
Based Organization）のまとめ
役となるネットワークNGOで活
動し、メンバーグループの研修な
どを行いました。JICSではワー
クショップやシンポジウムの運営
業務を経験しており、それが生か
せたと思います。また、経理課で
勤務していたこともあり、現地の
グループに簡単な簿記を教えるこ
とができました」。
　中村さんにとってはやりがいの
ある仕事だったが、部族によって
異なる現地言語はあいさつ程度し
かできないなど、語学の面では苦
労した。また、都市部でも水や電
気の供給が時々止まり、生活イン
フラの大切さを実感したという。
「地方へ行くときは、蚊が多いの
で、マラリア予防の薬を飲んでい
ました。このように、マラウイの
さまざまな地域で活動し、現地の
文化や生活を肌で感じられたこと
は、いい経験でした。帰国後は
JICSに復帰し、現在は中南米の
国々のプロジェクトを中心に携わ
っています」。
　これから協力隊員になろうとす
る人に求められることは何か。
「開発途上国では厳しい現実を目
にすることも多い。ザンビアの学
校も窓がなかったり、机がなく木
の長イスに座ったまま授業を受け
ている子どもたちがいた。現地の
人のために自分に何ができるか、
常に考えてほしい」と田辺さん。
中村さんは「協力隊参加は、自分
を見つめ直すいい機会だと思う。
将来につなげられる自分だけの道
を探ってほしい」と語っている。

青年海外協力隊創設50周年
に寄せて

ガリ版で授業用資料を作成

　日本国際協力システム（JICS）は、
1989年に設立された日本におけ
る最初の調達専門機関である。日
本の政府開発援助（ODA）で支援
を受ける国の代理となり、公正か
つ迅速に機材やサービスを手配す
る調達代理が業務の柱だが、他に
もコンサルティングや調査など事業
を広げている。国際機関からも業
務を受注しており、多様化する国
際協力のニーズに応え続けている。
　JICSの組織的特徴として、青
年海外協力隊の経験者が多く勤務
していることがあげられる。現在、
職員の中で協力隊経験者は35人
おり、派遣先の内訳はアフリカが

22人で最も多い。次いでアジア
７人、中南米５人、大洋州１人と
続く。
　1991年に入団した田辺修さん
は、現在、機材の調達代理業務を
主に担当する機材第一課兼機材第
二課の課長だ。大学を卒業してす
ぐ協力隊に参加し、アフリカのザ
ンビアで中学・高校の理数科教師
として活動した。ザンビアでは中
学校が２年制、高校が３年制で、
中高一貫となっている学校が多い。
田辺さんは、１クラス60人ほど
の生徒たちを指導したという。
　「当時の赴任校には教科書もコ
ピー機もありませんでした。その
ため、赴任途中に立ち寄ったロン
ドンで必要な教科書を買い、それ

をもとにしてガリ版で授業用のプ
リントやテストを作りました。部
活動の顧問として生徒たちにバス
ケットボールを指導したことや、
日本から送られてきた写真集や雑
誌を紹介したこともあります」。
　田辺さんは、ザンビアから帰国
後にJICSに入団した。アフリカ
諸国を担当することが多く、協力
隊での経験が出張や人脈形成、ト
ラブル時の対応などに大いに役立
っているという。

自分を見つめ直す機会

　2000年に入団した中村陽子さ
んは、05年にJICSを休職して協
力隊員になり、アフリカのマラウ
イへ派遣された。プログラムオフ
ィサーとして、現地NGOに配属
され、HIV／AIDSの予防・啓発
活動に携わった。
 「協力隊のことを知ったのは、
高校生のときです。その後、JICS
に入団したときに協力隊経験のあ
る先輩の話を聞いて、参加したい
と思いました。私は、現地に500
以上あるHIV／AIDS関連の活動
を行うNGOやCBO（Community 
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日本国際協力システム（JICS）と青年海外協力隊

（写真左から）上野真紀さん、田辺修さん、中村陽子さん

　日本政府が推進するスポーツ
を通じた国際貢献事業「スポー
ツ・フォー・トゥモロー」の一
環として（公社）青年海外協力
協会（JOCA）が受託したアフリ
カのマラウイ、中米のグアテマ
ラでのUNDOKAI（運動会）のう
ち、JICSはマラウイでの実施に
サポートとして携わった。
　一方、グアテマラのUNDOKAI
運営を視察した特別業務第一課

の 上 野 真 紀 さ ん は 、
「UNDOKAI運営は、
JOCAから派遣されたコ
ーディネーターが中心と
なって、現地で活動中の
青年海外協力隊の方々が
加わって実施されました。
　隊員の方々には現職教
員が多く、競技の指導や
運営に、その力を発揮さ

れていました。綱引きやボール
運びレース、大縄跳びなどの競
技を通じて、子どもたちだけで
なく、現地の先生方にも、『み
んなで協力することの大切さ、
すばらしさ』が彼らにより伝え
られたことに、大きな手応えを
感じています。今回は試行的に
２カ国での実施でしたが、今後
さらに広がることを期待してい
ます」と話している。

 「ＵＮＤＯＫＡＩ」

スポーツ・フォー・トゥモロー

J ICS旅行医学講座のご案内
次回11月のテーマ「インフルエンザ」

開発途上国へ渡航される皆様のお越しをお待ちしております

【予　定】
　　　　
　 　 　

【講　師】
　

【費　用】
　　　　

【申込先】

2015年11月「インフルエンザ」、2016年１月「熱帯感染症」　
（2015年４月「ワクチン」（終了）、７月「旅行者下痢症」（終了）、　
10月「マラリア」（終了））

順天堂大学医学部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
熱帯医学・寄生虫病学講座　教授　美田 敏宏 医師

各回　一般　2,000円／学生　500円／　　　　　　　　　　
当財団職員などからの紹介　1,500円（全て税込）

（一財）日本国際協力システム　　　　　　　　　　　　　　　
総務部人事課「旅行医学講座」担当
TEL：03-5369-6990　E-mail：jinji@jics.or.jp
http://www.jics.or.jp/jigyou/seminar/index.html

OB・OGが活躍する職場
草の根レベルの国際協力経験を調達業務に生かす
（一財）日本国際協力システム（JICS）は、調達専門機関として各方面から高い信頼を得ており、コ
ンサルティングや施設案件にも業務の裾野を広げつつある。青年海外協力隊の経験者が多く在籍し
ているのも特徴で、特にアフリカ諸国での経験者が多い。当時の経験はJICSの調達業務を支える
大きな力となっている。

綱引きをするマラウイの子どもたち
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