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◆◆国際学部 社会貢献・ボランティアマガジン 第 9 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 11 月 24 日発行
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■海外経験を積んだ卒業生が語る「学生時代にやっておくべきこと」＠八王子国際キ
ャンパスが 12 月 1 日（火）に開催
在外公館派遣員と青年海外協力隊に参加した経験を持つ卒業生をお招きし、現場で
の経験と現在の立ち位置から学生時代にすべきことについて語っていただく講演会
が開催されます。
今回来ていただく講師 6 名のうち、本学部卒業生として 2005 年度卒業の佐藤 敦さ
ん、2009 年度卒業の田中 信行さんが皆さんの直接の先輩になります。お二人ともア
フリカのセネガルで青年海外協力隊員として活躍されたご経験をお持ちです。直接本
人から体験談を聞く絶好の機会ですので、ぜひ参加ください。
日時：2015 年 12 月 1 日（火） 16：40～18：10
場所：国際学部棟 E104 教室
講師（敬称略）：
（１）１９８４年度外国語学部英米語学科卒業：松本 源二
（２）１９８６年度政経学部経済学科卒業：木村 直樹
（３）１９９２年度商学部貿易学科卒業：山中 大樹
（４）２００３年度政経学部政治学科卒業：室達 康宏
（５）２００５年度国際開発学部開発協力学科卒業：佐藤 敦
（６）２００９年度国際開発学部ｱｼﾞｱ太平洋学科卒業：田中 信行
■国際交流基金「日本語パートナーズ」（フィリピン、ベトナム、インドネシア）が
募集中です（応募締切日は 2016 年 1 月 12 日（火））
“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。
11 月 16 日から募集が開始された任国は、フィリピン 11 名、ベトナム 27 名、イン
ドネシア 50 名（第 1 グループ 25 名、第 2 グループ 25 名）となっています。
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。フィリピン、ベトナム、インドネシア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。
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http://jfac.jp/partner/index/
■石川ゼミが「第７回大学コンソーシアム八王子学生発表会」に参加します（12 月 5
日（土））
本メルマガ第 2 号でお知らせしました「第７回大学コンソーシアム八王子学生発表
会」に石川ゼミが応募し、12 月 5 日（土）、JR 八王子駅前の八王子市学園都市セン
ターで発表を行います。
第5セミナー室発表会場（12階）で行われる第3セッション（14：00～15：31）／教
育・防災・地方創生・地域で発表するもので、順番は第7番目、15：18～となってい
ます。発表テーマは「「サステナタウン・八王子」の誕生」。ぜひ応援に行きましょ
う。
ちなみに、「日頃研究している成果を企業、学生、市民の前で発表していただき、
産学連携及び地域活性化につなげることを目的としています。学生の自由な発想や意
見が八王子市政に活かされるよう、八王子市長に直接提案することもできます」とい
うのがこのイベントの趣旨です。詳細は以下を参照ください。
http://www.gakuen-hachioji.jp/wp-content/uploads/2011/03/7d9d25cb470a4c0c54
3730605ba5a396.pdf
http://www.gakuen-hachioji.jp/information/9923/
■「トビタテ！留学 JAPAN」第 4 期の応募状況～251 校から 1,366 名が応募
本メルマガ第 1 号以降、お知らせしています「トビタテ！留学 JAPAN」第 4 期です
が、文部科学省から応募状況が発表されています。
http://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/tobitate/1364291.htm
｢トビタテ！留学 JAPAN 日本代表プログラム｣第 4 期応募状況
○応募人数計：1,366 人
○在籍大学等数：251 校
・理系、複合・融合系人材コース：459 人（採用予定 220 人）
・新興国コース：174 人（採用予定 80 人）
・世界トップレベル大学等コース：157 人（採用予定 100 人）
・多様性人材コース：576 人（採用予定 100 人）
第 3 期と比較すると、人数で 1,290 人→1,366 人、申請大学等数で 212 校→251 校
と徐々に増えているようです。
また、2020 年までの 7 か年の企業・団体からの寄附金額が 107 億円を超える見込み
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となったとのことです（7 か年の目標額 200 億円）。
第 5 期の募集が 2016 年 1 月から開始されますので、関心のある皆さんは以下のウ
ェブサイトをフォローしてください。
http://tobitate.mext.go.jp/program/index.html
http://www.tobitate.mext.go.jp/
■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
2015/11/24 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 8,081 facebook 1,839 twitter 3,706 など
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
おしながき
■ 海外イベント情報
□ インドソーシャルイノベーションスタディツアー
(インド,2016/3/8-2016/3/23)
■ 国内イベント情報
□ 12 時間?ライティングマラソン?世界最大の人権イベ
(東京都千代田区,2015/12/12-2015/12/12)
□ 【11/26】FIDR イブニング・フォーラム開催
(東京都千代田区,2015/11/26)
□ 公開講義（大阪）のご案内
(大阪府大阪市,2015/12/5)
□ シンポジウム「エシカルケータイのつくり方」
(東京都千代田区,2015/12/20-2015/12/20)
□ セミナー「青年海外協力隊をキャリアに生かすコツ」
(神奈川県横浜市,2015/12/06)
□
□
□

JVC 国際協力コンサート 2015

第 22 回大阪公演
(大阪府大阪市,2015/12/6)
JVC 国際協力コンサート 2015 第 27 回東京公演
(東京都世田谷区,2015/12/12)
12/7 報告会アフリカにおける小農の現在と日本
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(東京都千代田区,2015/12/7)
□

私の NGO 事業プラン発表会（フィリピン編）開催！
(東京都文京区,2015/12/12)
□ 【講演】ミャンマー選挙監視団報告
(神奈川県横浜市,2015/12/19-2015/12/19)
■ 人材募集
□ 【JVC】ファンドレイジング担当職員募集
(東京)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
国際協力 NGO ナビ

2015/11/13

第 261 号〔6,125 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=20151113
======================================================================
１．JANIC 最新情報
☆【12/15 開催】「第 2 回連携推進委員会」参加者募集
☆ JANIC 広報インターン募集要項

（締切～11/18）

☆【28 年度募集】海外の NGO で学びませんか？ -海外スタディ・プログラム（2/26
必着）
☆

ASC2012 新たに 6 団体が実施

☆ 「防災・減災日本 CSO ネットワーク（JCC-DRR）」参加団体募集
２．【個人会員になると？】
３．職員募集情報

(6 件)

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

（1 件）

【セミナー】
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７．[コラム]

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
●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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