の機会を提供することにより、JICA 事業及び日本の国際協力に関する理
解を深めることを目的としています。
交通費（海外の場合は 10 万円までは本人負担、10 万円を超える部分は JICA が負担
してくれます）、滞在費、予防接種料、海外旅行傷害保険などについて JICA 負担・
補助がありますので、学生にとってたいへん参加しやすいものとなっています。
今回の募集の骨子は以下の通りです。詳細は募集要項の HP にアクセスして確認く
ださい。留学生も応募できます（ただし日本語能力が必要）。
○募集要項
http://www.jica.go.jp/recruit/intern/index.html
【応募資格】
(1) 応募時に、日本又は海外の大学・大学院(専門職学位課程・修士課程・博士課程)
に在学中、若しくは入学許可を取得済みの方。
(2) 国際協力に関心があり、将来、国際協力関連の仕事に従事することを希望してい
ること。
(3) 心身ともに健康であること（特に海外でのインターンシップを希望する方は、配
慮を要する既往症や病気にかかっていないこと）。
(4) 国籍は不問だが、日本語で業務遂行が可能なこと（日本語能力試験N1レベル相当
の日本語能力を有することが望ましい）。
(5) インターンシップに必要な外国語能力を有すること。英語の場合は英検2級以上、
TOEIC500点以上、またはTOEFLiBT52点(PBT470点, CBT150点)以上、IELTS4.0以上。フ
ランス語は仏検準2級以上、DELFA2以上。スペイン語は西検4級以上、DELE 初級以上。
(6) これまで、本プログラムに参加した経験がないこと。
(7) 希望するポストが指定している「応募資格以外に必要な要件」を満たしているこ
と。
(8) 本プログラム参加に要する経費を自己負担できること。
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(9) 年齢は不問だが、未成年者は応募の際に保護者の同意書の提出を条件とする。
【インターンの時期】
2016年1月中旬以降～3月中旬までの1ヶ月間-3ヶ月間（インターンシップ時期・期
間は受入ポスト毎に設定あり）
【募集ポスト】
○国内本部：地球ひろば、中南米部、アフリカ部、社会基盤・平和構築部、地球環境
部、研究所
http://www.jica.go.jp/recruit/intern/ku57pq00000nan7m-att/post_01_01_honbu.
pdf
○国内機関：JICA 筑波、JICA 中部（名古屋）
http://www.jica.go.jp/recruit/intern/ku57pq00000nan7m-att/post_01_02_kokuna
i.pdf
○海外事務所：スリランカ、ドミニカ共和国、パラグアイ、ニカラグア、カメルーン、
セネガル
http://www.jica.go.jp/recruit/intern/ku57pq00000nan7m-att/post_01_03_zaigai
.pdf
○開発コンサルタント：バングラディシュ、ケニア、インドネシア
http://www.jica.go.jp/recruit/intern/ku57pq00000nan7m-att/post_01_04_consul
.pdf
【募集締切日】10 月 13 日（火）正午
■青年海外協力隊等の秋募集の要項が発表されました（募集期間 10 月 1 日（木）～
11 月 2 日（月））
○募集要項
http://www.jica.go.jp/volunteer/application/seinen/require/index.html
○八王子でも、10 月 15 日に説明会が開催されます。
http://www.jica.go.jp/volunteer/seminar/kanto/
http://www.jica.go.jp/volunteer/seminar/kanto/pdf/6tokyo_1015hachiouji_G.pd
f
日時：10 月 15 日 19:00～21:00
場所：東急スクエアビル 12 階 八王子市学園都市センター
内容：
・合格への道！～JICA ボランティアに求められる力とは～応募書類の書き方や、どん
な適性や能力が求められているのかを紹介します。
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・資格は？経験は？新卒だからこそできること！学校を卒業後、社会経験ゼロで青年
海外協力隊に参加した経験を語ります。
■グローバルフェスタ JAPAN 2015 が、10 月 3－4 日、お台場で開催されます
このイベントは、「若い世代からシニア層まで幅広い方々へ国際協力をより身近な
ものに感じてもらうと共に、ODA を含む国際協力の現状や必要性、政府と NGO の協力
などについての理解と認識を深めてもらうことを通じて、国際協力の参加を促進す
る」ことを目的として、毎年開催されています。
サブステージでは、以下のような興味深いイベントも行われます。
・HOUKAGO～学生による国際協力活動～
・進路セミナー「グローバルに働く～国際協力のシゴト
・青年海外協力隊事務局 presents 「輝け☆日本！グローバル女子
・フェアトレードが変えるネパールの 女性たちの暮らし
・国際協力とスポーツ ～ボランティアの力～（北澤豪）

～起業編～」

入場は無料です。ぜひ足を運びましょう！
http://gfjapan2015.jp/
http://gfjapan2015.jp/substage/#substage_11
■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
2015/09/14 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 8,061 facebook 1,829 twitter 3,582 など
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
おしながき
■ 海外イベント情報
□ コミュニティファシリテーター研修＠インド
(インド,2015/12/27-2016/1/1)
□ アフリカ・インドでのボランティア募集
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（アフリカ・インド）
■ 国内イベント情報
□ 9/26(土)カンボジア連続セミナー第 5 回
(東京都千代田区,2015/9/26-2015/9/26)
□ ＡＣＥＦセミナー「国際教育協力のこれから」のご案内
(東京都新宿区,2015/10/10)
□ ワンガリ・マータイ展「ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ」
(神奈川県横浜市,2015/9/18-2015/10/20)
□ もったいなばあさんのワールドレポート展
(神奈川県横浜市,2015/9/18-2015/10/20)
□ FASID セミナー「住民主体の農文化システム評価」
(東京都港区,2015/10/9-2015/10/9)
□

ネパール現地活動報告＆ヒマラヤのくらしの魅力
(東京都渋谷区,2015/9/27)
■ 人材募集
□ 急募：BAJ 東京事務所スタッフ
□

【認定 NPO 法人 JVC】 カンボジア駐在員募集
(カンボジア)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
国際協力 NGO ナビ

2015/09/11

第 257 号〔6,076 部〕

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◇◆◇◆

いつも読んでくださりありがとうございます

◆◇◆◇

【JANIC 応援募金】
私たちとともに、日本の NGO を支えてください
ご寄付は皆さんと NGO がつながる場づくりに役立てられます
http://www.janic.org/donation/?mail=20150911
======================================================================

１．JANIC 最新情報
☆ 【9/29】NGO 就職ガイダンス～あなたの国際協力キャリアの実現をサポート～
☆ 【NGO-労働組合国際協働フォーラム】NGO メンバー募集
☆ グローバルフェスタ JAPAN2015 オフィシャルボランティア大募集！
☆【NGO 向け】助成事業を募集－味の素「食と健康」国際協力支援プログラムのご案内
２．個人会員になると？？
３．職員募集情報

(9 件)

４．インターン募集情報 (3 件）
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５．ボランティア募集情報（3 件）
６．イベント情報
７．[コラム]

【国際協力×ネパール】

JANIC さん

☆★……………………………………………………………………………………★☆
SUPPORT802(八王子市市民活動支援センター）便り
2015.9.1 No.80
E-Mail：npo802@shiencenter-hachioji.org
ホームページ：http://www.shiencenter-hachioji.org/
☆★……………………………………………………………………………………★☆
暑さも一時期の猛暑からやっとひと段落、市民活動団体にとっては、活動に適し
た季節になってきましたね。
今回は 1 人でも関われる市民活動として、「プロボノ」についてご紹介します。
「プロボノ」とは、各分野の専門家が、職業上持っている知識・スキルや経験を
活かして社会貢献するボランティア活動のことをいいます。
ラテン語で「公共善のために」を意味する pro bono publico の略です。
NPO の活動においても、プロボノの活躍が注目され始めています。
NPO 法人サービスグラントでは、プロボノがその「スキル」や「ノウハウ」を
提供することによって NPO を支援する「プロジェクト型助成」を行っています。
全国で活動を展開しているサービスグラントですが、多摩地域をはじめとする
八王子でも本格的に活動をひろげていくということで、9 月のアクティブ市民塾でも
ご紹介する「コワーキングスペース ８Beat」の協力により、プロボノワーカーの
募集説明会を八王子行います。
仕事のスキルを社会のためにもっと活かしたい方、自分にできる社会貢献を
探している方など、関心のある方は説明会に参加してみてはいかがでしょう。
※NPO 法人サービスグラント http://servicegrant.or.jp/event/index.php?id=161
※プロボノを募集する説明会
9 月 5 日(土)10:30-12:00
八王子のコワーキングスペース「８Beat」にて
☆★ 目次 ★☆
*アクティブ市民塾「出会い・発見・協力の場」
NPO のコワーキングスペース活用術「市民活動≒ビジネス？！」のご案内
*八王子市民活動協議会からのお知らせ「第 15 回オトパ in 南大沢」
*助成金情報
*各種イベント情報
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*その他
●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/
●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/
以上
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