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◆◆国際学部 社会貢献・ボランティアマガジン 第 5 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 10 月 10 日発行
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■10 月 14 日（水）、セネガル・青年海外協力隊員の田中先輩が帰国し、国際学部を
訪問します
元佐原ゼミの田中信行先輩は、コミュニティー開発の青年海外協力隊員としてセネ
ガルに派遣されていましたが、このたび任期を終えて帰国され、10 月 14 日（水）に
八王子キャンパスを訪問します。15：00－16：30、佐原学部長室で懇談しますので、
海外ボランティアやアフリカに関心の学生はぜひ気楽に参加してください。学部生の
参加大歓迎です。
■国際交流基金「日本語パートナーズ」が募集中です（応募締切日は 2015 年 10 月
26 日（月））
“日本語パートナーズ”は、ASEAN 諸国の中学・高校などの日本語教師や生徒のパ
ートナーとして、授業のアシスタントや、日本文化の紹介を行います。専門的な知識
は必要なく、応募条件に当てはまればどなたでも応募できます。
現在募集している任国は、タイ 50 名、インドネシア 40 名、ミャンマー3 名、シン
ガポール 1 名。ベトナムとフィリピンは 11 月頃から募集が開始されます。
満 20 歳（応募締切日時点）から応募できます。また、国際交流基金の規程に基づ
き滞在費、往復航空券（ディスカウントエコノミー）・旅費等の支給と住居の提供が
あります。タイ、インドネシア、シンガポールでの日本語教育をやってみたい学生は、
以下の国際交流基金のウェブサイトを見てぜひ応募してください。
http://jfac.jp/partner/index/
■JICA「大学生国際協力フィールド・スタディ・プログラム」（インド・ラオス）が
募集中です（応募締切日は 2015 年 10 月 28 日（水））
「大学生国際協フィールド・スタディ・プログラム」は、大学生が途上国の国際協
力の現場でフィールド調査演習を行うことを通して、グローバルな視点と問題発見・
解決能力を身につけることを支援するものです。年明けの春休みの期間、インドまた
はラオスの国際協力プロジェクト、関係機関、プロジェクト現場（フィールド）を約
15 日間の日程で訪問します。個人負担額は約 8～10 万円と低く抑えられています。
応募条件は概ね以下の通りです。詳しくは募集要項をご参照ください。
http://www.jica.go.jp/partner/college/field_study.html
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http://www.jica.go.jp/partner/college/ku57pq00001g3k2i-att/youkou_2015.pdf
なお、指導教員等の推薦書が必要になりますので、応募したい学生は、まず社会貢
献・ボランティア推進委員会の岡田先生（430 研究室）に相談してください。
１．日本に在住し、日本国籍を有する満 18 歳以上の方（2015 年 10 月 28 日現在）
２．応募時に本邦大学（学校教育法に定める）の学部に在籍中の方（修士課程等の方
は応募対象外）
３．推薦書を指導教官等から取得した方
４．本事業の趣旨・目的を十分理解の上、事業運営に協力いただける方。
５．健康上支障がなく、開発途上国における現地プログラムの全日程および、事前事
後研修のすべてに参加できる方（全日程の参加が応募条件ですので、授業等ある場合
はご自身で調整ください）
６．プログラム・リーダー等からの指導や、自己学習、レポート作成に真摯に対応で
きる方。
７．プログラム終了後、大学等で帰国報告会など、参加成果の発表や広報が出来る方。
８．20 歳未満の方（2015 年 10 月 28 日現在）は、応募申込・参加にあたり保護者の
同意を得られる方。
９．英語で日常生活おいてどんな状況でも適切なコミュニケーションができる素地を
備えている方（TOEIC：640 点以上／TOEFL：500 点（CBT173 点、iBT61 点）以上／IELTS
5.0 以上／GTEC560 点以上／JICA 専門家定期テスト 180 点以上）、または現地語で支
障なくコミュニケーションが出来る方。
１０．学部・専攻は問わない。
■10 月 15 日（木）、青年海外協力隊等の説明会が八王子駅前で開催されます
本メルマガ第 4 号でも紹介しましたが、八王子でも、青年海外協力隊等の説明会が
以下の通り開催されます。ぜひ足を運んでください。
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。
・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。
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■外部団体からの参考情報
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■
国際協力マガジン
2015/10/6 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 8,058 facebook 1,833 twitter 3,617 など
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おしながき
■ 海外イベント情報
□

第 32 回タイ・スタディツアー参加者募集
(タイ,2015/12/23-2016/1/2)

■ 国内イベント情報
□ 開発教育入門講座・特別編
□
□
□

(東京都文京区,2015/10/21)
自分をソーシャルにする！開発教育 ワークショップ
(東京都文京区,2015/10/16-2015/12/12)
ハンガー・フリー・ワールド活動説明会(要予約)
(東京都千代田区,2015/10/13-2015/10/13)
ノボディゴント 料理ワークショップ＆カレーパーティ
(東京都新宿区,2015/10/31-2015/10/31)

□
□
□
□
□

ミニベンガル語講座

初級編

(東京都新宿区,2015/10/31-2015/10/31)
東ティモールチャリティ手芸ワークショップ
(東京都新宿区,2015/10/24)
地域資源や在来知を活かした実践技術をつくる
(東京都台東区,2015/10/31)
WORLD FOOD NIGHT
(東京都千代田区,2015/10/16)
(10/12)「フェアトレードが変えるネパールの女
(神奈川県逗子市,2015/10/12-2015/10/12)

□

チャリティーハートフルコンサート 開催
(神奈川県横浜市,2015/10/18-2015/10/18)
■ 人材募集
□ PKO における性的虐待問題に関するインターン募集
(大阪府豊中市)
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□

書損じハガキ回収キャンペーン担当アルバイト募集

□

(東京都千代田区,2016/01/01-2016/06/30)
【正職員募集】途上国事業部門プログラムマネージャ
(東京都中央区)
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国際協力 NGO ナビ

2015/10/9

第 259 号〔6,100 部〕
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◆◇◆◇◆

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
☆ 【プレスリリース】「2030 アジェンダ」採択に市民社会・ビジネ
スセクターが共同声明
☆ 【報告】夏の募金キャンペーンへのご協力、ありがとうございま
した
☆ 【企業向け:10/20＆21 開催】 JANIC グローバル人材育成プログラ
ム―世界を変える社員を育てる―
☆「災害に強い社会作り CSO ネットワーク（仮称）」参加団体募集
２．個人会員になると？？
３．職員募集情報

(5 件)

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

（3 件）

【セミナー】

JANIC さん

●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
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●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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