2020年度日系研修員事業提案案件表
上半期分
下半期分
案件 コース
No.
種別

C01

C02

C03

C04

集団

集団

集団

集団

「下半期」研修期間: 2020年10月～2021年3月

コース名

6次産業化、農商工連携、アグリツ
ーリズム

地域における観光振興

音楽リハビリ・プログラム

日系農協および生産組織の生産管
理・販売事業の高度化

人数 半
期

8

10

6

6

下

下

下

下

開始

2020/10/4

2020/11/1

2020/11/1

2021/1/11

修了

①目標/②成果/③計画（内容）

資格要件

一般社団法人 とかち
地域活性化支援機構

連絡先

①研修員が、6次産業化・農商工連携、アグリツーリズムにかかる知見を習得する；
②1．研修員に、日本の6次産業化・農商工連携、アグリツーリズムの全体像が理解される。
2．研修員に、日本の6次産業化・農商工連携、アグリツーリズムの手法が習得される。
3．日本の6次産業化・農商工連携、アグリツーリズムを参考に、自国で応用可能なアイデアを考案できる。
4．研修員が、帰国後の具体的な実践計画を作成する。
2020/11/6 ③1．講義：6次産業化・農商工連携、アグリツーリズムの概要、日本・帯広の農業、農業経営等
2．視察：6次産業化、アグリツーリズムを実践している農家、法人
3．実習：事業計画の実践、加工及びサービス・販売を体験
4．発表：内部及び関係先

農業経営者、農業協同組合職員、農業系行政職員
農業の専門知識を有するものが望ましい
学歴：大卒（相当）
経験年数：3
年齢：21-50

①研修員が、6次産業化・農商工連携、アグリツーリズムにかかる知見を習得する；
②1．研修員に、日本の6次産業化・農商工連携、アグリツーリズムの全体像が理解される。
2．研修員に、日本の6次産業化・農商工連携、アグリツーリズムの手法が習得される。
3．日本の6次産業化・農商工連携、アグリツーリズムを参考に、自国で応用可能なアイデアを考案できる。
4．研修員が、帰国後の具体的な実践計画を作成する。
③1．講義：6次産業化・農商工連携、アグリツーリズムの概要、日本・帯広の農業、農業経営等
2．視察：6次産業化、アグリツーリズムを実践している農家、法人
3．実習：事業計画の実践、加工及びサービス・販売を体験
2020/11/21 4．発表：内部及び関係先
③１．講義；日本人観光客の当該国への観光志向、観光分野の人材育成、地域における観光振興、地域資源の
活用（食、伝統工芸、自然等）、災害からの復興
２．見学；観光地（首都圏近郊、福島県の歴史・自然に関わる場所・地域）、旅行代理店、観光専門学校、道の駅、
温泉旅館等
３．演習；直面している課題を分析し、研修で学んだ手法の適応を検討し、アクションプランに反映する
４．発表；一般市民、内部及び関係団体

現職・資格・知識：観光産業に携わる立場にあり
、研修したことを実践的に取り組める環境にある
者
学歴：不問
経験年数：3
年齢：21以上
日本語能力：不問
他言語：通訳配置可能性有
小林
教材：ポルトガル語orスペイン語
会津若松市国際交流協

①・音楽リハビリ・プログラムの理論と実技を習得する
・帰国後に現地でリハビリの実施やスタッフ等の指導・訓練ができる人材を育成する
・日本国と日系社会との関係強化のための交流を促進する
②・高齢者の介護予防に必要な６つ観点「運動器機能向上」「口腔機能向上」「栄養改善」「認知症予防」「閉じこも
り予防」「うつ病予防」を理解する
・６つの観点をどのようにプログラムとして展開していくのかを理解し、実際に展開できる
・リラクゼーションヨガ、リズム運動、音楽セッションの3つのプログラムの運営管理手法を習得する
2020/11/26 ・音楽を活用した運動、音楽演奏手法、脳の活性化訓練手法を習得する
③１．講義：研修会場で講師による講義の実施
２．実習・OJT：リハビリプログラムの実演
３．見学：ゆらリズム施設の見学
４．演習：ゆらリズム等で利用者様向けのプログラム実施
５．発表：研修内容についてのレポート作成、発表

現職・資格・知識：高齢者福祉を中心とした保健
医療福祉業務に従事している者（看護師や介護士
の資格あれば尚可）
学歴：不問
経験年数：不問
年齢：21以上
日本語能力：挨拶程度の日本語ができること
他言語：通訳配置可能性有
株式会社 ゆらリズム
教材：ポルトガル語orスペイン語
備考：宿舎は仙台市内のホテルを予定

①研修参加者の皆さんが農協組織などを通じて販売事業に生産管理などにかかる知見を習得し、あらたな事業
への方向性を探る。
②１）農協及び農業生産者団体による「工程管理等をベースにした品質管理」のしくみがつくられる。２）農協組合
員のメンバーシップ強化について議論すると同時に、組合員の地域農業と協同組合への理解と組合運営への参
画。３）販売・購買事業・農産加工事業強化のための方策が図られる。４）
経営管理・財務管理および役職員教育活動の向上が図られる。
③１）講義：日本の総合農協の取り組み～経済・社会／生活における役割、農産物流通における農協の取り組み
、営農指導のしくみ、販売事業の仕組みと生産・出荷管理、福祉事業の取り組みと地域社会における役割、農協
1月～2月中 の経営管理手法と情報技術の活用事例、行政による普及事業
２）見学：農協組織（単位農協、事業連合会関連施設～販売・購買・）、畜産事 業関連施設、民間小売店舗、行
政機関（試験場、普及関連機関）
３）意見・情報交換：農協役職員との経営に関する意見・情報交換、組合員農家との生産管理についての取り組
みの意見・情報交換会
４） 発表：研修最終日

現職・資格・知識：農協組織役職員及び農業生産
者団体関係者
学歴：特になし
経験年数：2年以上農協職員経験及び農業生産者
団体において2年以上の生産経験
年齢：21以上
日本語能力：不問
一般財団法人
他言語：場合によって通訳を配置

岩本 聖史
一般社団法人 とかち
kaigai@tokachi.biz
地域活性化支援機構
http://tokachi.biz/

会

アジア農業協同
組合振興機関

所管
センター

帯広

真司
mail@awia.jp
http://awia.jp/

東北

菊地 義仁
kikuchi.yura@gmail.com
http://yura-rhythm.com/

東北

薄井 健
usui-idaca@j.email.ne.jp
www.idaca.or.jp

横浜

案件 コース
No.
種別

C13

C14

C15

C16

集団

集団

集団

集団

コース名

ソーシャルビジネスと
日系団体運営管理

日本文化活動コーディネーター育成
（応用）

着物を通じた日系社会活性化

日系歯学
（歯科医療機器）

人数 半
期

6

6

6

6

下

下

下

下

開始

2020/10/4

2020/11/1

2020/11/1

2020/11/1

修了

①目標/②成果/③計画（内容）

資格要件

一般社団法人 とかち
地域活性化支援機構

①研修員が、ソーシャルビジネスに関する知識を習得し、ソーシャルビジネス的手法を用いた日系団体による地
域活性化のための新規事業計画を作成する。
②1. 研修員に、非営利団体の運営管理手法に関する知識が習得される。
2.
研修員に、日本人移住の歴史及び日系社会支援の変遷に関する知識及び知識普及のための技術が習得される
。
3. 研修員に、現代日本事情及び日本伝統文化に関する知識が習得される。
4. 研修員が、日系団体及び地域活性化のための新規事業計画を作成する。
③1．講義:日系関連事業、日系団体に関する講義／非営利活動、ソーシャルビジネスに関する講義／
ビジョン・ミッション論／モチベーション管理／リーダーシップ論
2020/11/6
2．演習:社会的課題発見手法／問題解決手法／新規事業作成手法
3．見学:ソーシャルビジネス現場視察／在日日系コミュニティ支援／海外移住関連施設
4．演習:日本文化行事企画／ファシリテーション手法

現職・資格・知識：日系団体等（日系農協および
日系団体下部組織を含む）非営利団体に所属する
者
学歴：不問
経験年数：1
年齢：21以上
日本語能力：原則、日本語で実施。
他言語：参加者の日本語レベルに応じて通訳を傭
上予定

①研修員が、日本文化・歴史に関する知識を深め、継承および普及のための日本文化活動を企画・運営するた
めの知識および技術を習得する。
②1. 研修員に、日本伝統文化に関する知識が深められ、文化指導の実践方法が習得される。
2. 研修員に、様々な日本文化活動事業に関する企画実施方法が習得される。
3. 研修員が、日本文化活動を通じて、日系社会および地域活性化のための活動案を作成する。
③1. 日本伝統文化に関する知識および指導技術の習得
【講義】日本伝統文化、ポップカルチャー論など
【演習】日本文化体験（和太鼓、ヨサコイ、書道、和食など）
2020/12/12 2. 様々な日本文化活動事業に関する企画実施方法を習得する。
【講義】各国日系団体事情、イベント企画手法、日本文化紹介手法、広報活動手法、日本文化教室事情など
【演習】問題解決手法、ファシリテーション手法、ファンドレイジング手法など
【見学】文化系非営利団体の活動、日本文化施設など
3. 日本文化活動を通じて、日系社会および地域活性化のための活動案を作成する。
【講義】NPO論、新規事業計画作成、プレゼンテーション技法など
【視察】移住関連施設など

現職・資格・知識：日系日本語学校または日系団
体の文化部担当者、青年部のリーダーなど
学歴：不問
経験年数：3
年齢：21以上
日本語能力：原則、日本語で実施。
他言語：参加者の日本語レベルに応じて通訳を傭
上予定

①研修員が、着物に関する一般的知識並びに活用・普及および管理・保存に関する知識、技術を習得する。
②1. 研修員に、着物に関する一般的知識（歴史、役割、素材等）が習得される。
2. 研修員に、着物の活用・普及に関する知識・技術が習得される。
3. 研修員に、着物の管理・保存に関する知識・技術が習得される。
③1.着物に関する一般的知識（歴史、素材等）の習得
【講義】歴史と構造/思想と製法/帯・小物の役割、種類/地方性や季節と着物など
【視察】反物工場/シルク博物館/織物博物館（関東・関西）など
2.着物の活用・普及に関する知識・技術の習得
2020/12/18 【講義】浴衣・着物イベント/着物と日本文化のコラボ/マナー/着物ビジネス
【演習】着付け/イベント企画運営
【視察】西陣会館/着物活用ビジネス現場
3.着物の管理・保存に関する知識・技術の習得
【講義】和裁・柄あわせとは/和紙文化/防湿・防虫・収納・虫干・畳み方
【演習】運針/浴衣製作/帯リサイクル
【視察】洗い張り

現職・資格・知識：着付け、裁縫の経験があるこ
と
学歴：不問
経験年数：3
年齢：21以上
日本語能力：原則、日本語で実施。
他言語：参加者の日本語レベルに応じて通訳を傭
上予定

①研修員が、企業や歯科医療機関を訪問することにより我が国の歯科医療機器及び医療サービスの先端技術
に関する知識を向上させるとともに、歯科医療関係者との意見交換等を通じて、日系病院や医師と我が国の医療
機関・企業とのネットワークを構築する。
②1. 研修員に、主に以下の分野における最先端歯科医療の知識が向上される。
1)歯科医療技術（診断技術、治療技術等）
2) 歯科医療機器の操作技術
3) 病院マネジメント・医療サービス
2020/11/27 2. 研修員が、歯科医療機器及び医療サービスを扱う企業・医療機関・医師等とのネットワークを構築する。
③1.企業訪問（診断技術、治療技術等に係る医療機器や、病院マネジメント・医療サービスを提供する企業からの
説明と視察）
2. 歯科医療機関訪問（医療機器の活用状況等の視察）
3. 歯科医療関係者との意見交換
4. セミナー参加・発表

現職・資格・知識：医療従事者は大学歯学部卒業
、経営者は大学学部卒業
学歴：医療従事者は大学歯学部卒業、経営者は大
学学部卒業
経験年数：5
年齢：21以上
日本語能力：原則、日本語で実施。
他言語：参加者の日本語習得レベルによっては、 公益財団法人
通訳（スペイン語／ポルトガル語）の配置を予定
海外日系人協会
。

連絡先

所管
センター

公益財団法人
海外日系人協会

水上 貴雄
kenshu@jadesas.or.jp
http://www.jadesas.or.jp/

横浜

公益財団法人
海外日系人協会

水上 貴雄
kenshu@jadesas.or.jp
http://www.jadesas.or.jp/

横浜

公益財団法人
海外日系人協会

水上 貴雄
kenshu@jadesas.or.jp
http://www.jadesas.or.jp/

横浜

水上 貴雄
kenshu@jadesas.or.jp
http://www.jadesas.or.jp/

横浜

案件 コース
No.
種別

C17

C18

C19

C20

C21

集団

集団

集団

集団

集団

コース名

日系継承教育
（教師育成Ⅱ）

日系継承教育
（教師育成Ⅲ）

幼児教育と日本文化活動

食を通じた
日系団体婦人部活性化

地域保健医療福祉－病院から地域
へ多職種によるチーム医療福祉
（２０１８）

人数 半
期

6

6

6

6

8

下

下

下

下

下

開始

2021/1/11

2021/1/11

2021/1/11

2021/1/11

2020/11/1

修了

①目標/②成果/③計画（内容）

資格要件

一般社団法人 とかち
地域活性化支援機構

①研修員が、継承教育に関する知識（ことば、文化、歴史（移住学習を含む））及び指導技術を習得する。
②1.研修員に、継承教育・言語（発達）教育の応用理論が理解され、実践方法が習得される。
2.研修員に、継承教育におけることばに関する知識及び指導技術が習得される。
3.研修員に、初級コースのコースデザイン方法が習得される。
4.研修員に、文化的活動の指導計画作成方法及び指導技術が習得される。
③1.講義；
①継承教育・言語（発達）教育の応用理論
継承教育と人格形成（移住学習の実践と方法、継承教育と思考の方法、言語発達と日本語教育）
2021/2/16 ②継承教育とことば
ことばの教育（日本語授業の研究（一般・年少）、技能別指導法）
③継承教育と文化
こどもと文化活動（文化活動、日本文化の体験学習、伝統文化とサブカルチャー）
2.視察；外国人学校、日本文化施設など
3.演習

現職・資格・知識：日系移住者子弟の教育を目的
として設立された日系学校に勤務する教師
学歴：不問
経験年数：原則、日系継承教育（教師育成Ⅰ）コ
ースを受講した者。
年齢：21以上
日本語能力：日本語能力試験Ｎ2程度以上
備考：原則、日系継承教育（教師育成Ⅰ）コース
を受講した者。
公益財団法人
※上記コースの受講経験がない者でも経験年数5
海外日系人協会
年以上または教授時間500時間以上の経験を有す
る者で、本コースからの受講を希望する者は可。

①研修員が、継承教育に関する知識（ことば、文化、歴史（移住学習を含む））および指導技術を習得する。
②1. 研修員に、日系継承語教育に関する知識が習得される。
2. 研修員に、初中級及び中上級レベルの指導に関する知識および技術が習得される。
3. 研修員に、学校運営や人材育成に関する基礎的な知識が習得される。
③1.講義：1)継承教育に関する知識および技術の習得
継承教育と地域・社会（継承教育と日本語学校、移住の歴史と日本語教育）
2)初中級指導に関する知識および技術の習得
初中級の日本語教授法（文法項目・教室活動、ビジネス日本語、評価法など）
3)学校運や人材育成に関する知識の習得
2021/2/17 ファシリテーション手法/学校運営の基礎知識/日系日本語学校の人的資源管理など
2.視察：外国人学校、日本文化施設など
3.演習

現職・資格・知識：日系移住者子弟の教育を目的
として設立された日系学校に勤務する教師
（教師育成Ⅱ修了レベルもしくは、中級クラス担
当者または担当予定者）
学歴：不問
経験年数：原則、日系継承教育（教師育成Ⅱ）コ
ースを受講した者。
年齢：21以上
日本語能力：日本語能力試験Ｎ2程度以上
備考：原則、日系継承教育（教師育成Ⅱ）コース 公益財団法人
を受講した者。
海外日系人協会
※上記コースの受講経験がない者でも経験年数7
年以上または教授時間700時間以上の経験を有す
る者で、本コースからの受講を希望する者は可

①研修員が、幼児教育に関する知識・技術および幼児期における日本文化活動を含む継承教育の方法に関する
知識・技術を習得する。
②1. 研修員に、講義、視察をとおして幼児に対する指導技術が習得される。
2. 研修員に、継承日本語教育の基礎的な概念、知識が習得される。
3. 研修員に、バイリンガル教育、発達心理学の基礎的な知識が習得される。
4. 研修員に、日本文化に関する知識が習得される。
2021/2/20 ③1.講義；教育の原理と方法、運動と子ども、絵本と子ども、日本の年中行事、自然と子ども、食育と子ども、日系
社会と幼児教育、日本文化等
2. 視察；幼児教育関連施設、バイリンガル校、日本文化施設等
3. 発表；講義および視察幼稚園、研修最終日

現職・資格・知識：幼稚園教諭資格または同等の
能力を有している者で、現在幼児教育に従事して
いる者
学歴：不問
経験年数：1
年齢：21以上
日本語能力：原則、日本語で実施。
公益財団法人

①研修員が、食を通じた地域活性化のための婦人部活動に関する知識を習得する。
②1. 研修員に、日本食を中心とした調理技術が習得される。
2. 研修員に、食を通じた特産品の開発、地域おこし等の地域活性化に関する知識が習得される。
3. 研修員に、所属団体が抱える課題解決手法が習得される。
2021/2/13 ③1. 講 義；日系社会と婦人部活動、日本の非営利活動等
2. 視 察；先進農協、地域団体他
3. 実 習；調理実習等

現職・資格・知識：日系団体婦人部の部員
学歴：不問
経験年数：1
年齢：原則60歳以下
日本語能力：原則、日本語で実施。
公益財団法人
他言語：参加者の日本語レベルに応じて通訳を傭 海外日系人協会
上予定

①病院から地域への切れ目のないサービスおよび多職種の協働によるチーム医療と地域包括ケアシステムの実
際を学び自国の高齢者ケアの改善に資する。
②1.日本の高齢者医療、在宅ケアの歴史的背景、介護の人材育成、認知症ケア等の基本的な講義を受け、現在
に至る地域医療の現状を理解し、自国の高齢者対策へのヒントを得る。2.日本の都心部と農村部で展開されてい
る、包括的な地域医療（訪問医療・看護・リハビリ・介護等の包括的な展開）を理解する。3.佐久総合病院の訪問
診療、訪問看護等の歴史から切れ目のないサービスを提供する病院の機能について理解する。4.地域包括ケア
における自治体（佐久市）と保健医療機関との協力体制を理解できる。5.
地域住民の健康意識を高める継続的な取組みについて理解する。
6.高齢者施設の運営、管理について理解する。7.高齢者用住宅の利便性について理解する。8.齢者の持てる力や
機能を生かせるケアについて理解し、応用できることを計画する。9.介護予防の知識・技術について理解する。10.
高齢者施設での看取り、自宅での看取りについて学び、高齢者の看取りの在り方を考察する。
12月
(約1ヶ月) ③1週間：JICA横浜ー総論的研修（日本の保健行政、高齢化を取り巻く社会・経済、日本語等）
3日間：東京研修ー大都市における高齢者ケア（東京都健康長寿医療センター(病院）、日本看護協
会、健和会医療グループ（病院、ケア施設）、ジョブレポートの発表）
約3週間：佐久市を中心とする研修（佐久大学、佐久総合病院、浅間総合病院、佐久市の各施設、上田市（JAロ
ーマンうえだケア施設）ー、鹿教湯リハビリテーションセンター（病院）、特別養護老人ホーム、小規模多機能型居
宅介護ケアホーム、認知症ケアホーム、有料老人ホーム、佐久市の認知症サポータープログラムの取り組み、介
護の基本技術、関連する講義等
2日間：JICA横浜―アクションプランの発表、評価会、閉講式

現職・資格・知識：1.医療(医師、看護師、理学
療法士、作業療法士、言語聴覚士等)
2.保健(高齢者のデイケアや健康増進プログラム
のマネジャー等で職種は問わない)
3.福祉(ソーシャルワーカー、高齢者施設のマネ
ジャー等で職種は問わない)
4.また、日系関連団体の施設等を活用して、高齢
者が集まるサロンやデイサービス等を企画、運
営する意欲のある人(資格は問わない)
5. 老年学を学ぶ大学院生
学歴：不問
経験年数：2
学校法人佐久学園
年齢：21以上
佐久大学
日本語能力：日本語能力試験N3～N4程度(高齢者
とあいさつ程度ができる)
他言語：日本語が乏しい場合は日常的な英語を理
解できること。

海外日系人協会

連絡先

所管
センター

水上 貴雄
kenshu@jadesas.or.jp
http://www.jadesas.or.jp/

横浜

水上 貴雄
kenshu@jadesas.or.jp
http://www.jadesas.or.jp/

横浜

水上 貴雄
kenshu@jadesas.or.jp
http://www.jadesas.or.jp/

横浜

水上 貴雄
kenshu@jadesas.or.jp
http://www.jadesas.or.jp/

横浜

束田 吉子
y-tsukada@saku.ac.jp
http://www.saku.ac.jp/

横浜

案件 コース
No.
種別

C23

C24

C25

C27

集団

集団

集団

集団

コース名

太鼓の技術認定及び
指導者育成

日本食の介護食についての知識並
びに技能習得

日系団体青年部等の担い手育成の
ための日本文化研修

日系ネットワーク強化を通じた地域
振興

人数 半
期

6

6

6

6

下

下

下

下

開始

2021/1/11

2021/1/11

2021/1/11

2020/10/4

修了

①目標/②成果/③計画（内容）

資格要件

一般社団法人 とかち
地域活性化支援機構

⑴ ①研修員が、長野県岡谷市において研鑽を重ねながら、講習会開催時には開催地に赴き、技術認定員資格
の取得または指導員としての認定を目指す。また全国各地の太鼓団体において多種多様な打法に触れ、指導法
を学ぶ。
②太鼓の製造過程を見学すると共に可能な限り、製造・修理技術を習得する。
③ジュニアコンクールの運営に関わることによって、太鼓の事業運営のノウハウを学び、自国での太鼓事業開催
に活かす。
⑵ ①研修員が日本太鼓について並びに日本太鼓資格認定制度の全体像の理解を深める。
②研修員の太鼓技術を向上させ、太鼓指導者としての資格取得の可能性が増大する。
③研修員が太鼓の製造過程を体験することができる。
④研修員が帰国後に太鼓技術を学び、将来的に指導員として南米で太鼓指導が可能となる。
2021/3/26 ⑤研修員が帰国後に太鼓製造に関してもアドバイスが可能となる。
⑥研修員が日本の太鼓事業に参加し、実践経験を積むことで自国における活動に活かされる。
⑶ ①太鼓の技術研修：全国各地の日本を代表する太鼓チームにおいて、技術を習得する。
②日本太鼓全国講習会及び支部講習会で技術認定資格を取得または、1級技術認定員の資格を有するものは、
講習内検定として参加し、公認指導員としての資格取得を目指す。
③障害者に対する太鼓の指導法を研修する。
④日本の太鼓製造工場において、製造過程を見学しながら可能な限り体験実習することにより太鼓の製造方法
を学ぶ。
⑤太鼓公演を見学し及びスタッフとして参加することにより、事業運営を研修する。

現職・資格・知識：太鼓技術の習得及び太鼓指導
者になる意欲を持つ者
学歴：不問
経験年数：不問
年齢：21以上
日本語能力：日本語能力試験Ｎ３以上
備考：宿舎は、長野県岡谷市の宿泊施設を拠点と
し、必要に応じてそれぞれの研修地に近いホテル
等を使用する予定。講習会の参加費、受講料、講
習内検定料、認定料等、資格取得に必要な費用は
研修員の負担とする。参加費は毎回4千円程度、
受講料は、技術認定員取得を目指す場合は講習会 公益財団法人
１回につき９千円、公認指導員を目指して講習会 日本太鼓財団
に参加する場合は１回につき５千円、認定料は５
級技術認定員(3,000円)、４級技術認定員(5,000
円)、３級技術認定員(8,000円)、２級技術認定員
(1万円)、１級技術認定員(２万円)、３級公認指
導員(３万円)、２級公認指導員(５万円)、１級公
認指導員(10万円)となる。

⑴ 研修員が当該地域で適応可能な、日本食に関する知識 （下準備、調理方法等）、介護食に関する知識（食
材選び、調理方法等）を習得することを目的とする。
⑵ ① 研修員に、日本食の知識、味、作り方の基本が習得される。
② 研修員に、日本食の介護食の知識、味、作り方が習得される。
③ 研修員が前２項を元に、自国で応用可能な日本食・日本食の介護食を作る方法を習得する。
④ 研修員が帰国後の具体的な活動計画を作成する。
⑶ １.講義:介護職員初任者研修講座テキストを使用し指導する
①食事に関連したこころとからだの仕組みと自立に向けた介護
2021/2/16 ②家事援助に関する基礎的知識と生活支援
２.実習・OJT:日本食・介護職の作り方の実習
３.見学:グループ法人の施設、食事形態
４.演習:帰国後の活動計画の作成
５.その他:研修員による食事会の実施
６.発表:内部及び茨城県福祉介護事業協同組合

現職・資格・知識：･実際に家庭及び地域社会で
、介護を必要とする高齢者と接した経験
･日系社会でこれから高齢者介護に携わろうとす
る意志があること
学歴：不問
経験年数：不問
年齢：21以上
日本語能力：日本語能力試験N３以上
備考：宿舎は当法人でも案内することが可能であ 株式会社
る。なお2018年2019年はJICA筑波を宿舎としてお つくばエデュース
り、研修期間中の言葉の問題等にも対応している
。

①研修員が、自国の日系団体の中核的存在として当該団体の活動を活発化させるために必要な日本文化等を
習得する。
②1.日本の伝統芸能の基礎を習得する。
2.日本料理、郷土料理の基礎を習得する。
3.自国の日系団体における日本文化を用いた活動計画を作成する。
③1.講義、実習
2021/1/29 伝統芸能：当該伝統芸能の鑑賞、講義、実習。
郷土料理：料理教室等での指導、実習。
2.視察：県内の自然、文化施設等。
3.計画づくり：グループワーク ～所属する日系団体での継続的な活動計画の作成。

現職・資格・知識：・日系団体の青年部または女
性部に所属している者で、かつ当該団体から推薦
を得られる者。
・当該団体からの推薦を得られること。
・今後3年以上、当該団体において積極的に活動
していこうとする意志を有すること。
学歴：大卒（相当）
島根県
経験年数：不問
年齢：21-50
日本語能力：不問
他言語：通訳配置可能性有

①１）ダイバーシティ・ネットワークマネジメント力（日系社会に関わる多様な人々をつなぎ合わせる力）を有する日
系青年リーダーを育成する。
２）日系ネットワーク強化を通じた地域振興アクションプランを創造する。
②１）新たな日系ネットワークの構築と強化のアイデアと斬新な発想力を有するマネジメント力を習得できる
2）多様化した日系社会のアイデンティティをシナジーさせた地域振興プランの具体的なヒントが得られる
３）日系研修青年とローカルユースとの交流をとおして日系社会に持続可能な新たなネットワークが構築される
③高知で以下を通じた“ダイバーシティ・ネットワークマネジメント”プログラムを研修する
2020/11/1 講義：「高知県のよさこい祭りをツールとした地域振興戦略」、「青少年グローバルリーダー育成フォーラム」、
「よさこいで復活した万々商店街物語」、「ネットワークをつくるコミュニケーション能力」等
視察：高知よさこい情報交流館、高知城、高知城歴史博物館、龍馬のうまれた町記念館、
実技・実習：よさこい鳴子踊り、青少年グローバルリーダー育成フォーラム、ローカルユースとの１dayセミナー
発表：日系社会の現状と研修課題（カントリーレポート）、アクションプラン（研修成果報告）
その他：高知県表敬、高知県議会表敬、ホームビジット

現職・資格・知識：日系社会でのリーダー的役割
を期待できる人材
学歴：不問
経験年数：不問
年齢：21以上
日本語能力：不問
他言語：集団研修としてスペイン語の通訳を配置
予定

高知希望工程基金会

連絡先

所管
センター

小山
koyama@nippontaiko.or.jp
http://www.nippontaiko.or.jp/

横浜

飯岡 達郎
iioka1225@gmail.com
http://www.tsukubaeduce.co.jp/

横浜

美藤 圭介
bitokeisuke@pref.shiamene.lg.
jp
http://www.pref.shimane.
lg.jp/

中国

山中 茂
chinatu6732@ybb.ne.jp
N/A

四国

案件 コース
No.
種別

C28

C30

C31

C32

C34

集団

集団

集団

集団

集団

コース名

小規模食品ビジネスの開発（食の
安全:
調理と管理・製品開発と販売促進・
ビジネスモデル開発のためのバック
キャスティング）

地域の食材を活かした農産物加工
による商品開発

「和食」ビジネス振興

日本的モノづくり技術

沖縄ルーツの再認識を通して学ぶ
ソフトパワー活用と地域活性

人数 半
期

14

10

8

8

12

下

下

下

下

下

開始

2020/11/1

2021/1/11

2020/11/1

2021/1/11

2020/10/4

修了

①目標/②成果/③計画（内容）

資格要件

連絡先

所管
センター

Lutes Peter Gerald
plutes@ag.kagawa-u.ac.jp
https://www.ag.kagawau.ac.jp

四国

一般社団法人 とかち
地域活性化支援機構

①研修員は以下を習得する。
A) 食品ビジネスのビジネスモデルを作成できる
B) 食の安全および関連する問題を理解する
C)
現地の健康的な野菜や果物（抗酸化作用を有する、ポリフェノールを含む、など）を有効活用した新規商品開発の方法がわ
かる
D)
クールジャパンが推進する日本の文化・食品・ブランド力をどう活かして、顧客をグローカルな食品ビジネスに惹きつけるか
がわかる
E) あまり活用されていないリソース（高齢者）を活用できる
F) 自己の参加、プログラムの利益と得たものについての自己分析ができる
②研修を通して、研修員は新規ビジネスの実践的計画を作成する。これにより、以下を習得する。
A) 食の安全をいかに達成し、健康に有益な商品をいかにプロモーションするか
B)「新たな」現地の味のフュージョン食品の商品開発
2020/11/24 C) あまり活用されていないリソース（高齢者）の活用スキル
D) 新規食品ビジネスのソーシャルメディアを通したプロモーション
③１．講義：成功する（特に小規模）食品ビジネスモデル、食品汚染の主要な原因の理解とその予防、HACCP日本の食品が
海外でどのように用いられ、プロモーションされているか目標達成のためのビジネス計画の立て方現地の、または伝統食に
おける主要な健康的特性食品ビジネスをプロモーションするためのソーシャルメディア活用日本食のフレーバーとフュージョ
ン食品のための味の融合消費者の嗜好を知るための消費者の官能試験（リッカート法による好ましさのテスト）
２．実習：日々のオペレーション、管理の課題、安全な食品管理、調理と貯蔵（温度）、調理環境の影響、麺作りの技法、新規
食品の作り方
３．見学：うどんの生産、屋台の労働環境
４．演習：研修員の出身国やその日系社会における課題を分析し、日本文化や日本の食品（安全）と現地のリソースを用い
て、ソリューションへの道筋を探求する
５．発表：研修成果（香川大学内およびJICA内） 討議：評価会

現職・資格・知識：食品ビジネス分野の起業家ま
たは将来起業を考えている者
学歴：不問
経験年数：不問、ただし食品関連分野における基
礎的知識を有することが望ましく、食品ビジネス
および日本の食とフュージョン食品に興味のある
者
年齢：21以上
日本語能力：会話程度
他言語：研修は基本的に英語で実施されるため、
備考のいずれかの中級英語力が必要
備考：TOEFL iBT 55 / PBT 450
(http://www.toefl.org)
IELTS (Academic) 4.5 (http://www.ielts.org)
TOEIC 500 (http://www.ets.org/toeic)
香川大学
または同等

①地域の食材を活かした農産物加工による商品開発のための知見・手法を学び、自国で活用するための実践計
画を作成する。
②１. 地域食材を活かした小規模な農産物加工の手法を理解する。
２. 地域食材を活かした農産物加工品のマーケティング・商品開発の手法を理解する。
３. 農産物加工のための生産者と加工業者の連携方法を理解する。
４. 習得した知見・手法を活用した農産物加工による商品開発のための実践計画を作成する。
③１.
講義・討議：「香川県における農産物加工の現状」「農産物の加工方法と保存方法」「生産者・加工業者の連携」
2021/1/31 等
２. 視察・懇談：独自の取り組みを実践している中小事業者４社を研究（ケース・スタディ）
（視点）・食品加工手法・マーケティング ・新商品開発・生産と加工の連携
３. 日本文化理解：「さぬきうどんづくり」体験、日本庭園「栗林公園」散策・抹茶体験
４. 演習：「実践計画」作成
５. 発表：「実践計画」発表

現職・資格・知識：・農産物加工に携わる企業・
組織の経営幹部、農園経営者、農産物生産者、農
協関係者
学歴：不問
経験年数：農産物の生産または加工に携わった経
験が１年以上ある方が望ましい（農産物加工手法
や商品開発に焦点をあてているため）
年齢：21以上
河内 正則
日本語能力：日本語能力Ｎ４以上が望ましい
特定非営利活動法人グ kawa他言語：本研修は、集団研修として通訳を配置予 ローカル四国
family@mx8.tiki.ne.jp
定

①「和食」ビジネスの起業・振興能力を身につけ、起業・振興計画が策定・実行される。
②1.和食文化・背景を理解し、和食についての広い知識を習得する。
2.ビジネス振興のための実践能力を習得する。
3.「和食」ビジネス起業・振興のためのアクションプランが作成できる。
③1.日本食品の体験・視察（食材・調味料→味噌・醤油等、日本料理→郷土料理・蕎麦料理等）
2020/11/26 2.日本食品関連経営・事業家能力向上に関する講義（農業の六次産業化、日本型経営、
顧客満足経営、人財育成・コーチング、経営・マーケティング戦略、産学官連携）
3.他 日本食品関連の調査・視察（北九州市場調査、食器、食品廃材利用等）

現職・資格・知識：日本食品関連の日系事業家お
よび起業家、日本食品関連日系コンサルタント
学歴：特に指定なし
経験年数：3年以上
年齢：21-50
公益財団法人
中島 康紀
日本語能力：初級後半
北九州国際技術協力協 nakashima@kita.or.jp
他言語：通訳配置可能性有
会
http://www.kita.or.jp
教材：日本語

2021/2/4

①日本的モノづくり技術をベースとした企業の生産性向上のための戦略的計画が策定される。
②1.日本的モノづくりの要件を理解する。
2.日本的な品質管理、生産性管理技術や方策を習得する。
3.日本的な生産保全、設備保全技術や方策を習得する。
4.上記を統合しQ,C,D（Quality, Cost, Delivery）向上のための戦略的計画能力が身につく。
③1. 講義：日本的モノづくり（文化、思想、考え方）2.
講義・実習：日本的な品質管理・生産性管理（不良品をださない現場、現場の活性化、ロスの排除 など）生産保
全・設備保全 （保全管理技術・技能、設備診断技術、設備改善による予防保全 など）
3. 見学・事例研究：5S、KAIZEN実践工場、先端技術工場 など
4. 問題解決の進め方(アクションプラン作成)およびプレゼンテーションのやり方

①沖縄アイデンティティが強化され、沖縄のソフトパワーを活かした研修員所属日系地域の活性化が実践される
。
②1.ルーツとしての沖縄について理解が深まり、沖縄県人としてのアイデンティティが強化される。
2.地域のリーダーとして地域活性化のための企画力、実践能力が高まる。
3.沖縄県と研修員所属日系地域のウチナーネットワークが強化される。
③行政：沖縄県知事表敬、沖縄県の取組（「世界のウチナーンチュ大会」「世界のウチナーンチュの日」「沖縄21世
2020/10/31 紀ビジョン」等）
歴史・文化：沖縄の歴史、伝統文化（琉球舞踊、エイサー、三線、空手 等）
平和：沖縄の戦後復興、平和教育、平和祈念資料館、平和の礎 等
リーダーシップ研修：地域活性化（肝高の阿麻和利、地域活性化事業案作成 等）
意見交換：県内の若手日系リーダー、市町村の青年会、WUB・WYUA 等

四国

N/A

現職・資格・知識：製造企業、業界団体に所属し
ている製造管理・監督者、普及指導者
学歴：特に指定なし
経験年数：3年以上
年齢：21-50
日本語能力：初級後半
公益財団法人
鳥飼 久敏
他言語：通訳配置可能性有
北九州国際技術協力協 torikai@kita.or.jp
教材：日本語
会
http://www.kita.or.jp

現職・資格・知識：沖縄県人会等沖縄にルーツの
ある日系人で、日本語学校関係者、教師、地域社
会のリーダー等
学歴：大卒相当
経験年数：不問
年齢：21-50
安和 朝忠
日本語能力：不問
info@lequiowings.org
他言語：CDN配置可能性有
特定非営利活動法人レ
http://lequiowings.org/
教材：スペイン語
キオウィングス

http://www.gojuryu.jp/

九州

九州

沖縄

案件 コース
No.
種別

C35

C36

C37

L16

L17

L18

集団

集団

集団

コース名

ユネスコ無形文化遺産登録に向け
た沖縄伝統空手の普及継承

沖縄ブランド（うちなー県産品）から
学ぶ地域ブランド創出を通じた「特
産品開発」「6次産業化」による日系
農業コミュニティー活性化及びネット
ワーク強化

沖縄ツーリズム・ストラテジー

長期 日系医学Ⅱ

長期 日系歯学Ⅱ

長期 日系保健福祉Ⅱ

人数 半
期

10

12

10

2

2

2

下

下

下

下

下

下

開始

2021/1/11

2020/10/4

2021/1/11

修了

①目標/②成果/③計画（内容）

資格要件

一般社団法人 とかち
地域活性化支援機構

①・礼に始まり礼に終わる伝統沖縄空手を修練することにより、心身の錬磨につとめる。
・沖縄伝統空手の修練を通して、不撓不屈の精神を養う。
・伝統沖縄剛柔流空手の正統な基本と型を学ぶ。
②1．伝統型を繰り返し修練することで心身の鍛練となり、空手の奥義に近づける。
2．伝統型と型分解を学ぶことで護身術が身につく。
3．沖縄剛柔流の基本型である三戦を修練することで呼吸法を身につけ、心体を壮健にできる。
2021/2/25 4．補助運動（チーシ、サーシ、握り甕等）を行うことでより一層身体を強化できる。
③1．沖縄伝統空手4大流派（剛柔流、上地流、小林流、少林流）の研修並びに正しい歴史の講義
2．沖縄伝統空手4大流派の流祖の顕彰碑及び墓訪問
3．準備運動、基本運動、補助運動、正統な型の修練
4．沖縄空手会館（資料室の閲覧）、沖縄県立博物館・美術館の訪問
5．各研修者によるサマリーレポートの発表

現職・資格・知識：特になし
学歴：特になし
経験年数：不問
年齢：21-50
日本語能力：日常会話程度
他言語：CDN配置可能性有
教材：スペイン語
一般社団法人
備考：沖縄での宿舎はJICA沖縄センターを予定。

①１.地域ブランドを活用し、農産物に付加価値をつけ販売を行う6次産業化や商品開発のノウハウが習得される
1-1.沖縄県における地域振興とブランディング戦略を学ぶ
1-2.地域資源の発掘から商品開発、6次産業化のノウハウを習得する
２．沖縄の企業と中南米の日系農業関係者等の双方の人的ネットワークが強化される。
2-1.沖縄の企業が有する優位性やニーズを把握する
2-2.WUB沖縄をはじめ、研修を通じ出会う多く人々と、あらゆる形での人的ネットワーク構築について検討する
３．沖縄の企業とのビジネスの可能性等を含む自国の日系農業コニュニティー活性化事業が提案される。
3-1.中南米日系農業者との連携交流・ビジネスアイディア交換会を開催する
3-2.日系農業コミュニティー活性化を目指すプロジェクトの策定方法を習得する
2020/10/31 3-3.自国で実施するアクションプランを策定する
②1．地域ブランドを活用し、農産物に付加価値をつけ販売を行う6次産業化や商品開発のノウハウが習得される。
2．沖縄の企業と中南米の日系農業関係者等の双方の人的ネットワークが強化される。
3．沖縄の企業とのビジネスの可能性等を含む自国の日系農業コニュニティー活性化事業が提案される。
③沖縄県における地域ブランドの創出及び「商品開発」「6次産業化」への取り組み＝「挑戦」を明確にし、その「挑戦」に対応
する「経験」を共有する。この「経験」を十分に「消化」し、自国での日系農業コミュニティー「アクションプラン」につなげ、更に
研修を通じて出会う人々と「ネットワーク」の構築を研修コースの運営方針とする。

現職・資格・知識：日系社会で農業に関する事業
に携わっているもの
学歴：特になし
経験年数：実務3年以上
年齢：21-50
日本語能力：不問
他言語：CDN配置可能性有
教材：スペイン語
備考：他の日系社会研修との連携あり

①自らのターゲット旅行客のニーズに対応した観光商品づくりや販売について戦略案がまとまる
②1.沖縄の環境の現状が理解される；2.マーケティングやブランディングの基本が理解される；3.自らが携わる観
光の課題を把握し、対応策の案がまとまる
③1.講義：沖縄観光の概要、マーケティングの基礎、沖縄観光のマーケティング、沖縄観光のブランディング、地
域ブランディング、様々な事例紹介
2.実習：マーケティングの基礎、那覇市内の観光実態調査、沖縄観光のマーケティング、沖縄観光のブランディン
2021/2/26 グ、地域ブランディング、国際通りでの聞き取り調査、様々な観光プログラム体験
3. 視察：首里城、おきなわワールド、東村の観光資源
4. 演習：プロジェクト・サイクル・マネジメント（課題の分析から解決手段の提案）、分析結果の発表と討議
5. 発表：内部および業界関係者

現職・資格・知識：観光業に携わっているもの
学歴：特になし
経験年数：実務経験2年以上
年齢：21-50
日本語能力：日常会話程度以上。英語が出来れば
なおよい。
他言語：CDN配置可能性有
特定非営利活動法人

連絡先

所管
センター

蔵元 雅一
国際沖
kuramotodoujo縄剛柔流空手道連盟
iogkf@bronze.ocn.ne.jp

沖縄

安和 朝忠
特定非営利活動法人レ info@lequiowings.org
キオウィングス
http://lequiowings.org/

沖縄

おきなわ環境クラブ

①研修員が、医学における各専門分野の最先端技術に関する知識及び技術を習得する。
②1．研修員に、各専門分野における最先端医療の知識が向上される。
2．研修員に、各種医療機器の操作技術が習得される。
3．研修員に、各専門分野における診断技術が習得される。
4．研修員に、各専門分野における手術技法が習得される。
下半期の日程
研修開始日か 5．研修員に、術後ケアに関する知識及び技術が習得される。
のいずれかで
ら6カ月以内 6．研修員が、研究ネットワークを構築する。
相談可能
③1．臨床例による座学；2．OJTによる診断技術；3．医療機器の操作技術；4．手術見学；5．現地の臨床例の研
究・評価
6．学会参加・発表

現職・資格・知識：大学等研修受入機関の内諾を
得ていること
学歴：大学医学部卒
経験年数：1
年齢：21以上
日本語能力：原則、日本語で実施
公益財団法人
他言語：研修実施場所において英語での研修が可
能であり、かつ英語での研修の実施を希望する場 海外日系人協会
合は応相談

①研修員が、歯学における各専門分野の最先端技術に関する知識及び技術を習得する。
②1．研修員に、各専門分野における最先端医療の知識が向上される。
2．研修員に、各種医療機器の操作技術が習得される。
3．研修員に、各専門分野における診断技術が習得される。
4．研修員に、各専門分野における手術技法が習得される。
下半期の日程
研修開始日か 5．研修員に、各専門分野における術後ケア関する知識及び技術が習得される。
のいずれかで
ら6カ月以内 6．研修員が、研究ネットワークを構築する。
相談可能
③1．各専門分野における最先端医療の知識向上；2．各種医療器具の操作技術；3．診断技術；4．手術技法；5．
術後ケア； 6．研究ネットワーク構築

現職・資格・知識：大学等研修受入機関の内諾を
得ていること
学歴：大学歯学部卒
経験年数：1
年齢：21以上
日本語能力：原則、日本語で実施
公益財団法人
他言語：研修実施場所において英語での研修が可 海外日系人協会
能であり、かつ英語での研修の実施を希望する場
合は応相談

①研修員が、保健福祉における各専門分野の最先端技術に関する知識及び技術を習得する。
②1．研修員に、各専門分野における最先端医療福祉の知識が向上される。
2．研修員に、各種医療器具等の操作技術が習得される。
3．研修員に、各専門分野における診断技術が習得される。
4．研修員に、各専門分野における指導技術が習得される。
下半期の日程
研修開始日か 5．研修員が、研究ネットワークを構築する。
のいずれかで
ら6カ月以内 ③1．各専門分野における最先端医療福祉の知識向上；2．各種医療器具等の操作技術；3．診断技術；4．指導技
相談可能
術；5．マネージメント；6．研究ネットワーク構築

現職・資格・知識：医療福祉分野の専門教育を受
けている者またはそれに準ずる能力を有する者、
大学等研修受入機関の内諾を得ていること
学歴：不問
経験年数：1
年齢：21以上
公益財団法人
日本語能力：原則、日本語で実施
他言語：研修実施場所において英語での研修が可 海外日系人協会
能であり、かつ英語での研修の実施を希望する場
合は応相談

立田 亜由美
kokuba@npo-oec.com
http://www.npo-oec.com/

沖縄

水上 貴雄
kenshu@jadesas.or.jp
http://www.jadesas.or.jp/

横浜

水上 貴雄
kenshu@jadesas.or.jp
http://www.jadesas.or.jp/

横浜

水上 貴雄
kenshu@jadesas.or.jp
http://www.jadesas.or.jp/

横浜

案件 コース
No.
種別

コース名

人数 半
期

開始

修了

①目標/②成果/③計画（内容）

資格要件

一般社団法人 とかち
地域活性化支援機構

連絡先

所管
センター

新田 基史
nittamo435@city.natori.miyagi.jp
https://www.city.natori.miyagi
.jp/

東北

太田 亨
akirao@staff.kanazawau.ac.jp
https://www.kanazawau.ac.jp/

北陸

谷口 巧
hpsomu@adm.kanazawau.ac.jp
https://web.hosp.kanazawau.ac.jp

北陸

薄井 健
www.idaca.or.jp
usui-idaca@j.email.ne.jp

横浜

水上 貴雄
kenshu@jadesas.or.jp
http://www.jadesas.or.jp/

横浜

①研修員が、国際姉妹都市交流を活用し、現地行政への市民協働事業の提案と実施に必要な知識と有効なアプ 現職・資格・知識：日系社会および日本のイメー
ジアップに資する事業を主催していること、また
ローチ手法を習得する。

S04

S06

S08

S09

S14

短期

短期

短期

短期

短期

国際姉妹都市交流を活用した市民
協働事業の実践

「日系アイデンティティ涵養・日系史
教育教材作成」演習（その１）

医療（麻酔科）

稲作農家を対象とした
収穫後処理技術向上研修

日系医学Ⅱ

1

2

2

1

2

下

下

下

下

下

2020/11/1

2020/10/4

2020/10/4

2020/11/1

2020/11/22 ③1.講義：国際姉妹都市交流の意義、市民ニーズの把握方法、市民協働事業の提案書の書き方、プレゼンテー
ション技法
2. 視察・見学・参加：姉妹都市交流事業および市民協働事業に取り組む団体
3. 演習：帰国後のアクションプランの作成
4. 発表：市民協働事業担当の行政部署

は今後主催する意思がある者
学歴：不問
年齢：21-49
日本語能力：N3以上
他言語：通訳配置可能性無
教材：日本語

名取市

①日系文化継承教育のための教材制作テーマに関する研修を行うとともに、日本の歴史や文化、社会的背景、
現代日本の実情などについて体験を交え深く理解する。研修で得られた成果を発表、公表し、当該国の日系文化
継承教育のために活用する
②１）日本だからこそ入手可能な視覚教材資料の探索と収集
２）教材制作に係る各種スキル
３）日系子弟への教育技能のスキルアップ
４）日本文化、日本史、現代日本社会の実情などについて、体験学習を交えた深い理解
５）成果のプレゼンテーション
６）成果の母国日系社会への広く効果的な還元
③１）講義：本文化概論、日本史、日本文化史、日本社会概論等
2020/12/17 ２）実習：日本文化、社会プログラム、日本伝統芸能演習等
３）見学：学校、文化施設等
４）学会・セミナーへの参加
５）成果発表

現職・資格・知識：次のいずれかの形で日本文化
継承教育にかかわるか今後携わる予定がある者
１）日系文化継承教育またはその教材制作に携わ
る者
２）所属において中堅的人物であること
３）具体的な希望教材制作テーマに関するアイデ
アを持っていること
４）パソコン、電子メール操作に支障がないこと
学歴：不問
経験年数：3
年齢：21以上
金沢大学
日本語能力：日常的な対応ができること（JLPT
N4程度以上が望ましい）
英語能力：講義受講や発表ができること（CEFRレ
ベルB2以上が望ましい）
備考：年間1コースの受入れを想定しており、上
期に応募者があり成立した場合、下期は応募者が
あっても実施しない。

⑴金沢大学麻酔科で得た知識や経験を駆使し当該地域1人1人の患者の全身状態、社会的特性に配慮し、それ
ぞれに最適な医療を提供する計画を立て実行する能力の修得をもって目標への到達とする。
⑵①日本の周術期管理の全体像が理解される
②日本の周術期管理の技術・知見が習得される
③記2項を基に、研修員により、自国で応用可能な技術・手法等が整理される
④研修員が帰国後の具体的な活動計画を作成させる
⑶1.講義：①日本における周術期管理の現状②周術期管理の実際③周術期管理（麻酔、集中治療、緩和ケア）
2020/11/8 の知識、手法
2.実習：心肺蘇生コース、呼吸療法コースへの参加
3.演習：直面している問題を分析し日本の手法の適応を検討しアクションプランへ反映させる
4.学会、セミナー：計画中
5.発表：内部

現職・資格・知識：麻酔科専門医師であること。
（医師免許CRM取得済みであること）
学歴：大卒（相当）
経験年数：6
年齢：50歳まで
日本語能力：日常会話レベル
他言語：研修に耐えうる英語力が必要
備考：研修において臨床実習は行わないものとす
る。
金沢大学附属病院

①研修員が、日本における米を中心とした収穫後処理に係る技術や知見を習得する。
②１）研修員が日本における米の収穫後処理に係る技術・知見を習得する。
２）研修員が日本における大豆・麦の収穫後処理に係る技術・知見を習得する。
３）研修員がポストハーベスト改善活動計画を作成する。
③１）講義：日本の農業、農協に関する講義、日本の収穫後処理技術に関する講義
2020/12/1 ２）実習・OJT：株式会社はせがわ農園にて米の収穫後処理技術を習得
３）見学：有限会社アールキューブエコ（無農薬米栽培におけるに収穫後処理技術の見学）
４）発表：研修最終日

現職・資格・知識：米や大豆・麦の生産に従事し
ており、日本の収穫後処理に係る技術や知見の習
得を望む者
学歴：特になし
経験年数：10年以下
一般財団法人
年齢：21以上
アジア農業協同
他言語：通訳を配置するので不問

①研修員が、医学における各専門分野の最先端技術に関する知識及び技術を習得する。
②1．研修員に、各専門分野における最先端医療の知識が向上される。
2．研修員に、各種医療機器の操作技術が習得される。
3．研修員に、各専門分野における診断技術が習得される。
4．研修員に、各専門分野における手術技法が習得される。
5．研修員に、術後ケアに関する知識及び技術が習得される。
下半期の日
研修開始日 6．研修員が、研究ネットワークを構築する。
程のいずれ
から3カ月以 ③1．臨床例による座学
かで相談可
2．OJTによる診断技術
内
能
3．医療機器の操作技術
4．手術見学
5．現地の臨床例の研究・評価
6．学会参加・発表

組合振興機関

現職・資格・知識：大学等研修受入機関の内諾を
得ていること
学歴：大学医学部卒
経験年数：1
年齢：21以上
日本語能力：原則、日本語で実施
他言語：研修実施場所において英語での研修が可
能であり、かつ英語での研修の実施を希望する場 公益財団法人
合は応相談

海外日系人協会

案件 コース
No.
種別

S15

S16

S18

S19

S20

短期

短期

短期

短期

短期

コース名

日系歯学Ⅱ

日系保健福祉Ⅱ

博物館における資料と展示技術の
有効活用及びネットワーク強化

中小企業連携促進のための企業法
務

特別支援教育

人数 半
期

2

2

4

1

1～3

下

下

下

下

下

開始

修了

①目標/②成果/③計画（内容）

資格要件

一般社団法人 とかち
地域活性化支援機構

①研修員が、歯学における各専門分野の最先端技術に関する知識及び技術を習得する。
②1．研修員に、各専門分野における最先端医療の知識が向上される。
2．研修員に、各種医療機器の操作技術が習得される。
3．研修員に、各専門分野における診断技術が習得される。
4．研修員に、各専門分野における手術技法が習得される。
5．研修員に、各専門分野における術後ケア関する知識及び技術が習得される。
下半期の日
研修開始日 6．研修員が、研究ネットワークを構築する。
程のいずれ
から3カ月以 ③1．各専門分野における最先端医療の知識向上； 2．各種医療器具の操作技術； 3．診断技術； 4．手術技法
かで相談可
内
； 5．術後ケア； 6．研究ネットワーク構築
能

現職・資格・知識：大学等研修受入機関の内諾を
得ていること
学歴：大学歯学部卒
経験年数：1
年齢：21以上
日本語能力：原則、日本語で実施
他言語：研修実施場所において英語での研修が可
能であり、かつ英語での研修の実施を希望する場 公益財団法人
海外日系人協会
合は応相談

①保健福祉における各専門分野の最先端技術に関する知識および技術を習得する。
②1．各専門分野における最先端医療福祉の知識向上
2．各種医療器具等の操作技術
3．診断技術
4．指導技術
5．マネージメント
下半期の日
研修開始日 6．研究ネットワーク構築
程のいずれ
から3カ月以 ③1．各専門分野における最先端医療福祉の知識向上
かで相談可
内
2．各種医療器具等の操作技術
能
3．診断技術
4．指導技術
5．マネージメント
6．研究ネットワーク構築

現職・資格・知識：医療福祉分野の専門教育を受
けている者またはそれに準ずる能力を有する者、
大学等研修受入機関の内諾を得ていること
学歴：不問
経験年数：1
年齢：21以上
日本語能力：原則、日本語で実施
他言語：研修実施場所において英語での研修が可 公益財団法人
能であり、かつ英語での研修の実施を希望する場 海外日系人協会
合は応相談

2020/12/6

2021/1/11

2020/10/4

①研修員に、資料館、博物館運営のための知識及び資料の収集・保存、展示技術などが習得され、海外移住資
料館デジタルコンテンツの活用が促進される。
②(1) 研修員に、講義や視察をとおして、資料館・博物館運営に関する知識が習得される。
(2)研修員に、海外移住資料館や他館での実習をとおして、資料の収集・保存、展示技術等に関する知識及び技
術が習得される。
(3) 研修員に、海外移住資料館を通じた各国移住資料所蔵施設等とのネットワークが構築される。
③1．講義：海外移住資料館概要／日系団体に関する講義／IT技術ほか展示技術を用いた資料管理と展示方法
2020/12/25
／民族資料の収集と保存／在日日系アイデンティティなど
2．演習：企画展示の構想からオープンまで／美術品取扱梱包研修／美術品展示研修
3．見学：国立歴史民俗博物館／海外移住と文化の交流センター／大泉移民ミュージアム／外交史料館／
その他海外移住関連施設

2021/3/4

①研修員に、我が国の経済活動及び中小企業の海外進出に関する法的な知識が習得され、中南米諸国で実践
普及される。
②1．研修員に、日本経済に関する知識が習得される。
2．研修員に、商法、会社法などの中小企業にまつわる法律的知識が習得される。
3．研修員に、中小企業の海外進出に関する知識が習得される。
③1．経済、法律に関する講座、セミナーへの参加
2．経済団体等関係団体へのインタビュー調査
3．海外進出を希望する中小企業訪問

①研修員が特別支援教育についての知識と実践力を習得し、当該国の教育現場に還元できるよう講義及び実習
で研修する。
②1. 日本の特別支援教育の全般を理解し、自国での勤務先での教育現場で応用できる技術の習得。
2. 日本の特別支援教育の実践現場を体験することにより自国での実践活動での教育手法の習得。
3. 自国での特別支援教育の在り方とを比較検討する技能の習得。
③1. 講義：①日本の特別支援教育の概要
②関連科目
③特別支援教育の指導法
2020/12/22
④個別の指導計画（Individualized Education
Program(IEP)）に関する研修
2. 実習：学校施設での授業見学、実習、現職教員からの実習指導
3. 見学：本法人内の学校施設、関連機関の教育施設も見学
4. 演習：クラス単位での実習と個別指導の実践をする
5. 発表：最終段階では、教育実習同様に研究授業を行う

現職・資格・知識：各国における日系博物館、日
系団体等での勤務者・関係者
学歴：不問
経験年数：3
年齢：21以上
他言語：参加者の日本語能力に応じて通訳を配置
する予定。

連絡先

所管
センター

水上 貴雄
kenshu@jadesas.or.jp
http://www.jadesas.or.jp/

横浜

水上 貴雄
kenshu@jadesas.or.jp
http://www.jadesas.or.jp/

横浜

公益財団法人
海外日系人協会

水上 貴雄
kenshu@jadesas.or.jp
http://www.jadesas.or.jp/

横浜

公益財団法人
海外日系人協会

水上 貴雄
kenshu@jadesas.or.jp
http://www.jadesas.or.jp/

横浜

太田啓孝
y_ohta@seisa.ac.jp
http://www.seisa.ac.jp/

横浜

現職・資格・知識：弁護士または行政書士資格
学歴：不問
経験年数：1
年齢：21以上
日本語能力：日本語能力試験N3～N2レベル

現職・資格・知識：継承日本語教育実践教師、日
系人学校教諭または大学教員・研究員
学歴：不問
経験年数：2
年齢：21以上
日本語能力：日本語能力試験N3級以上、日本語の
講義等を理解できること、日本語で日誌をある程
度書けること。
備考：①宿舎先は、JICA横浜の宿泊施設または近 学校法人
国際学園
隣のホテルを利用する。
②研修効果の継続性を高めるため、帰国研修員へ
の技術フォローアップは本学の通信教育制度を利
用して実施する。
③研修員の資格によって、実習先を中学校にする
か高等学校にするか決定する。

案件 コース
No.
種別

S21

S22

S24

S25

S26

短期

短期

短期

短期

短期

コース名

日系社会の幼児教育

臨床疫学

環境教育指導者養成研修

高齢者介護サービスにおける人材
育成システム

環境教育リーダー養成研修（都市
型環境教育）

人数 半
期

1～3

4

2

3

3

開始

下

2020/10/4

下

下半期の日
程のいずれ
かで相談可
能

下

下

下

2020/10/4

2020/12/6

2021/1/11

修了

①目標/②成果/③計画（内容）

資格要件

一般社団法人 とかち
地域活性化支援機構

①研修員が、幼児教育の理論、及びものごとを論理的に構築し、実験や観察に基づいて実証していく力を習得す
る。
②1.日本の幼児教育の基礎理論、教育課程及び指導技術の習得。
2.教育実習と教職実践演習を通じて幼児教育専門技術の習得。
3.日本の幼児教育を参考にし、自国での指導に応用可能なアイデア・企画力及び技術の習得。
4.研修員が帰国後の具体的な活動計画の立案・作成する技術の習得。
③１．講 義；幼児教育系科目
2020/12/22 ２．実 習：音楽実技、体育実技、美術実技、レクリエーション実技等
３．演 習；横浜市青葉区幼稚園（幼保連携型認定こども園）にて教育実習
４．見 学：社会福祉法人「星槎」が運営する保育園見学
５．学会・セミナー；計画中
６．発 表；学内、研修最終日

現職・資格・知識：継承日本語教育実践教師また
は日系幼稚園教諭
学歴：不問
経験年数：2
年齢：21以上
日本語能力：N3以上。日本語の講義等を受講する
こと、日本語で日誌をある程度書けること
備考：①宿泊先はJICA横浜の宿泊施設、または、 学校法人
近隣のホテルを利用する。
国際学園
②研修効果の持続性を高めるため、帰国研修員へ
の技術フォローアップは本学の通信教育制度を
利用して実施する。
③研修員の資格によって、研修内容・実習先の変
更もあり得る。

①人口推計に基づき医療需要を推計し、改革計画のロードマップを作成する。
②予防医学の概念理解、4次予防をベースとした医療改革の歴史、人口推計、医療需要推計、ロジックモデル、
研修開始か バリューグラフを用いた計画策定
ら約1ヶ月 ③人口推計を活用した将来予測とその対策の立案、実施について学ぶ

現職・資格・知識
学歴：不問
経験年数：不問
年齢：21以上
日本語能力：日常会話

①研修員が環境教育指導者（インタープリター）として、必要な基礎技術と知識を取得する。
②・環境教育の概要を理解する。
・インタープリテーション（定義、種類、原則、資質、素材の理解、対象の理解、コミュニケーション、 プログラムデ
ザイン等）の基礎知識を理解する。
・キープ協会の実践を参考に、自国で学校等の現場で環境教育プログラムを行うことができる。
③1.講義・実習：環境教育概論、インタープリテーション概論、日本の環境教育、八ヶ岳の自然、森林療法プログラ
ム、プログラム実施と相互評価、体験学習法、プログラムデザイン、スライドプログラム、月例観察会等
2020/12/4 2.実習：プログラムの準備・実施・評価（幼児・小学校・中学校・大人一般・シニア・親子）
※実習が研修の8割を占めます。日々の実践を体験しながら、その体験からの気づきから学びを深め理論と実践
がつながるようにしていきます。
3.見学：環境教育施設（ビジターセンター）
4.発表：研修最終日

現職・資格・知識：社会人として一般的な知識を
持った心身ともに健康な方
学歴：環境系・教育系いずれかの大学またはそれ
に準ずる学校の卒業者が望ましい。
年齢：21以上
日本語能力：日本語能力試験新基準N3以上
他言語：英語対応不可
備考：・研修実施場所は都市部ではないので、買 公益財団法人
い物等は最寄のスーパーが車で３０分の立地です キープ協会
。
・宿舎は、キープ協会宿舎利用予定。一部日程に
つき、部屋の移動をお願いする場合があります。

2021/3/2

2月

国立大学法人
千葉大学

⑴研修員が当該地域で適応可能な、要介護高齢者に対する介護サービスの技術及び知識を習得し、同様の技術、知識を
現地に広めることを目的とする。
⑵① 研修員に、日本の高齢者福祉制度の全体像が理解される
② 研修員に、日本の高齢者介護手法の技術・知識が習得される。
③ 研修員に、日本における介護の基本的資格である介護職員初任者研修のカリキュラム・技術・知識が習得される。
④ 研修員が前３項を元に、自国で応用可能な介護技術・介護人材育成のシステムを構築する方法を習得する。
⑤ 研修員が帰国後の具体的な活動計画を作成する。
⑶１.講義:介護職員初任者研修講座を受講
①日本の高齢者介護福祉制度の概要
②高齢者の日常生活自立の重要性とケアの視点
③コミュニケーション技術
④老化・認知症・障害の理解
⑤生活支援技術演習
２.実習・OJT:認知症利用者への接し方、生活支援方法の実習（食事、入浴、排せつ）
３.見学:他団体の施設、活動（公的機関、民間）
４.演習:直面している問題を分析し、日本の手法の適応を検討し、帰国後の活動計画の作成
５.その他:介護職員初任者研修の資格試験実施
６.学会等:介護事業者の団体である茨城県福祉介護事業協同組合の研修会に参加
７.発表:内部及び茨城県福祉介護事業協同組合

現職・資格・知識：･実際に家庭及び地域社会で
、介護を必要とする高齢者と接した経験
･日系社会でこれから高齢者介護に携わろうとす
る意志があること
学歴：不問
経験年数：不問
年齢：21以上
日本語能力：日本語能力試験N3以上
備考：宿舎は当法人でも案内することが可能であ
る。なお2018年2019年はJICA筑波を宿舎としてお 株式会社
り、研修期間中の言葉の問題等にも対応している つくばエデュース
。

⑴研修員が、現地日系社会に適応可能な、市民等の環境意識を啓発する環境教育実践の知識及び技術を習得すること。
また、現地日系社会の様々な人的・社会的資源を活用しながら、市民や他の組織との協働による環境教育推進の視点を得
ること。
⑵①環境教育実践の基本的な知識（歴史や手法、考え方等）が理解される。
②環境教育実践のための知識と技術が習得される。
③多様な人的・社会的資源を活かし、市民社会における環境教育を推進する視点を得る。
④上記3項を基に、研修員が自国で応用・活用できる知識と技術が整理される。
⑶ １．講義：環境教育の歴史・考え方、体験学習法、環境教育における市民参画、ワークショップの理論と技法、プログラム
デザイン／企画／評価
２．実習・OJT：京エコロジーセンターの来館者への環境教育プログラムの実施や展示解説（インタープリテーション）の実施（
来館者対応あり）
子どもから大人を対象とした環境教育プログラムの企画・実施・評価
地域コミュニティ等での市民参画による環境保全活動・環境教育コーディネート
３．見学：他の環境教育施設または環境NGO等の環境教育の取り組み、市民参画で環境教育を推進している取り組みや仕
組みについて視察
４．演習：当該地域の抱える環境問題及び環境教育の課題を分析した上で、様々なリソース（人的資源、社会的資源）を巻き
込み環境教育を推進していくためのアクションプラン作成
５．発表：「４．演習」で作成したアクションプランについて発表をする。それに対し関係者・学識者よりフィードバックを行い、よ
り実現可能なものに高める。

現職・資格・知識：環境教育に携わっている、ま
たは携わる意思があること
学歴：大卒（相当）
経験年数：特に定めない（教育分野に携わった経
験があることが望ましい）
年齢：21以上
日本語能力：日本語能力試験N３程度（同等レベ
ル、会話力を重視する）
他言語：通訳配置可能性無
教材：日本語or英語
備考：本研修は、実習・OJTが中心となり、子ど 公益財団法人 京都市
もをはじめとした来館者等とのコミュニケーショ 環境保全活動推進協会
ンが必要なため、相応のコミュニケーション力が
必要になる。

連絡先

所管
センター

相澤 優加子
y_aizawa@seisa.ac.jp
http://www.seisa.ac.jp/

横浜

藤田 伸輔
fujitan@faculty.chiba-u.jp
（日）：https://www.clinica
ldesignchiba-u.com/

横浜

鳥屋尾 健
t.toyao@keep.or.jp
http://www.seisenryo.jp/
http://www.keep.or.jp/
http://www.seisenryo.jp/
en/index.html

横浜

飯岡 達郎
iioka1225@gmail.com
http://www.tsukubaeduce.co.jp/

横浜

冨田 知未
（とみた さとみ）
tomita@miyako-eco.jp
http://www.miyakoeco.jp

関西

案件 コース
No.
種別

S28

S30

S32

S33

S35

短期

短期

短期

短期

コース名

ネットワークテクノロジー（基礎）

理学療法（作業療法）による機能回
復訓練

伝統文化（神楽）の継承による日系
社会の活性化

よさこい踊り子チームのマネジメント
を通じた日系社会の活性化

短期 地域包括ケアシステムと在宅医療

人数 半
期

1

下

開始

2020/11/1

修了

①目標/②成果/③計画（内容）

①ネットワークに関わる基礎知識を習得（経験）させる
②ネットワークエンジニア（初級）として活躍が出来るスキルレベルの習得
③1．基礎座学等
LAN基礎技術、TCP/IP基礎技術、ルーター技術基礎、スイッチ技術基礎、Wifi技術基礎、Voip技術基礎
2．ネットワークデザイン
ネットワークデザイン技術基礎、ネットワーク設計、Wifi設計(Survey)
2021/2/28 3．ソリューション
ヒアリング、問題・課題抽出、問題解決、提案、積算
4．メンテナンス
保守・サービス管理
5.設備見学等
交換設備（所内）、線路設備（光・地下・とう道）、ネットワーク監視センター、他
①障害者を対象として、様々なアプローチからのリハビリ訓練の手法を習得する。
②理学療法（作業療法）の様々なアプローチからのリハビリ訓練に関する手法。
③障害者（主に成人）を対象とした理学療法（作業療法）による機能回復訓練の現場での実習を通じて、訓練の
流れやシステム、疾患別アプローチを学ぶ。

1

下

2020/10/4

2020/11/21

資格要件

一般社団法人 とかち
地域活性化支援機構

連絡先

現職・資格・知識：特に定めない
学歴：不問
経験年数：実務1年以上が望ましい（ネットワー
クの初歩知識を所有）
年齢：２０～４０歳程度が望ましい
上田 則明
日本語能力：研修/OJTにおいて日常会話に支障が
(うえだ のりあき)
無い程度
株式会社NTTフィール
noriaki.ueda.bz@west.ntt.co.j
教材:日本語(CCNAの教材は英語)
ドテクノ関西支店
備考：OJT形式での研修となるので、自発的に自
p
ら知識向上・習得に向け実施することが必要。OJ
https://www.ntt-ft.jp/
T実施内容により、研修場所/カリキュラムが変更
になる場合がある。

現職・資格・知識：理学療法又は作業療法士の資
格・経験のある者（自国での資格で可）。
学歴：大卒（相当）
経験年数：不問
永島 実緒子
（公財）ひろしま国
年齢：21-50
hicc12@hiroshima-ic.or.jp
日本語能力：N2以上
際センター

所管
センター

関西

中国

http://hiroshima-ic.or.jp/

3

1

2

下

下

下

2020/10/4

2021/1/11

2020/11/1

①演舞や道具類などの神楽技術の個別指導、効率的な神楽イベントの企画管理運営技術、さらには後継者を指
導・育成する技術を習得する。また、現地での神楽イベントを通じ、日系社会全体の連携と共同意識を高め、日系
社会を支えていく担い手としての活躍を目指す。
②1.広島神楽（新舞）の演舞の技術の習得。
2.口上（セリフ）、音曲（笛、太鼓、鉦）の技術の習得。
3.大道具、小道具の作成・使用・修理技術の習得。
2020/11/21 4.神楽イベントの企画・管理・運営技術の習得。
③1.神楽の基礎、歴史、技法についての講義・見学。
2.広島神楽（新舞）の実技指導。
3.神楽公演や関連イベントの開催補助実習（管理運営ノウハウの習得）。

現職・資格・知識：神楽等の伝統芸能活動経験1
年以上
学歴：大卒（相当）
経験年数：1年
年齢：21-50
日本語能力：N3以上（日常会話程度以上）

実緒子

中国

http://hiroshima-ic.or.jp/

①1.現在所属するよさこい鳴子踊り子チームの総合的なマネジメント力のレベルアップを図る
2.研修成果物であるよさこい鳴子踊りの衣装、音楽、鳴子、振付を活用したアクションプランを創造する
3.日本のよさこい祭り関係者との連携を通じて、現地チームの持続可能な運営サポート体制を構築する
②1.持続可能なよさこい鳴子踊り子チーム運営に必要な総合マネジメント力が向上する
2.海外のよさこい鳴子踊り子チームの持続的な発展に不可欠な本場のよさこいアイテム（衣装、音楽、鳴子、振付
）の継続的な取得方法を知ることができる
3.よさこい鳴子踊りのステイクホルダーとの交流を通じて、新たなよさこいネットワークが構築される
4.日本のよさこい祭り関係者との連携を通じて、現地チームの持続可能な運営サポート体制が構築される
③講義：「ボランティアグループのマネジメント」、「高知県の海外よさこいチームへの支援政策」、「よさこい踊り子
チームの衣装・音楽・振付マネジメント」
視察：鳴子制作現場、よさこい衣装制作現場、よさこい音楽セレクト現場、よさこい振付セレクト現場
高知よさこい情報交流館、高知城、高知城歴史博物館、龍馬の生まれた町記念館
発表：日系社会の現状（カントリーレポート）、アクションプラン（研修成果報告）
その他：高知県表敬、高知県議会表敬、ホームビジット

現職・資格・知識：日系社会でのよさこい鳴子踊
り子チームマネジメントを期待できる人材
学歴：不問
年齢：21以上
日本語能力：研修可能な日本語力を有する者

①患者中心の視点で「生活の中の医療」「病気ではなく人を診る」を心がけ、患者のニーズに応じた医療システム、在宅患者
やご家族がご自宅で過ごすために必要な知識、技術、支援方法を習得する。加えて、地域で最期まで暮らし続けることを支
える様々な仕組みやシステムについても施設やサービスの見学あるいは実体験を通して学ぶ。併せて在宅医療を通して、
最期まで安心して暮らし続けることの出来る地域創生法を実例から理解する。
②1. 日本の高齢者福祉制度の全体像が理解される。 2. 日本の在宅医療の技術･知識が習得される。 3.
前2項を元に、自国で応用可能な介護技術･知識を整理する。 4. 高齢者施設の運営、管理について理解する。
5. 高齢者用住宅の利便性について理解する。 6.
高齢者に残されている力を使うケアについて理解し、応用できることを計画する。
7. 住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けるための包括的な地域医療
(訪問医療･看護･リハビリ･介護等の包括的な展開) を理解する。8.
へき地の診療所の取組みや地域との関わり方を理解する。 9. 帰国後の具体的な活動計画を作成する。
③【内容】1. 講義 1) 高齢社会を支える在宅医療、2) 高齢者ケア、3) 在宅緩和ケア、4) 地域包括ケアシステム
2020/11/21
2. 実習： 訪問診療、訪問看護、訪問リハビリ、鍼灸マッサージ、訪問介護などへの同行
3. 見学： 1) 在宅療養支援病床＆ホスピス・緩和ケア病床、2) 高齢者施設、高齢者賃貸住宅、
3) 訪問看護・介護ステーション、4) へき地の診療所の取組みと地域医療（俵津診療所）
4. 演習： 直面している問題を分析、日本の手法の適応を検討、帰国後の活動計画の作成
5. 発表： 成果報告会
【カリキュラム】以下のカリキュラムにおいて、研修内容の充分な理解と習得が行われることを目指します。
1. 在宅医療全般についての講義と在宅での臨床研修/ 2.
在宅ターミナルケアについての講義と当該患者様宅での臨床研修 / 3.
在宅での看護、リハビリ、介護、鍼灸マッサージ等の臨床研修 /4. 地域医療とフィールドワーク（俵津診療所） /
5. 医療連携、介護連携による地域包括ケアの講義と見学研修 / 6. 高齢者施設の見学研修

現職・資格・知識：日系社会で医療･保健･福祉分
野に従事する者
学歴：不問
年齢：21以上
日本語能力：日常会話以上が望ましい
備考：当院病床の食事（朝昼夕）も可能。
日本文化体験：松山市内の文化施設訪問。俵津で
の地域振興産業の見学と体験を予定。

2021/2/7

永島

（公財）ひろしま国際センタ
hicc12@hiroshima-ic.or.jp
ー

高知希望工程基金会

山中 茂
chinatu6732@ybb.ne.jp
N/A

四国

医療法人ゆうの森

木原 信吾
kihara@tampopo-clinic.com
http://www.tampopoclinic.com/

四国

案件 コース
No.
種別

S37

S38

S41

コース名

短期 早期胃癌の内視鏡診断と治療

短期 グリーンツーリズム

短期

人獣共通真菌症の研究に関する研
修

人数 半
期

3

3

1

下

下

下

開始

2020/10/4

2020/10/4

修了

2020/11/4

2020/11/3

①目標/②成果/③計画（内容）

集団

改善と５Ｓ

12名以
下の偶 上
数名

2020/5/10

C06

集団

起業･後継者のための
経営力強化

10人ま
での偶 上
数

2020/6/21

一般社団法人 とかち
地域活性化支援機構

連絡先

所管
センター

森山 智彦
morimori@intmed2.med.kyus
hu-u.ac.jp
http://www.imed.med.kyush
u-u.ac.jp/en/index.html

九州

①世界トップレベルの日本の内視鏡診療の現状を把握し、最新機器を用いた早期胃癌の発見法と治療法を学ぶ
②1.日本の内視鏡診療で用いる機器や知識を習熟できる
2.ブタ切除胃を用いた治療内視鏡のシミュレーション学習により、治療内視鏡の技術とコツを学ぶ
3.帰国後の自国における具体的な活動計画を作成する
4.インターネットを用いて日本と自国の遠隔医師教育講座を開催し、継続的な医療教育を行うことで自国における
早期胃癌の診療レベル向上に寄与する
③1.講義：最新の内視鏡診断や内視鏡治療に関する論文の討論会への参加
2.見学：九州大学病院および関連施設における内視鏡検査の見学と討論
3.実習：ブタから切除した臓器を用いた内視鏡治療の実習
4.学会参加：日本消化器内視鏡学会や日本消化器病学会を中心とした学会、研究会への参加
5.発表：医学部内で研修内容を発表

現職・資格・知識：医師
臨床経験5年以上
内視鏡経験3年以上
学歴：医学部
経験年数：臨床経験5年以上
年齢：21-55ベテラン
日本語能力：不問
推奨：日常会話
国立大学法人
他言語：技術研修は英語対応可。
九州大学
備考：宿舎は外国人研究員等宿泊施設（馬出）を
予定。立地や設備等についてはHP（http://www.i
sc.kyushuu.ac.jp/supportcenter/en/housing/internation
al_residents）参照。

①研修員がグリーンツーリズムについての知見を習得する
②1.グリーンツーリズムの意義について理解する
2.グリーンツーリズムの具体的な事例、経営ノウハウについての知見を得る。
3.日本におけるグリーンツーリズムの事例を参考にして研修員が自国で実施可能なアイデアを得る
4.研修員が帰国後の具体的な実践計画を作成する
③1.講義：グリーンツーリズムの意義、日本（鹿児島）におけるグリーンツーリズムの現状と課題、農村女性の活
用、グリーンツーリズム経営とリスクマネジメント、環境保全
2.実習：グリーンツーリズムの事例（農業体験、農産物加工体験、自然体験、農家民泊）
3.視察：グリーンツーリズム関連施設、観光施設
4.意見交換：グリーンツーリズム実践者、関係者との意見交換
5.発表：研修成果発表

現職・資格・知識：農山漁村に関わりを持ち、グ
リーンツーリズム実践を目指している人
学歴：特に指定なし
年齢：21-50
日本語能力：中級以上
酒井 マリ
他言語：英語、他言語は、対応不可
共同事業体
備考：宿泊は鹿児島県アジア・太平洋農村研修セ
kapic117@po3.synapse.n
ンター（KAPICセンター）の予定。立地や施設に 鹿児島国際交流協力
e.jp
ついてはHP参照。
センター

①1.基礎研修：皮膚糸状菌症原因菌ならびに関連菌種の分離・同定方法を習得し，研究材料としての発
展性を学ぶ（琉球動物医療センター）
2.疫学調査研修：クジラ型パラコクシジオイデス症の疫学調査の手法として，免疫組織化学法による
抗体検査方法を習得する．また，ヒトやイルカだけでなく他の水棲哺乳類，魚類などへの研究の発展について，水族哺乳類
の真菌症専門家によるガイダンスを受ける． （美ら海水族館）
②1.基礎研修：皮膚糸状菌症原因菌ならびに関連菌種の分離・同定方法を習得する
2.疫学調査研修：免疫組織化学法による抗体検査方法を習得するとともに，帰国後の研究を発展さ
せるための研究プロジェクトの立て方を習得する
③1.基礎研修
下半期の日程
研修開始から ・人獣共通皮膚糸状菌症に関する概論-1日
のいずれかで
約1ヶ月
・臨床現場の見学およびサンプリング方法の習得-2日（琉球動物医療センター）
相談可能
・培地作成 -1日 ・培養方法および集落観察方法-1日 ・形態学的同定（マイクロカルチャー法の習得）1日 ・分子生物学的同定-2日 ・水族哺乳類の真菌症専門家によるガイダンス（美ら島財団：美ら海水族館）-1.5 日
2.疫学調査研修
・クジラ型パラコクシジオイデス症に関する概論-1日
・免疫組織化学法:染色用病理組織パラフィン標本の作成，パラフィンブロック薄切，脱パラフィン，染色など -4日
・光学顕微鏡観察による判定-2日
・統計処理方法の習得-1日 ・水族哺乳類の真菌症専門家によるガイダンス-2日（美ら島財団：美ら海水族館）

C05

資格要件

①「改善」について認識を深めるとともに、問題について考え、具体的手法としての「５Ｓ」あるいは生産管理手法
を習得する。また、改善すべき問題を発見し、解決するための対策を実践的な問題解決のための手法を体験的
に習得するとともに、活動を効果的に進めるためのリーダーシップについて認識を深める。それらを踏まえて、自
組織の問題を解決・改善するための具体的なアクション・プランを作成する。
②1.日本における「改善」という考え方について、日本企業の文化や価値観と併せて理解が深まる。
2020/6/12 2.改善に向けた具体的な活動としての「５Ｓ」の意義と活動のポイントが習得される。
3.模擬生産を通して総合的に生産管理の手法を学ぶとともに、チームで働くことについて認識が深まる。
4.職場や組織のリーダーとしての役割や取るべき態度・行動について認識と自覚が深まる。
5.職場や自組織の問題を分析、特定し、その改善に向けてアクション・プランが作成される。それを通じて、問題解
決能力が強化される。
③1.講義：日本における企業文化、アクションプラン作成ガイダンス、トヨタ生産方式の概要、製造現場における５
①経営者に求められる知識やスキルを身に付け、経営者としての社会的責任を自覚するようになる。起業や経営
改革、新規事業などの事例研究を通して、事業経営のノウハウや失敗しない経営のポイントを習得し、自身の起
業あるいは事業の継承・拡大の構想を明確にし、具体的かつ実現可能性のある事業計画書を作成する。
②1. 経営者としての責任や組織をリードする者としての自覚が促がされる。
2. 事例研究を通して、事業経営のノウハウを習得する。
3. マーケティング手法及び財務管理の基本的知識が身につく。
4. 自身の事業について多角的な考察が行われ、実現可能な事業計画書が作成される。
③1.講義；事業計画とは、日本の企業文化、日本における起業の動向、組織運営と経営者の役割、リーダーシッ
2020/7/29 プ、経営戦略、企業の社会的責任、事業構想とビジネス・イメージ、マーケティング手法、最新のビジネス動向、顧
客満足経営、財務指標と経営環境分析、経営数値計画、事業計画書の作成手順と評価のポイント
2. 演習；事例研究、事業計画書作成、各講義における演習
3. 見学；事業所訪問（起業家、老舗企業、社会的事業、自由見学での市場調査）
4. 発表；ジョブ･レポート、事業計画

九州

http://kapic.jp

現職・資格・知識：生物学系および動物看護系大
学または泉温学校在学・卒業生
学歴：大学または専門学校卒業または在学
経験年数：1-2年の社会人経験
年齢：50歳まで(それ以上は応相談)
日本語能力：研修では不要。日常生活に必要。
他言語：研修先で英語・葡語対応可能。CDN配置
不要。
備考：1)研修が決まったら研修先担当者に希望す
る研修内容（疫学研究研修か基礎研修か）をメー 琉球大学
ルなどで連絡してください。
2)沖縄県出身者を優先します。
3)妊娠中の方、出産後1年以内の方、免疫疾患の
ある方、動物に対してアレルギーがある方はご遠
慮ください。

現職・資格・知識：現在、製造業或いはそれに類
する業種に従事していることが望ましい
学歴：大卒(相当)
経験年数：卒業後３年以上の職業経験を有し、業
務の改善に向けた意欲があること
年齢：21以上
日本語能力：日本語もしくは英語を読み、書き、
話すことができること
他言語：参加者のレベルにより通訳配置可能性有
備考：講義は日本語、プレゼン資料は英語による
。（日本語資料配付も可）
現職・資格・知識：･家業等を継承することが予
定されている者
･自らが起業して事業を経営している者
･現在、具体的な構想をもって起業を準備してい
る者
学歴：大卒(相当)
経験年数：概ね5年以上の実務経験
年齢：21以上
日本語能力：日本語もしくは英語を読み、書き、
話すことができること
他言語：通訳配置可能性有

佐野 文子
ayasano@agr.u-ryukyu.ac.jp
http://www.u-ryukyu.ac.jp

沖縄

一般財団法人日本
国際協力センター
（JICE)

𠮷村 純
kikakut@jice.org
http://www.jice.org/

横浜

一般財団法人日本
国際協力センター
（JICE)

𠮷村 純
kikakut@jice.org
http://www.jice.org/

横浜

案件 コース
No.
種別

C07

C08

C09

C10

C11

集団

集団

集団

集団

集団

コース名

5SKAIZENを通じた病院における安全
とサービスの質向上

食を通じた
日系団体活性化

日本文化活動コーディネーター育成
（基礎）

日系日本語学校の
運営管理

和菓子を通じた日系社会活性化

人数 半
期

10人以
上
上

6

6

6

6

上

上

上

上

開始

2020/5/10

2020/5/10

2020/5/10

2020/6/21

2020/6/21

修了

①目標/②成果/③計画（内容）

資格要件

一般社団法人 とかち
地域活性化支援機構

連絡先

①研修員が5SKAIZENを理解し、実践する能力を得ることにより、病院における安全や情報等の管理向上に貢献する。
②1.5S-KAIZENの知識を習得することによって、研修員の管理意識が向上する。
2.日本の医療現場を見学することによって、職場における5S-KAIZENの実践を理解する。
3.患者満足度の向上に関する日本での取り組みを学ぶ。
4.ファシリテーション等の指導法の習得に基づき、帰国後の具体的実践計画を作成する。
③1.講義：5S-KAIZENの基礎、5S2020/6/12 KAIZENにおけるマネジメント、リーダーシップ論、KAIZENによる業務プロセス（カルテ管理や薬剤管理等）の見直
し、日本の保健医療制度、院内感染予防からみた5S、医療機材の5SKAIZEN、危険予知トレーニング（KYT）、ｘｘｘファシリテーション技術等
2.実習：：研修員の医療現場の分析、5Sの実践法
3.見学：病院（5S-KAIZEN-TQMの展開、情報管理システム）
4.発表：具体的実践計画

現職・資格・知識：看護師、コメディカルスタッ
フ、事務管理者、医師の職務にあるもの管理者と
しての経験があるもの、または将来管理者として
従事する可能性があるもの
学歴：不問
経験年数：実務5年以上
年齢：21以上
株式会社
土屋 克成
日本語能力：初級
ティーエーネットワー tsuchiya.katsunari@ta-n.com
他言語：不問

①研修員が、食を通じた地域活性化のための日系団体活動に関する知識を習得する。
②1. 研修員に、日本食を中心とした調理技術が習得される。
2. 研修員に、食を通じた特産品の開発、地域おこし等の地域活性化に関する知識が習得される。
3. 研修員に、所属団体が抱える課題解決手法が習得される。
2020/6/12 ③1. 講 義：日系社会と日系団体活動、日本の非営利活動等
2. 視 察：先進農協、地域団体他
3. 実 習：調理実習等

現職・資格・知識：日系団体に所属し、団体の諸
活動に積極的に参加している者、基礎的な料理、
調理経験を有する者
学歴：不問
経験年数：不問
公益財団法人
年齢：21以上
海外日系人協会
日本語能力：原則、日本語で実施。
他言語：参加者の日本語レベルに応じて通訳を傭
上予定

①研修員が、日本文化・歴史に関する基礎知識を習得し、継承および普及のための日本文化活動を企画・運営
するための知識を習得する。
②1. 研修員に、日本文化・歴史に関する基礎知識が習得される。
2. 研修員に、様々な日本文化活動事業に関する企画実施方法が習得される。
3. 研修員が、日本文化活動を通じた日系社会および地域活性化のための活動案を作成する。
③1. 日本文化・歴史に関する基礎知識の習得
【講義】日本文化・歴史の基礎知識、ポップカルチャー論など
【視察】日本の歴史・文化視察
2020/6/20 2. 様々な日本文化活動事業に関する企画実施方法を習得する。
【講義】各国日系団体事情、各種イベント企画手法、日本文化紹介手法
【演習】日本文化紹介手法（和太鼓、ヨサコイなど）、問題解決手法、
ファシリテーション手法など
【見学】文化系・教育系非営利団体の活動、日本文化施設など
3. 日本文化活動を通じて、日系社会および地域活性化のための活動案を作成する。
【講義】NPO論、新規事業計画作成など
【視察】移住関連施設など

現職・資格・知識：日系日本語学校または日系団
体の文化部担当者、青年部のリーダーなど
学歴：不問
経験年数：1
年齢：原則60歳以下
日本語能力：原則、日本語で実施。
他言語：参加者の日本語レベルに応じて通訳を傭
上予定

①研修員が、日系日本語学校を運営するための知識及び経営者、管理者としての能力が向上のための知識並
びに日系継承教育に関する知識を習得する。
②1.研修員に、日系日本語学校を運営するために必要な現状分析や戦略立案の方法、組織運営改善プロセスに
関する知識を習得させる。2.研修員に、経営者、管理者としての能力向上のための人的資源管理、リーダーシッ
プとフォロワーシップ等に関する知識を習得させる。3. 研修員に、日系継承教育に関する知識を習得させる。
③1. 日系日本語学校運営のための知識・技術
【講義】日系日本語学校運営管理（課題分析・市場分析・戦略立案）
非営利団体の広報・宣伝
【演習】新規事業計画作成
2020/7/18 【見学】教育系非営利団体の活動/教育ICT活用現場（日本語学校、公教育（初等・中等））
教育産業（教材作成）の現状/
2. 経営者、管理者としての能力向上のための知識・技術
【講義】日本の組織運営/改善・組織マネジメント
【演習】ファシリテーション手法
3. 日系継承語教育に関する知識の習得
【講義】日系継承教育と移住学習
【視察】移住関連施設/日本文化施設

現職・資格・知識：日系日本語学校の運営幹部も
しくは管理者
学歴：不問
経験年数：5
年齢：21以上
日本語能力：原則、日本語で実施。
他言語：参加者の日本語レベルに応じて通訳を傭
上予定

①研修員が、和菓子に関する知識を深め、より質の高い和菓子を製造するための技術を習得する。それにより、
日系社会活性化に役立てる。
②1.研修員に、和菓子の製造に関する基礎知識が習得される。
2.研修員に、日本文化としての和菓子に関する知識が理解される。
2020/7/18 3.研修員に、商品としての和菓子の基礎知識が習得される。
③1.講義、実習、視察を通して和菓子の製造技術を習得する。
2.講義、実習、視察を通して日本の伝統的文化としての和菓子を理解する。
3.商品としての和菓子の包装、陳列方法、衛生・安全管理についての基礎知識を習得する。

現職・資格・知識：日系団体婦人部または自営に
て和菓子製造に携わっている方
学歴：不問
経験年数：1
公益財団法人
年齢：21以上
日本語能力：原則、日本語で実施。
海外日系人協会
他言語：参加者の日本語レベルに応じて通訳を傭
上予定

キング

所管
センター

横浜

http://www.ta-n.com/

水上 貴雄
kenshu@jadesas.or.jp
http://www.jadesas.or.jp/

横浜

公益財団法人
海外日系人協会

水上 貴雄
kenshu@jadesas.or.jp
http://www.jadesas.or.jp/

横浜

公益財団法人
海外日系人協会

水上 貴雄
kenshu@jadesas.or.jp
http://www.jadesas.or.jp/

横浜

水上 貴雄
kenshu@jadesas.or.jp
http://www.jadesas.or.jp/

横浜

案件 コース
No.
種別

C12

C22

C26

C29

集団

集団

集団

集団

コース名

日系継承教育
（教師育成Ⅰ）

次世代の農業を担い革新を起こす
人づくり
（スマート農業、フードバリューチェ
ーン、組織強化）

野球指導者の人材育成

日本の経営管理における人材育成

人数 半
期

6

10

6

10

上

上

上

上

開始

2020/12/6

2020/5/10

2020/5/10

2020/6/21

修了

①目標/②成果/③計画（内容）

①研修員が、継承教育に関する基礎的な知識（言葉、文化、歴史（移住学習を含む））及び指導技術を習得する。
②1.研修員に、継承教育を担う教師としての基礎知識が習得させる。
2.研修員に、継承教育・言語（発達）教育の基礎理論が理解され、実践方法が習得される。
3.研修員に、継承教育におけることばに関する知識及び指導技術が習得される。
4.研修員に、継承教育における文化的活動の基礎的指導技術が習得される。
③1.講義；
(1)継承教育を担う教師としての基礎知識（通信：ブラジル日本語センター）
①日本語能力試験N2相当レベルの日本語力の習得
②日本語文法、教授法等の専門用語の理解
2/13
事前研修（ ③報告書資料及びプレゼンテーション資料作成のための基礎的技術
通信）2.5ヶ ※日本語能力試験N2以上取得者は②③のみ。
月を含む (2)継承教育・言語(発達)教育の基礎理論
継承教育と人格形成（日系継承教育の考え方、日本の歴史と移住の歴史）
(3)継承教育とことば
ことばの教育（概論、日本語授業の研究（一般/年少）、技能別指導法）
(4)継承教育と文化
こどもと文化活動（日本語学校と文化活動・日本文化の体験学習・伝統文化とサブカルチャー）
2.視察；国際学級、外国人学校、日本文化施設など

資格要件

現職・資格・知識：日系移住者子弟の教育を目的
として設立された日系学校に勤務する教師
学歴：不問
経験年数：1～3年程度または教授時間300時間程
度
年齢：21以上
日本語能力：日本語能力試験N3程度
他言語：全講義、日本語で実施
備考：1～3年程度または教授時間300時間程度
※上記以上の経験年数または教授時間であっても
、本コース（教師育成Ⅱ、教師育成Ⅲを含む）受 公益財団法人
講経験がない場合は応募可。
海外日系人協会

①1.中南米日系農業関係者組織間の連携を強化し、リーダー育成のための技術交流促進を図る。
2．現地の課題解決のための新たな農業ビジネス創出に向けたアクションプランを作成する。
②1.研修員が、日本の優れた技術の活用により中南米における農業生産性を高められることを理解し、新たな農
業ビジネス創出に必要な知見を習得する
2.研修員が、農産物の高付加価値化、食品製造に関する新しい技術を習得する
3.研修員が、中南米と日本の次世代リーダー間での交流を通じてネットワークを構築する
③1．講義：
・認証制度、グローバルGAP
・協同組合概論（組織強化）
・スマート農業
2．実習・調査：
・農産物の付加価値化、ブランド化、6次産業化
・多様な農産物流通（フードバリューチェーン）
・若手農業リーダー、農業女子との意見交換会
・ワークショップ（ナレッジマネジメント）
3．見学：
・環境制御型農業
・6次産業化実践例
・農業協同組合（組織強化、市場流通・販売促進、ブランディングと産地形成、共同出荷）
・観光農園、アグリツーリズム
・農業生産法人（民間農産物流通）
4．発表：ジョブレポート発表、アクションプラン発表等

現職・資格・知識：農業に関わるもの、日系農協
に勤務するもの、農業関係機関に関わるもの。
学歴：不問
経験年数：1
年齢：21以上
日本語能力：簡単な日本語を理解できることが望
ましい

①日本で独自に培われた野球の文化を吸収し、野球指導及びチーム運営、スポーツマネジメントの習得を通じて
、日系社会の野球を振興・普及する人材を育成する
②（１）プロ野球球団の練習やトレーニング方法等を通じて、野球指導の手法を習得する。
（２）監督・コーチ・選手の連携や地域での活動等を通じて、チーム運営の手法を習得する。
（３）アカデミー事業を行なっている機関と連携し、幼少期から野球に触れる機会の創造と手法を習得する。
③高知で以下“野球コーチング・チームマネジメント”プログラムを研修する。
2020/6/10
講義：コーチング論、トレーニング論、スポーツマネジメント論（外部講師による）
視察：高知FDオープン戦、地元少年野球チーム視察 （ｘ）
実技・実習：高知FD公式戦によるマネジメント実習、高知FD練習参加（ウォーミングアップ・守備練習・打撃練習）
その他：地域の祭りや小学校訪問などの地域振興イベントへの参加

現職・資格・知識：日系社会で野球指導を精力的
に行うことができる人材
学歴：不問
経験年数：競技経験があることが望ましい
年齢：21以上
日本語能力：不問

①「従業員を育成し、大切にする経営」を実践している会社は、一般の会社とどこが違うのか、なぜそのような経
営が業績にも結び付くのかなどを研修員が理解し、優良企業の「経営管理手法」「人材育成の仕方」など具体的
で即実践可能な経営ノウハウを習得し、実践計画を作成する。
②１．研修員が「従業員を育成し、大切にする経営」を実践している会社の強みを理解することで自国企業との差
異を認識し、改めて「自社の強み」を明確にすることができる。
２．研修員が実践企業の実際を徹底研究することで、「経営理念の浸透方法」や「従業員とのコミュニケーションの
取り方」、「人材育成を中心とした社内の仕組みづくり」、「５Ｓ」をベースにした「生産・品質管理技法」など「経営管
理」の方法を習得する。
３．講義や実践企業の実例を参考に、研修員が自国で活用可能な制度や仕組みや経営の考え方を整理する。
４．研修員が、帰国後の具体的な実践計画を作成する。
2020/7/12 ③１．講義・討議：「従業員を大切にする経営とは」「経営理念の浸透方法」「人材育成を中心とした社内の仕組み
づくり」
２．視察・懇談：「従業員を育成し、大切にする経営」を実践している中小企業４社を徹底研究(ｹｰｽ･ｽﾀﾃﾞｨ)
（視点）・お客様から感謝される経営 ・５Ｓをベースとした生産・品質管理技法・従業員が働きやすい職場づくり ・
従業員とのコミュニケーションの取り方等
３．日本文化理解：日本庭園「栗林公園」散策
４．演習：「実践計画」作成
５．発表：「実践計画」発表

現職・資格・知識：企業経営者・経営幹部、起業
して間もない経営者、これから起業を考えている
方
学歴：不問
経験年数：経営課題に焦点をあてているため経営
管理の実務経験が１年以上ある方が望ましい
年齢：21以上
日本語能力：日本語能力Ｎ４以上が望ましい
他言語：本研修は、集団研修として通訳を配置予
定

2020/6/5

一般社団法人 とかち
地域活性化支援機構

株式会社
自然塾寺子屋

連絡先

所管
センター

水上 貴雄
kenshu@jadesas.or.jp
http://www.jadesas.or.jp/

横浜

森 栄梨子
eriko.mori@terrakoya.or.jp
http://terrakoya.or.jp/

横浜

北古味 潤
高知ファイティングドッグ kitakomi@tosabori.co.jp
ス球団株式会社
http://www.fightingdogs.jp/

四国

河内 正則
特定非営利活動法人グ kawaローカル四国
family@mx8.tiki.ne.jp
N/A

四国

案件 コース
No.
種別

C33

L01

L02

L03

L04

L05

集団

コース名

早期胃癌の内視鏡診断と治療

長期 リハビリの臨床体験型研修

長期 作業療法学

長期 理学療法学

GIS・GPS・リモートセンシング技術
長期 による農地・森林評価及び野生動
物生息地の管理手法

長期 食品科学と栄養管理

人数 半
期

6

1

1

2

3

2

上

上

上

上

上

上

開始

2020/5/10

2020/5/10

2020/5/10

2020/5/10

5/10
または
6/21

2020/5/10

修了

①目標/②成果/③計画（内容）

①世界トップレベルの日本の内視鏡診療の現状を把握し、最新機器を用いた早期胃癌の発見法と治療法を学ぶ
②1.日本の内視鏡診療で用いる機器や知識を習熟できる
2.ブタ切除胃を用いた治療内視鏡のシミュレーション学習により、治療内視鏡の技術とコツを学ぶ
3.帰国後の自国における具体的な活動計画を作成する
4.インターネットを用いて日本と自国の遠隔医師教育講座を開催し、継続的な医療教育を行うことで自国における
早期胃癌の診療レベル向上に寄与する
2020/6/13 ③1.講義：最新の内視鏡診断や内視鏡治療に関する論文の討論会への参加
2.見学：九州大学病院および関連施設における内視鏡検査の見学と討論
3.実習：ブタから切除した臓器を用いた内視鏡治療の実習
4.学会参加：日本消化器内視鏡学会や日本消化器病学会を中心とした学会、研究会への参加
5.発表：医学部内で研修内容を発表

2021/3/10

2021/2/9

2021/2/9

資格要件

所管
センター

森山 智彦
morimori@intmed2.med.kyus
hu-u.ac.jp
http://www.imed.med.kyushu
-u.ac.jp/en/index.html

九州

国際医療支援室
松村 由香里
kokusai@tohtoku.jp
http://www.higashitokushukai.or.jp/

札幌

作業療法学科
学科長
仙石 泰仁
sengoku@sapmed.ac.jp
http://web.sapmed.ac.jp/ind
ex.html

札幌

理学療法学科
学科長
片寄 正樹
katayose@sapmed.ac.jp
http://web.sapmed.ac.jp/ind
ex.html

札幌

酪農学園大学

教授
金子 正美
tech@rakuno.ac.jp
http://en.rakuno.ac.jp/

札幌

酪農学園大学

教授
石井 智美
ishii@rakuno.ac.jp
http://en.rakuno.ac.jp/

札幌

現職・資格・知識：医師
臨床経験3年以上
内視鏡経験1年以上
学歴：医学部
経験年数：医学部卒業3年以上
年齢：21-55
日本語能力：不問
国立大学法人
推奨：日常会話
九州大学
他言語：技術研修は英語対応可
備考：宿舎は外国人研究員等宿泊施設（馬出）を
予定。立地や設備等についてはHP（http://www.i
sc.kyushuu.ac.jp/supportcenter/en/housing/internation
al_residents）参照。

①理学療法・作業療法・言語聴覚療法それぞれの基本知識、技術を学ぶと共に、患者とのふれあいを通して、コ
ミュニケーションの重要性を学ぶ。
②１．リハビリテーションの基礎を習得
２．リハビリテーション器具の機能、取扱いを習得
３．患者や他のスタッフとのコミュニケーションスキル向上
③１．理学療法学
２．作業療法学
３．言語聴覚療法学

現職・資格・知識：理学療法士・作業療法士・言
語聴覚士いずれかの資格保持者
経験年数：1
年齢：21以上
日本語能力：日本語能力試験N2以上
医療法人 徳洲会
札幌東徳洲会病院

①基礎的作業療法を理解し、日本における作業療法の役割や機能を説明できること。
②１.成人中枢神経障害，運動器障害，発達障害, 精神障害に対する作業療法
２.高齢者の在宅・施設生活での作業療法
３.作業療法研究法
③１.学部・大学院授業の聴講
２.臨床作業療法の見学
３.作業療法関連学会、技術講習会への参加
４.日本人学生・大学院生との交流会
５.現地の関連施設の見学

現職・資格・知識：作業療法士資格を有している
者
学歴：学士又は同等程度の学力
経験年数：2
年齢：21以上
札幌医科大学
日本語能力：日本語能力試験N3以上

①基礎的理学療法を理解し、日本における理学療法の役割や機能を説明できること。
②１.成人中枢神経障害，小児発達障害の理学療法
２.地域における高齢者に対する理学療法サービス（介護予防を含む）
３.理学療法研究法
③１.学部・大学院授業の聴講
２.臨床理学療法の見学
３.理学療法関連学会、技術講習会への参加
４.理学療法関連実験への参加
５．日本人学生・大学院生との交流会
６.現地の関連施設の見学

現職・資格・知識：理学療法士資格を有している
者
学歴：学士又は同等程度の学力
経験年数：2
年齢：21以上
日本語能力：日本語能力試験N3以上
札幌医科大学

①農業、森林、環境管理に必要なGIS技術、GPS技術、マイクロ波リモートセンシング技術、ドローンの活用技術を
習得する。
②１．GIS技術：GISソフトArcGISの基本的な操作、解析手法を習得する。
２．GPS技術：GPSによる農地計測、デジタルカメラとGPSを利用した農地管理。野生動物へ装着するGPSによる
野生動物の行動解析手法を習得する。
３．リモートセンシング技術：ドローン、ErdasImagine、ENVI、SNAPなどリモートセンシングソフトを利用し、Sentinel1、Landsat、 Alosなどの人工衛星画像や空中写真などから、緑地抽出手法、収量予測手法などを習得する。
研修開始から ③環境GIS研究室、環境リモートセンシング研究室において開講している、基礎GIS、応用GIS、GIS・リモートセン
シングによる空間情報の科学、リモートセンシング基礎演習など関連科目を履修するとともに、高度なGIS技術を
約10ヶ月
習得する専門演習に参加し、技術の向上を図る。
また、出身国(地域)の実際のGISデー夕、衛星画像等を使い、ソフトの操作方法のみならず、帰国後にすぐに利用
できるデータベースを構築する。研究成果は、学会等で発表する。また、東京・京都などの先進地を訪問し、今後
の共同研究のネットワークづくりを行うとともに、GIS，リモートセンシングを活用した森林管理(REDD)や野生動物
管理に関するJICA研修へも参加し、研究及び情報交流を図る。なお、使用する機器及びソフトの一部は、帰国後
にも利用できるよう、本学が提供する。詳しくは、様式-1のE-mail:tech@rakuno.ac.jp に直接問い合わせ下さい。

現職・資格・知識：表計算ソフトの操作など、基
本的なコンピュータ操作が可能なこと。(リモー
トセンシングソフトの操作については問わない）
学歴：不問
年齢：21以上
日本語能力：日本語または英語で意思疎通ができ
る
他言語：日本語または英語で意思疎通ができる

①１．食品科学と栄養学の見地から、出身国に最適な形に栄養管理を行う技術を習得する
２．生活習慣病の予防のため、公衆栄養、栄養疫学的見地から高齢者栄養等、ライフステージにあった貢献が出
来る力をつける
３．日本の家庭料理、専門料理の技術を習得し、日本の食文化に対する造詣を深める
②１．本研修で学ぶ最新の栄養管理、食品科学の知識は、特別な道具を使わずに、最終的には医療費を削減し
、高齢社会でヒトとしての尊厳を守り日々のQOLを維持するための指導力の根幹となる。
２．具体的な疾病の栄養管理法、帰国後、公衆栄養学的見地から、疾病予防、栄養疫学の手法を習得することで
、母国の栄養調査遂行における有益な人材となり、最新の栄養の情報を分かりやすく伝えるとともに、栄養を介し
た社会還元が出来る。
３．日本の家庭料理、専門料理について、栄養学、食品科学、調理学の見地から体系的に学ぶことで、帰国後日
系社会の年齢層に合った料理講習会、各種講演会を運営するなど、食と健康の啓蒙活動を進める日系社会の担
い手となる。
③研究員の希望を考慮し話し合いのもと研修プログラムを作成し進める。前半は希望する授業に参加すると共に
、研究室での食品学、栄養学の研究と開発、日本の家庭料理、専門料理の実習、特別食の実習、栄養疫学、日
本の食文化に関する研究や、科学的な見地から疾病と食に関する継続した特別演習を行う。
後半は｢国民健康・栄養調査｣に関する演習・研究を加える。関心があれば帰国後の調査の支援を行う準備をす
る。食品、微生物系の実験技術の修得も可能である。各種専門学会への参加、伝統的な日本の食の研修旅行も
行う。詳しくは様式１のEメール；ishii@rakuno.ac.jpに直接問い合わせください。

現職・資格・知識：栄養や料理に関心を持ってい
ること
学歴：不問
年齢：21以上
日本語能力：日本語能力試験N2以上が望ましい

2021/3/2

連絡先

一般社団法人 とかち
地域活性化支援機構

案件 コース
No.
種別

L06

L07

L08

L09

L10

L11

L12

長期

コース名

ビジュアルインターラクティブエデュ
ケーションシステム

長期 IoT（Internet of Things)

長期 ロボットと人工知能

長期 防災と観光を考慮した都市開発

長期

日本の伝統的稲作技術
に関する研修

長期 バイオテクノロジー

長期 医用材料と再生医療

人数 半
期

1

2

3

2

1

1

2

上

上

上

上

上

上

上

開始

2020/5/10

2020/5/10

2020/5/10

2020/5/10

2020/5/10

2020/5/10

2020/5/10

修了

2020/10/1

2020/10/1

2020/10/1

2020/10/1

①目標/②成果/③計画（内容）
①Visual Interactive Education Syatem背景及び概念を理解し、帰国後技術を活用できるようになる
②ICTの知識と効果的な教育手法及びそれらを融合させたVisual Interactive Education
Syatem基本概念とその発展的な知識を習得する。
③１）研修員が個人の研修で達成すべきテーマを設定する。
２）それに必要なICT研修を2か月実施
３）その後集中的にテーマに取り組み成果をとりまとめ発表する

現職・資格・知識：大学卒業程度
もしくはIT企業での勤務経験が必要
学歴：大卒（相当）
年齢：21以上
言語：日本語または英語

①IoT景及び概念を理解し、帰国後技術を活用できるようになる
②IoTの選択したテーマにおいて、実践的なテーマ研究実習により、計画から実際のテーマの達成まで一連の研
究実施の流れを身につけることができる。
③１）研修員が個人の研修で達成すべきテーマを設定する。
２）それに必要なITリテラシーやプログラミング技術の基礎を2か月実施
３）その後集中的にテーマに取り組み成果をとりまとめ発表する

現職・資格・知識：大学卒業程度
もしくはIT企業での勤務経験が必要
学歴：大卒（相当）
年齢：21以上
言語：日本語または英語

①ロボット、AIに関する背景及び概念を理解し、帰国後技術を活用できるようになる
②１）ロボット工学、最新AI知識を習得する
２）ロボットに関して基礎的な設計からソフトウエア、ハードウエアの実装を体験
３）ロボット作成をグループで取り組むことにより技術者としての総合力を高める
③１）研修員が個人の研修で達成すべきテーマを設定する。
２）IoT、ロボティクス、AI技術のうち必要な基礎を2か月実施
３）その後集中的にテーマに取り組み成果をとりまとめ発表する

現職・資格・知識：大学卒業程度
もしくはIT企業での勤務経験が必要
学歴：大卒（相当）
年齢：21以上
言語：日本語または英語

①防災力の向上と観光充足化に資する都市環境整備の背景と要素技術を理解する。
②１）社会基盤構造物の安全性、使用性を向上する技術の習得
２）発災後の避難及び仮設住宅改善技術の習得
３）防災力向上及び観光化す指針に資するべく、空間情報技術を習得する、他
③１）講義：防災工学、空間情報工学、地域政策学、プロジェクトデザイン
２）研究：コンクリート構造物の性能向上、点検診断技術の開発など
３）調査：実地調査
４）観光拠点、工事現場、防災施設等の視察

現職・資格・知識：大学卒業程度
もしくは企業での勤務経験が必要
学歴：大卒（相当）
年齢：21以上
言語：日本語または英語

①研修員が、日本の農家が持つ伝統的稲作技術(雑草イネ防除、適正施肥などを含む)、無農薬による稲作技術
、米の収穫後処理技術やブランド米の開発・流通に係る知見を習得する。
②１）研修員が日本の農家が持つ伝統的稲作技術(雑草イネ防除、適正施肥などを含む)や無農薬による稲作技
術を習得する。
２）研修員が日本の米の収穫後処理技術を習得する。
３）研修員が日本のブランド米の流通や開発に係る知見を習得する。
４）研修員が帰国後の活動計画を作成する。
2020/11/10 ③１）講義：日本の農業、農協に関する講義、無農薬による稲作技術に関する講義、日本のブランド米の流通・開
発に関する講義（埼玉県農業技術研修センター）
２）実習・OJT：株式会社はせがわ農園にて伝統的稲作技術、米の収穫後処理技術を習得、有限会社アールキュ
ーブエコにて無農薬による稲作技術を習得
３）見学：秋田県大潟村・JA大潟村の大規模稲作農家を視察
４）発表：研修最終日

2021/2/15

2021/2/28

資格要件

一般社団法人 とかち
地域活性化支援機構

連絡先

所管
センター

金沢工業大学

新井真二
arai@neptune.kanazawait.ac.jp
https://www.kanazawait.ac.jp/

北陸

金沢工業大学

新井真二
arai@neptune.kanazawait.ac.jp
https://www.kanazawait.ac.jp/

北陸

金沢工業大学

新井真二
arai@neptune.kanazawait.ac.jp
https://www.kanazawait.ac.jp/

北陸

金沢工業大学

新井真二
arai@neptune.kanazawait.ac.jp
https://www.kanazawait.ac.jp/

北陸

薄井 健
usui-idaca@j.email.ne.jp
www.idaca.or.jp

横浜

ティオン 晴子
kokusai.kikaku@ynu.ac.jp
http://www.ynu.ac.jp/englis
h/index.html

横浜

ティオン 晴子
kokusai.kikaku@ynu.ac.jp
http://www.fukulab.ynu.
ac.jp/
・ http://www.fukulab.yn
u.ac.jp/english/index.html

横浜

現職・資格・知識：米や大豆・麦の生産に従事し
ており、日本の収穫後処理に係る技術や知見の習
得を望む者
学歴：特になし
経験年数：10年以下
年齢：21以上
日本語能力：不問
一般財団法人
他言語：通訳を配置するので不問
備考：・研修員が特に果樹（日本梨）への興味が アジア農業協同
組合振興機関
あれば別途研修に応じます。
・場合によっては、8月中旬1週間位のお休みは可
能です。ただし、果樹への興味があれば要相談。
（お休みの場合には、祖父母の故郷への帰郷可
。）

①現在の日本で取り組んでいるバイオテクノロジーの基本技術と応用の概要，およびその課題を学び，それぞれの国の課
題に対応できる知識と技術に立脚した実践的能力を身に付ける。
②1. 各種分析法（生化学および分子生物学的分析手法，機器分析法）に関する知識と技術を習得する。
2. 糖質，タンパク質等の生体物質の精製と分析に関する知識と技術を習得する。
3. 微生物の取り扱いに関する知識と技術を習得する。
4. 成果の効果的なプレゼンテーション技術（たとえば論文作成）に関する知識を習得する。
③1.講義（議論）；教育効果を最大限とすべく対話形式で行う。また，研究室所属の学生を交えてのゼミ形式のディスカッショ
ンも積極的に取り入れる。
2.実習（実験）；安全と学習効果に配慮し，可能な限り教員の直接の指導ないし研究室所属の学生の協力のもとに実験操作
，データ解析および考察を行う。
3.研修旅行；バイオ技術および産業関連の施設（水処理場など），工場（食品工場など）や研究機関（共同研究先など）への
訪問を想定している。
4.学会参加；プレゼンテーション能力（成果発表能力）を涵養するため，また最新の研究開発状況を調査するため，バイオ技
術およびバイオ産業関連の学会への参加を推奨する。
5.発表等；帰国後のキャリア形成に資するため，研修を通じて得られた学術的成果を論文等にまとめて発表することを意識し
ながら活動する。

現職・資格・知識
学歴：理系（できれば生物系および化学系）の大
学学部卒
経験年数：生物系および化学系の実務または研究
開発経験2年程度以上
年齢：21以上
日本語能力：日本語での簡単な日常会話
他言語：英語については会話能力に加えて大学卒
国立大学法人
業程度の文章読解力を有することが必要
備考：研修員には大学の留学生向け日本語講座を 横浜国立大学
受講する機会が与えられる。
指導担当；
工学研究院 教授 武田 穣
工学研究院 特別研究教員 鈴木市郎

①医療用材料、再生医療に関する知見及び技術を修得する。
②１．生体材料の設計および創製
２．細胞培養技術
３．生体分子の各種分析技術
４．各種顕微鏡による細胞の可視化技術
③１．講義：人工臓器、細胞と組織、再生医療 等
２．実験：バイオマテリアルの設計、細胞培養実験、タンパクの分析、遺伝子発現の分析 等
３．学会：国内外の当該専門分野の学会における発表（成果次第）
４．発表：研究室内でのセミナー（毎月）、最終報告発表会（学内、研修最終日）

現職・資格・知識：Biomedical
Engineeringに関する大学を卒業または仕事とし
ていること
学歴：Biomedical
Engineeringに関する大学を卒業または仕事とし
ていること
年齢：21以上
日本語能力：日常会話以上の日本語もしくは英語
国立大学法人
能力を有すること
他言語：日常会話以上の日本語もしくは英語能力 横浜国立大学
を有すること
備考：研修員には大学の留学生向け日本語講座を
受講する機会が与えられる。

案件 コース
No.
種別

L13

L14

L15

L19

L20

L21

コース名

長期 日系医学Ⅰ

長期 日系歯学Ⅰ

長期 日系保健福祉Ⅰ

長期

Agro-Biodiversity
の保全を目指した土壌管理手法

施設栽培を利用した高品質園芸作
長期
物生産（花卉・苗生産コース）

日本の伝統的
長期
造園施工技術

人数 半
期

2

2

2

1～2

2

1

上

上

上

上

上

上

開始

修了

①目標/②成果/③計画（内容）

資格要件

一般社団法人 とかち
地域活性化支援機構

①研修員が、医学における各専門分野の最先端技術に関する知識及び技術を習得する。
②1．研修員に、各専門分野における最先端医療の知識が向上される。
2．研修員に、各種医療機器の操作技術が習得される。
3．研修員に、各専門分野における診断技術が習得される。
4．研修員に、各専門分野における手術技法が習得される。
上半期の日程
研修開始日か
のいずれかで
5．研修員に、術後ケアに関する知識及び技術が習得される。
ら9カ月以内
相談可能
6．研修員が、研究ネットワークを構築する。
③1．臨床例による座学；2．OJTによる診断技術；3．医療機器の操作技術；4．手術見学；5．現地の臨
床例の研究・評価；6．学会参加・発表

現職・資格・知識：大学等研修受入機関の内諾を
得ていること
学歴：大学医学部卒
経験年数：1
年齢：21以上
日本語能力：原則、日本語で実施
公益財団法人
他言語：研修実施場所において英語での研修が可 海外日系人協会
能であり、かつ英語での研修の実施を希望する場
合は応相談

①研修員が、歯学における各専門分野の最先端技術に関する知識及び技術を習得する。
②1．研修員に、各専門分野における最先端医療の知識が向上される。
2．研修員に、各種医療機器の操作技術が習得される。
3．研修員に、各専門分野における診断技術が習得される。
4．研修員に、各専門分野における手術技法が習得される。
上半期の日程
研修開始日か
のいずれかで
5．研修員に、各専門分野における術後ケア関する知識及び技術が習得される。
ら9カ月以内
相談可能
6．研修員が、研究ネットワークを構築する。
③1．各専門分野における最先端医療の知識向上；2．各種医療器具の操作技術；3．診断技術；4．手術技法；5．
術後ケア；6．研究ネットワーク構築

現職・資格・知識：大学等研修受入機関の内諾を
得ていること
学歴：大学歯学部卒
経験年数：1
年齢：21以上
公益財団法人
日本語能力：原則、日本語で実施
他言語：研修実施場所において英語での研修が可 海外日系人協会
能であり、かつ英語での研修の実施を希望する場
合は応相談

①研修員が、保健福祉における各専門分野の最先端技術に関する知識及び技術を習得する。
②1．研修員に、各専門分野における最先端医療福祉の知識が向上される。
2．研修員に、各種医療器具等の操作技術が習得される。
3．研修員に、各専門分野における診断技術が習得される。
4．研修員に、各専門分野における指導技術が習得される。
上半期の日程
研修開始日か 5．研修員が、研究ネットワークを構築する。
のいずれかで
ら9カ月以内 ③1．各専門分野における最先端医療福祉の知識向上；2．各種医療器具等の操作技術；3．診断技術；4．指導技
相談可能
術；5．マネージメント；6．研究ネットワーク構築

現職・資格・知識：医療福祉分野の専門教育を受
けている者またはそれに準ずる能力を有する者、
大学等研修受入機関の内諾を得ていること
学歴：不問
経験年数：1
年齢：21以上
公益財団法人
日本語能力：原則、日本語で実施
他言語：研修実施場所において英語での研修が可 海外日系人協会
能であり、かつ英語での研修の実施を希望する場
合は応相談

2020/5/10

2020/5/10

①持続可能な農法を習得するとともに、住民参加型手法による土壌管理技術や生物多様性の保全について習得
する。
②1. 中南米で適用可能な持続的農法を習得する。
2. 土壌管理および生物多様性の保全に関する体系的な知識を習得する。
3. 参加型農村調査法（PRA）を習得する。
4. プロジェクトサイクルマネジメント（PCM）の習得を通してプロジェクトの立案・実施する能力が向上する。
③1.実習：有機農業資材の作成法、有機農業実習 等
2. 演習：住民参加型手法（PRA）、プロジェクトサイクルマネジメント（PCM）等
3. フィールドワーク：日本の里地里山で適用されている土壌保全対策とAgro-Biodiversityの見学
4. 講義：Soil Physics、Agriculture and Environment、里山保全、地形地質学、地域環境保全学、Agro2020/11/18 Environmental Engineering, Farmland Environment、測量実習 等
5. 実験：自然資源利用・管理に関する専攻実験、基礎実験
6. 調査：土壌中動物の多様性に基づいたAgro-Biodiversityの評価 等
7. セミナー：各種科目のセミナー、他大学院生との意見交換 等
8. 発表：中間発表と最終発表を予定。内外から有識者の出席を得て実施

2021/1/15

12/1
3ヵ月～6カ月
上半期の日程
程度の範囲で
のいずれかで
、応募者の希
相談可能
望に合わせて
調整可能

現職・資格・知識：環境や農業に関連する知識または
経験を有するものが望ましい
学歴：不問
年齢：21以上
日本語能力：日常会話ができるものが望ましい
他言語：英語能力の高いものが望ましい
備考：Information about the Organizations
1. Institute of Environmental Rehabilitation and
Conservation (ERECON):ERECON founded in 2000 is
the international non-profit organization
(www.erecon.jp) registered in Tokyo Metropolitan
Government as well as Ministry of Education,
Culture, Sports, Science and Technology (MEXT).
This institute has been advancing various
international extension programs in the fields
of sustainable development in agriculture.
2. Faculty of Regional Environment Science,
Tokyo University of Agriculture (TUA):
TUA founded in 1891 is one of the oldest
universities in agricultural field
(www.nodai.ac.jp) and strong in agricultural and
agro-environmental education and research.

特定非営利
活動法人
環境修復保全機構

①園芸生産施設規模に合わせた高品質園芸作物生産技術の習得および技術指導者の養成
②当機関に併設されている高度化セル成型苗生産利用システム内での花卉に関するセル成型苗生産技術、ポッ
ト苗生産技術、鉢花生産技術などの一連の最新の生産技術を習得することができる。また、学外の関連協力施
設（シクラメン生産者）での生産技術研修を実施し、日本国内の花卉生産の実際の生産現場や流通、小売の現状
を幅広く理解することができる。
③生産技術の習得を主眼とした研修を行う。また、閉鎖型植物生産システム（植物工場）内での育苗技術につい
ても理解する。
セル成型苗生産技術（種子の品質、播種容器の選択、播種用土、播種、育苗管理、発芽促進法、灌水、施肥、出
荷）、花壇苗生産技術（品種の選択、移植技術、肥培管理、病害虫防除、生長調節、出荷調整、ポット苗の品質）
、鉢花生産技術（品種の選択、肥培管理、病害虫防除、生長調節、出荷調整、鉢花の品質）、農薬利用、品質保
持、流通などについての講義及び実習を行う。必要に応じて市場及び産地見学を行う。

現職・資格・知識：農業に関する高等専門教育を
受けていることが望ましい。
もしくは農業後継者として意欲のある者が望まし
い。
農業に関する大学の卒業見込み者、農業もしくは
園芸に関する業務に携わっている者が望ましい。
学歴：大卒(相当)
国立大学法人
年齢：21以上
千葉大学
日本語能力：日本語能力試験3級以上

①各国でつくられてきた日本庭園をはじめとし，各空間にみられる植栽・施工管理に応用できる日本の伝統的植
栽や施工管理技術の基礎を習得する。
②1.主要な日本庭園で使われる材料（植物，無機物）の習得
2. 植物管理の意義と手法の習得
3. 基本的な庭園技術(竹垣等)の習得
③1. 講義：1)日本庭園の構成，2)日本庭園の材料（植物・無機物），3)日本庭園の材料の扱い方，4)都市空間へ
の応用技術
2. 実習：植物管理（剪定）の手法，竹垣の製作技術，土壌管理・分析法
3. 見学：東京都内，京都，地方（香川県や鹿児島県，島根県）の日本庭園

現職・資格・知識：造園，園芸，農業，都市計画
の研究・教育や職業に携わっている方
学歴：特になし
経験年数：2
年齢：21以上
言語：研修は英語で実施可能。日常会話程度の英 学校法人
東京農業大学
語力が必要

連絡先

所管
センター

水上 貴雄
kenshu@jadesas.or.jp
http://www.jadesas.or.jp/

横浜

水上 貴雄
kenshu@jadesas.or.jp
http://www.jadesas.or.jp/

横浜

水上 貴雄
kenshu@jadesas.or.jp
http://www.jadesas.or.jp/

横浜

河邊久美子
hq-erecon@nifty.com
www.erecon.jp

横浜

渡辺 均
hwatanabe@faculty.chibau.jp
http://www.fc.chiba-u.jp/

横浜

国際協力
センター
（後藤）
ng206502@nodai.ac.jp
http://www.nodai.ac.jp/

横浜

案件 コース
No.
種別

L22

L23

L24

L25

L26

コース名

動物及び人の寄生虫感染症の診断
長期
予防技術

長期 日本のデザインと伝統技術

長期

長期

観光果樹園経営及び果樹栽培収穫
技術に係る長期研修

地域の伝統的産品を活用した地域
産品の開発と地域の活性化

肉用牛等の高品質畜産物生産のた
長期 めの効率的・効果的な生産、繁殖、
健康管理

人数 半
期

1

3

1

1

1

上

上

上

上

上

開始

2020/5/10

2020/5/10

2020/5/10

2020/5/10

2020/5/10

修了

2021/2/20

11月

一般社団法人 とかち
地域活性化支援機構

①目標/②成果/③計画（内容）

資格要件

①研修員は、獣医衛生及び公衆衛生上重要な家畜及び魚類の内外部寄生虫の感染症の診断、治療、予防に関する知識、
技術及び考え方を習得し、これらを活用して、感染症予防対策に係わる情報資源の作成・配信の方法を学ぶ。
②1. 家畜衛生及び公衆衛生に関する知識蓄積及び寄生虫症の診断・予防技術の習得。
2. 食品由来や水媒介寄生虫病原体制御のための国家間情報ネットワークの構築。
3. 日系社会や現地における畜産や水産業の発展ための技術の習得。
日本の文化、社会及び国際的立場についてのより一層の理解。
③１）講 義：人と動物の共通寄生虫症、家畜及び魚類の寄生虫の診断予防法、寄生虫病の免疫診断法、ワクチン及び抗生
物質の概念と使用法の原則、原虫、蠕虫、衛生節足動物などの病原体同定及び検出法、医薬品使用と獣医倫理、GIS（Geo
graphical Information System）の応用による寄生虫症の制御などについて学ぶ。
２）実習：
1.糞便内虫卵検査（浮遊法、沈澱法、定量的検査法）。
/2.子虫培養（びん培養、濾紙培養、瓦版培養）、胃腸内線虫感染子虫の形態による種同定。
3.魚類寄生虫の観察と同定。 / 4.吸虫標本の作製と観察： 肝蛭、槍形吸虫、双口吸虫、膵蛭、日本住血吸虫など。
5.中間宿主貝体内の吸虫の発育観察： ミラシジウム、スポロシスト、レジア、セルカリア等。 /
6.条虫標本の作製と観察：ベネデン条虫、拡張条虫、単包条虫、多包条虫等。 / 7.ダニ類の観察と標本作製法：
マダニ、ヒゼンダニ、イエダニ等。/ 8.昆虫類の観察： ノミ、シラミ、ハジラミ、カ等。
9.血液のミクロフィラリアの診断法 / 10.分子生物学的手法(PCR、Real-time PCR、LAMP法等)
を用いた寄生虫病診断法。/ 11.赤血球凝集反応及び赤血球凝集抑制反応による寄生虫感染の診断法。
12.寄生虫感染に対する宿主免疫反応の観察
/３）見学：家畜保健所、家畜診療所、食肉衛生検査所、水産試験場、大学の研究センター等。
４）学会、セミナー：国内学会、研究室のセミナー参加 /５）発表：学内あるいは国内学会、最終日の研修報告

現職・資格・知識：生物学の基礎知識を持つ者、
畜産あるいは医療従事者または公衆衛生学に
関わる者、臨床検査技師や薬剤師の資格保持者等
学歴：不問
年齢：21以上
日本語能力：不問（来日してから日本語の勉強を
してもらう）
備考：研修受け入れ時期や期間については相談に
応じる。

①研修員が、日本の伝統工芸と最新デザインを理解し、日本のデザインの特質を学ぶことにより、日系人としてのアイデンテ
ィティーを向上させて、日本のデザインを取り入れた製品やパッケージのデザインができるようになる。更に、日系人社会及
び中南米社会全体に日本のデザインを紹介することにより、日本文化の普及に寄与する。
②デザイン分野は個人の興味の幅が広く、学ぶ対象も多様なものであるため、研修員個人にあわせた研修プログラムを作り
、織物、染物、焼物、漆器、木工品など研修員の専門分野について学ぶ。また、デザイン事務所等でのインターンシップを通
して、今日的な視覚伝達や製品をデザインする技術を習得する。
1.日本の伝統文化、伝統工芸技術の理解
デザイン学専攻の授業に参加して、各種重要文化財、京都市内にある各種伝統工芸工房視察を行うとともに、竹細工師、型
紙師などの伝統工芸の名匠に直接会い、日本の伝統文化に対する考え方について理解を深める。
2.
最新のモダンデザイン情報の収集と理解市内外の企業との製品開発プロジェクトや国内の展示会や講演会等への参加を通
して、現代日本の最新デザイン状況とその成果およびデザインの考え方を修得する。
3. デザインの実践活動による研修（実習プログラム）
プロジェクトベースラーニングによる研修を行う。具体的には、大学院授業での演習、研究室プロジェクトへの参画によって、
デザインコンセプトの立案、マーケティングとデザイン、基本デザインから実施デザインへの展開方法、製造方法とデザイン、
3D手法を駆使したデザイン表現技術、プレゼン技法とコミュニケーション、デザインワークにおける協業の方法などについて
研修する。
4. 大学院生との交流
デザイン学生たちとの交流を図り、将来のデザインを担う彼らのデザインアプローチを理解する事によって、日本のデザイン
発想の特質や傾向について理解を深める。

現職・資格・知識：パッケージデザイナー、商品
開発系グラフィックデザイナー
学歴：大卒（相当）
経験年数：デザイン分野の実務経験3年以上
年齢：2020年4月1日時点で満25～40歳
日本語能力：日本語能力試験3級以上か同等の能
力を有する者（重要）
他言語：通訳配置可能性無
教材：日本語or英語
備考：研修員一人一人に、大学院生をチューター
として配置し、学内外での研修から日常生活にわ 国立大学法人京都工 宇田川 顕子
kokusai@jim.kit.ac.jp
たって、丁寧なサポートを行う。

学校法人
麻布獣医学園
麻布大学

芸繊維大学

連絡先

黄 鴻堅
hkooi@azabu-u.ac.jp
http://www.azabu-u.ac.jp/

現職・資格・知識：日本語で研修受講が可能な語
学力を有していること。
永島 実緒子
学歴：大卒（相当）
（公財）ひろしま国
年齢：21-50
hicc12@hiroshima-ic.or.jp
際センター
日本語能力：N3以上（日常会話程度以上）

①1.「工房尾道帆布」における実習を通して尾道の地域産品（帆布）を活用した地域特産品の製造、販売、マーケ
ティング等の取組みを学び、帰国後の日系社会における地域資源の再発見・活用につながる力を養う。
2.「工房尾道帆布」や尾道の地域再生に取組む人々との交流を通じ、地域課題解決における住民の主体的な関
与の大切さや地域活性化の方策について知見を得る。
②1.研修員に、日本の地方コミュニティにおける課題（人口減少、アイデンティティ喪失、地域資源の活用等）が理
解される。
2.研修員に、「工房尾道帆布」の事例を通じて、地域資源の再発見と活用、地域特産品開発を通じた地域課題の
2020/11/21
解決、地域再生の知見が習得される。
3.研修員の母国において応用可能な技術、手法が整理され、具体的な活動計画が作成される。
③1.講義：「工房尾道帆布」における地域特産品開発と地域再生の取組み
2.実習・OJT：「工房尾道帆布」における地域特産品の製造、販売、マーケティング等
3.見学：関連他団体の施設・活動
4.演習・発表：研修成果の取り纏め、発表

現職・資格・知識：工芸、デザイン等の分野での
地域産品の開発に関心があること。経験があれば
、より高い研修効果を期待できる。
学歴：大卒（相当）
年齢：21-50
日本語能力：N3以上（日常会話程度以上）

2021/2/26

横浜

関西

https://www.kit.ac.jp/

①1.果樹（イチゴ、スモモ、ブルーベリー、モモ、ブドウ等）の先端的栽培及び収穫に係る技術を習得する、2.加工
技術と商品化、マーケティングのノウハウを習得する、3.観光果樹園の経営手法を習得する。
②1.果樹栽培及び収穫に係る技術の向上、、2.加工品の商品化、販売ルートの開拓、観光農園経営の成功。
2020/11/14 ③平田観光農園の業務に従事し、実習を積み重ねて技術を習得する。（最も重要な開花期の受粉から収穫まで
を研修する）

①最新の畜産学・獣医学の知見の習得と共に、高品質畜産物の生産現場での実習に基づき、生産と共に両立さ
せるべき繁殖管理も円滑に進めるための問題要因を抽出・解析する能力を習得し、新しい効率的な疾病予防、繁
殖、衛生管理等を含む総合体系を導入・展開するための基盤を習得する。
②1.高品質畜産物を生産する上で求められる最新の栄養学、生理学、衛生学等の獣医学、生産効率向上と繁殖
についての知識・知見の習得
2.国産牛肉の格付方法の習得
3.生産に関わる細胞や遺伝子について、分子レベルや細胞レベルでも家畜生産について考える能力の習得
4.牛肉生産施設訪問を通じた改善ポイントの習得
③1.最新の栄養学、生理学、衛生学等の講義と実習
2.牛肉の格付方法
3.生産に関わる細胞の培養や遺伝子発現解析
4.臨床獣医師養成用の実習参加
5.牛肉生産施設訪問

所管
センター

中国

http://hiroshima-ic.or.jp/

永島

実緒子

（公財）ひろしま国際センタ
hicc12@hiroshima-ic.or.jp
ー

中国

http://hiroshima-ic.or.jp/

現職・資格・知識：・基本的な動物についての知
識を身に付けていること。
・獣医師でなくても、畜産農家の子弟や畜産関係
者や就農希望者であれば可能。
・異文化の中で多くの人と一緒に働くための適応
力と協調性。
・好奇心旺盛で勉強好きであること。
学歴：大卒（相当）
山口大学
年齢：21-50
日本語能力：N4レベルが望ましい（英語でコミュ
ニケーションが出来れば問題ない）

阿部 絵后
sh031@yamaguchi-u.ac.jp
http://www.yamaguchiu.ac.jp/

中国

案件 コース
No.
種別

L27

長期 獣医医療（大動物）と再生医療

L28 長期

L29

L31

L32

L33

コース名

長期

長期

長期

長期

動物及び人の感染症の診断予防技
術

日本社会におけるビジネススキル
の習得

歯科矯正学

歯科補綴学

保険医療

人数 半
期

1

2

1

2

2

1

上

上

上

上

上

上

開始

2020/5/10

修了

①目標/②成果/③計画（内容）

①家畜生産ならびに保健医療に必要な知識と技術を習得する。
②1.産業動物（馬・牛）臨床獣医師に必要とされる知識と技術を習得する。
2.明日の保険診療ならびに家畜生産に役立つ知識と技術が向上する。
3.最先端の研究技術手法を学ぶことで、自ら新技術を創出できる技能を身につける。
4.中南米における日系人の地位向上に貢献する。
③1.講義：a. 専門的技術、福祉と倫理、自己啓発、診療記録の保管、健康と安全；b. 臨床管理とコミュニケーション；c.
鎮痛および麻酔；d.緊急サポート；e.画像診断；f.内科；g.一般外科；h.跛行診断およびスポーツ医学、； i.受精卵移植の原理、
体内受精卵；j.移植概論；k.体内受精卵の処理方法、受精卵の移植方法、；l.体内受精卵の最新処理技術、受精卵の移植の
最新技術；m.情報通信技術(ICT)を用いた牛群管理；n.スマート農業の実践方法； o.牛の個体識別情報と生産情報（繁殖成
績、乳量、疾病管理情報等）一元化システム管理
2020/11/13 2.実習：①乳牛の飼育・栄養に関する用語解説、飼料品質鑑定法、乳検データの評価、事例演習：牛群検診の準備、②アニ
マルウェルフェアとカウコンフォート、乳検データの見方と活用、貯蔵飼料の品質鑑定、③飼料給与診断と飼料設計(CNCPS)
、BCS、RFSの評価と活用、牛群検診現地実習、飼料給与診断と飼料設計(CNCP/AMTS)、④牛群検診・代謝プロファイルテ
ストの原理と活用、代謝プロファイルテストの診断、牧草の特徴と見分け方、乳牛疾病と酪農、⑤牛群検診結果の説明、総
合質疑、農家への結果説明と指導の実際、事例発表会
3.見学：山口県畜産総合技術センター、家畜保健衛生所、食肉加工施設、サファリランド、徳山動物園、山口県農業共済組
合、乗馬クラブ施設、牛酪農施設
4.学会・セミナー：日本獣医学会、日本ウマ科学会、中四国獣医学術集会参加
5.発表：学内、研修最終日

現職・資格・知識：本国における獣医師免許。日
本での大動物（馬・牛）の獣医臨床に興味のある
者が望ましい。
学歴：不問
経験年数：大卒（相当）
年齢：21-50
日本語能力：N3以上（日常会話程度以上）

①動物及び人の感染症をコントロールするための微生物取扱い技術、感染症診断技術を習得する。また、バイオ
セーフティ、バイオセキュリティについて知識を得る。
②病原体の取扱い及びその診断技術を習得する。
③感染症診断のための技術を習得する。
1.バイオセーフティとバイオセキュリティ；2.消毒と滅菌；3.ウイルスの形態観察；4.発育鶏卵の観察、ウイルス接種
；5.赤血球凝集反応（HA）、赤血球凝集抑制反応（HI）；6.初代培養細胞（鶏卵由来）の培養；7.株化細胞（浮遊細
胞と付着細胞）の培養と維持；8.細胞継代；9.ウイルス分離；10.細胞変性効果の観察；11.封入体の観察；12.ウイ
ルスの定量法（TCID50）；13.ゲル内沈降反応；14.ゲル内沈降反応の判定、中和試験；15.免疫染色によるウイル
ス抗原の検出と同定；16.ウイルス核酸の抽出；17.ウイルス遺伝子検出；18.細菌の取扱いと染色

現職・資格・知識：ウイルス分野での研究、実務
経験がある者が望ましい。
学歴：大卒（相当）
年齢：21-50
日本語能力：N4レベルが望ましい（英語でコミュ
ニケーションが出来れば問題ない）

2020/5/10

2021/2/26

2020/5/10

①島根県内の企業支援団体等での研修をとおし、日本企業における人材管理・経営方法等のビジネススキルを
習得する。
②日本の企業の経営マネジメント・経営戦略等のビジネススキルを現場で学ぶことで、母国での活動・企業経営
に活かすことが出来る。
2020/11/28
③島根県内の企業等でのインターン

2020/5/10

2020/5/10

2020/5/10

資格要件

2021/3/9

2021/3/9

連絡先

所管
センター

山口大学

阿部 絵后
sh031@yamaguchi-u.ac.jp
http://www.yamaguchiu.ac.jp/

中国

山口大学

阿部 絵后
sh031@yamaguchi-u.ac.jp
http://www.yamaguchiu.ac.jp/

中国

美藤 圭介
bitokeisuke@pref.shiamene.lg.
jp
http://www.pref.shimane.
lg.jp/

中国

田中 栄二
etanaka@tokushima-u.ac.jp
http://www.tokushimau.ac.jp/dent/

四国

松香 芳三
matsuka@tokushima-u.ac.jp
http://www.tokushimau.ac.jp/dent/

四国

森山 智彦
morimori@intmed2.med.kyus
hu-u.ac.jp
http://www.imed.med.kyush
u-u.ac.jp/en/index.html

九州

一般社団法人 とかち
地域活性化支援機構

現職・資格・知識：①ビジネス分野の基礎知識、
②企業での勤務経験1年以上、③日本語での研修
が受講可能な方
学歴：大卒（相当）
島根県
経験年数：1
年齢：21-50
日本語能力：日本語での研修が受講可能な方（日
常会話中級程度以上）

①矯正歯科治療に関する高度な技術の習得と最新の知見を学習する能力を身につける。
②・ 最新の矯正歯科技術（舌側矯正治療、インプラント矯正治療、外科的矯正治療）の習得
・ 顎顔面領域のMRI、CTなどの画像データを用いた診断技術の向上
・ 変形性顎関節症患者に対する治療技術の習得
③エッジワイズ法に関するタイポドント実習、教室主催のセミナーや論文抄読会への参加、および関連学会への
参加を予定。加えて、現在、当教室で遂行している研究（変形性顎関節症の病態解明と治療法の開発、ゲノム編
集技術、骨免疫学研究）にも参画してもらい、帰国後に母国で学位が取得できるような研究指導を行う。なお、本
件担当者は、日本矯正歯科学会の指導医・認定医、日本顎関節学会の専門医、指導医であり、厚生労働省の臨
床修練指導歯科医資格（外国人歯科医師指導資格）も有している。

現職・資格・知識：対象国における歯科医師免許
学歴：大学卒業
経験年数：3年以上の臨床経験があることが望ま
しい。経験3年未満の方の場合、臨床研修は日本
の法律により不可能である。
年齢：21以上
日本語能力：日本語または英語によるコミュニケ 徳島大学
ーションがある程度可能であること。
他言語：日本語または英語によるコミュニケーシ
ョンがある程度可能であること。

①歯科補綴治療に関する先進技術の習得と最新の知見を学習する能力を身につける。
②１．最新の歯科補綴治療技術（接着ブリッジ、インプラント義歯、CAD/CAM冠など）の習得
２．上下歯のかみ合わせの状態に対する診断技術の向上
３．口腔顔面痛に対する治療技術の習得
４．金属アレルギーの治療技術の習得
③教室主催のセミナー・論文抄読会・症例勉強会への参加、マネキンを用いた支台歯形成に関する実習、関連学
会への参加を予定している。また、現在教室で行われている研究（睡眠時ブラキシズムの解析、組織再生、金属
アレルギー解析、口腔顔面痛発症メカニズム）にも参画し、大学院進学が可能となるように研究指導を行う。なお
、受け入れ担当者は、日本補綴歯科学会、日本顎関節学会、日本口腔顔面痛学会、日本口腔リハビリテーション
学会の指導医である。

現職・資格・知識：対象国における歯科医師免許
学歴：大学卒業
経験年数：3年以上の臨床経験があることが望ま
しい。経験3年未満の方の場合、患者を実際に治
療する臨床研修は日本の法律により不可能である
。
年齢：21以上
徳島大学
日本語能力：日本語または英語によるコミュニケ
ーションがある程度可能であること。
他言語：日本語または英語によるコミュニケーシ
ョンがある程度可能であること。

①世界トップレベルの日本の内視鏡診療の現状を把握し、最新機器を用いた早期胃癌の発見法と治療法を学ぶ
②1.日本の内視鏡診療で用いる機器や知識を習熟できる
2.ブタ切除胃を用いた治療内視鏡のシミュレーション学習により、治療内視鏡の技術とコツを学ぶ
3.帰国後の自国における具体的な活動計画を作成する
4.インターネットを用いて日本と自国の遠隔医師教育講座を開催し、継続的な医療教育を行うことで自国における
早期胃癌の診療レベル向上に寄与する
2020/11/11 ③1.講義：最新の内視鏡診断や内視鏡治療に関する論文の討論会への参加
2.見学：九州大学病院および関連施設における内視鏡検査の見学と討論
3.実習：ブタから切除した臓器を用いた内視鏡治療の実習
4.学会参加：日本消化器内視鏡学会や日本消化器病学会を中心とした学会、研究会への参加
5.発表：医学部内で研修内容を発表

現職・資格・知識：医師
臨床経験3年以上
内視鏡経験1年以上
学歴：医学部
経験年数：臨床経験3年以上
年齢：21-45若手
日本語能力：不問
国立大学法人九州大学
推奨：日常会話
他言語：技術研修は英語対応可
備考：宿舎は外国人研究員等宿泊施設（馬出）を
予定。立地や設備等についてはHP（http://www.i
sc.kyushuu.ac.jp/supportcenter/en/housing/internation
al_residents）参照。

案件 コース
No.
種別

S01

S02

S03

S05

S07

短期

短期

短期

短期

短期

コース名

地域を基盤とした高齢者支援システ
ム

リモートセンシング技術による農地
、森林、環境資源管理とモニタリン
グ

食品科学と栄養管理

「日系アイデンティティ涵養・日系史
教育教材作成」演習（その１）

高齢者福祉におけるケアシステムと
人材育成

人数 半
期

3

3

2

2

4

上

上

上

上

上

開始

2020/5/10

上半期の日
程のいずれ
かで相談可
能

2020/5/10

2020/5/10

2020/6/21

修了

①目標/②成果/③計画（内容）

資格要件

連絡先

所管
センター

星槎道都大学

学長補佐
飯浜 浩幸
hiihama@seisa.dohto.ac.jp
https://www.seisadohto.a
c.jp/

札幌

酪農学園大学

教授
金子 正美
tech@rakuno.ac.jp
http://en.rakuno.ac.jp/

札幌

酪農学園大学

教授
石井 智美
ishii@rakuno.ac.jp
http://en.rakuno.ac.jp/

札幌

太田 亨
akirao@staff.kanazawau.ac.jp
https://www.kanazawau.ac.jp/

北陸

武山 雅志
sogocen@ishikawa-nu.ac.jp
http://www.ishikawa-nu.ac.jp/

北陸

一般社団法人 とかち
地域活性化支援機構

①地域で提供されるフォーマル・インフォーマルな社会資源などを理解し、高齢者とその家族を支える介護システ
ム構築の知見を習得する。
②１．日本の高齢者福祉制度の概要について理解する。
２．要介護高齢者の日常生活を支える地域を基盤とした高齢者支援システムについて理解する。
３．認知症高齢者とその家族の地域支援の取り組みについて理解する。
４．帰国後、地域を基盤とした高齢者支援システムの一端を地域で提供できるためのスキルを修得する。
③1.講義：①日本の高齢者福祉制度の概要；②地域を基盤としたソーシャルワーク；③要介護高齢者の日常生活
2020/6/11 を支える支援の在り方；④認知症高齢者とその家族の地域支援の取り組みへの理解
2.演習：面接技法、高齢者福祉分野における相談援助事例研究、日系社会と日本の比較研究
3.実習：地域包括支援センターや認知症カフェ等でのソーシャルワーク実習
4.実習の振り返り：現地課題への応用を検討
5.学内セミナー：研修成果を発表（教職員、学生、福祉施設職員、市民参加予定）

現職・資格・知識：日系社会で医療・保健・福祉
分野に携わっている
学歴：不問
経験年数：1
年齢：21以上
日本語能力：日常会話

①農業、森林、環境管理に必要なGIS技術、GPS技術、マイクロ波リモートセンシング技術、ドローンの活用技術を
習得する。
②１．GIS技術：GISソフトArcGISの基本的な操作、解析手法を習得する。
２．GPS技術：GPSによる農地計測、デジタルカメラとGPSを利用した農地管理。野生動物へ装着するGPSによる
野生動物の行動解析手法を習得する。
３．リモートセンシング技術：ドローン、ErdasImagine、ENVI、SNAPなどリモートセンシングソフトを利用し、Sentinel1、Landsat、 Alosなどの人工衛星画像や空中写真などから、緑地抽出手法、収量予測手法などを習得する。
研修開始か ③環境GIS研究室、環境リモートセンシング研究室において開講している高度なGIS技術を習得する専門演習に
ら約3ヶ月 参加し、技術の向上を図る。また、出身国（地域）の実際のGISデータ、衛星画像等を使い、ソフトの操作方法のみ
ならず、GISデータを収集整備する。また、GIS,リモートセンシングを活用した森林管理（REDD）や野生動物管理に
関するJICA研修へも参加し、研究及び情報交流を図る。
なお、使用する機器及びソフトの一部は、帰国後にも利用できるよう、本学が提供する。
また、本研修では、英語による講義も行われるため、必要最低限の日本語能力で十分である。
詳しくは、様式―１のE-mail:tech@rakuno.ac.jpに直接問い合わせ下さい。

現職・資格・知識：表計算ソフトの操作など、基
本的なコンピュータ操作が可能なこと。(リモー
トセンシングソフトの操作については問わない）
学歴：不問
年齢：21以上
日本語能力：意思疎通ができる
他言語：日本語または英語

①日本の家庭料理、専門料理に関する技術を習得し、日本の食文化に対する造詣を栄養学的見地から深めるこ
と。
②日本の家庭料理、専門料理を栄養学、食品科学、調理学の見地から体系的に学び、理解を深め技術を習得す
る。帰国後日系社会の年齢層に合った食と健康への関心を高める料理講習会、各種講演会を運営し、日系社会
へ寄与する。特に高齢者施設の和食献立のレシピを増やし、食欲増進を栄養学的に計れることを目指す。
2020/6/28
③研究員の希望を聞きつつ、日本の家庭料理、専門料理の料理法を習得する。食と健康に関する演習を行う。日
系社会の食材を考え、だしの取り方、調味方法の工夫、検討を行う。調理、献立作成支援を行う。伝統的な日本
の食の研修旅行（京都）も行う。詳しくは様式１のEメール；ishii@rakuno.ac.jpに直接問い合わせください。

現職・資格・知識：栄養や料理に関心を持ってい
ること
学歴：不問
年齢：21以上
日本語能力：日本語能力試験N2以上が望ましい

①日系文化継承教育のための教材制作テーマに関する研修を行うとともに、日本の歴史や文化、社会的背景、
現代日本の実情などについて体験を交え深く理解する。研修で得られた成果を発表、公表し、当該国の日系文化
継承教育のために活用する
②１）日本だからこそ入手可能な視覚教材資料の探索と収集
２）教材制作に係る各種スキル
３）日系子弟への教育技能のスキルアップ
４）日本文化、日本史、現代日本社会の実情などについて、体験学習を交えた深い理解
５）成果のプレゼンテーション
６）成果の母国日系社会への広く効果的な還元
2020/7/20 ③１）講義：本文化概論、日本史、日本文化史、日本社会概論等
２）実習：日本文化、社会プログラム、日本伝統芸能演習等
３）見学：学校、文化施設等
４）学会・セミナーへの参加
５）成果発表

現職・資格・知識：次のいずれかの形で日本文化
継承教育にかかわるか今後携わる予定がある者
１）日系文化継承教育またはその教材制作に携わ
る者
２）所属において中堅的人物であること
３）具体的な希望教材制作テーマに関するアイデ
アを持っていること
４）パソコン、電子メール操作に支障がないこと
学歴：不問
経験年数：3
年齢：21以上
金沢大学
日本語能力：日常的な対応ができること（JLPT
N4程度以上が望ましい）
英語能力：講義受講や発表ができること（CEFRレ
ベルB2以上が望ましい）
備考：年間1コースの受入れを想定しており、上
期に応募者があり成立した場合、下期は応募者が
あっても実施しない。

⑴高齢者福祉制度や日本の伝統的な文化、ケアシステムについて講義で学びつつ、地域の高齢者施設、デイサ
ービスなど多様な機関を視察し、高齢者福祉対策の組織的な対応を行うための仕組みや機能の重要性について
幹部層の（知識と）意識の向上を促進する。
⑵① 日本における高齢者福祉施策についての理解
② 日本の高齢者福祉制度についての理解
③ 要支援、要介護者へのケアシステムについての理解
④ 自国における高齢者福祉活動への組織的支援に向けての意欲
⑶短期間の研修であることから、高齢化社会、高齢者福祉、ケアシステムをキーワードとした関連施設の視察と
2020/7/12 講義を取り入れたプログラムとした。高齢者福祉制度や日本の文化、ケアシステムなどを講義で学びつつ、地域
の高齢者施設、デイサービスなど多様な機関を視察し、その実際について学ぶ。
①日本の高齢者福祉や高齢者の尊厳に関する文化の理解
②要介護者を支援するためのケアシステムについての理解
③在宅ケア、訪問看護・介護と家族支援についての理解
④健康保険事業と高齢者の環境と支援事業・システムの理解
⑤地域における介護予防と在宅ケアシステムについての理解

現職・資格・知識：健康状態に課題がない
学歴：不問
経験年数：不問
年齢：21以上
日本語能力：中級（Ｎ２レベル・会話重視）
日本語の講義が理解できる事

石川県公立大学法人
石川県立看護大学

案件 コース
No.
種別

S10

S11

S12

S13

S23

短期

短期

短期

短期

短期

コース名

都市・開発（環境関連施設の計画・
設計技術）

日系医学Ⅰ

日系歯学Ⅰ

日系保健福祉Ⅰ

内視鏡を用いた日本式早期がん検
診と治療

人数 半
期

1

2

2

2

3

上

上

上

上

上

開始

上半期の日
程のいずれ
かで相談可
能

修了

8/7
9/25

①目標/②成果/③計画（内容）
⑴１．研修員は、日本で普及しているインフラ・環境開発（漁港・港湾・海岸、廃棄物処理施設等）に関する、調査
から計画・設計に至る基本的な流れを理解する。
２．研修員は、上記①の事例について実地にて見学し、理論と実践のつながりを理解する。
⑵①研修員が、弊社の業務工程に応じて、「調査」または「施設計画」、「基本設計」の中で特定の段階を選択し業
務を可能な限りOJTで経験することで、建設コンサルタント業務の川上から川下に至る「基本的な流れ」を理解す
る。
②研修員が、業務にて必要となる支援ツール（AutoCAD、ArcGIS、等）に関して、これらを用いた計画・設計技術
を理解する。
③研修員が上記技術を習得する事により、自国での類似業務において、従来手法の問題点把握と改善策検討に
役立てることが可能となり、またそのノウハウを現地に水平展開することができる。
⑶１．講義；日本のインフラ技術の現状と動向について
２．実習・OJT；漁港・港湾・海岸の施設、廃棄物処理施設などの調査・計画・設計実習
３．見学；関東地域の設計・研究開発現場及び
愛媛県畜産試験場、島根県畜産試験場など（予定）

資格要件

一般社団法人 とかち
地域活性化支援機構

現職・資格・知識：高卒・大卒（建設系・環境系
）又は卒業予定者
学歴：高卒・大卒（建設系・環境系）又は卒業予
定者
経験年数：建設分野（建設会社、建設事務所等）
の技術者、実務経験なしも可
年齢：21以上
株式会社
厳 駿
日本語能力：N5～N4以上
（N3以上が望ましい）
プライア・コンサルタ hayao@praia.co.jp

ント

①研修員が、医学における各専門分野の最先端技術に関する知識及び技術を習得する。
②1．研修員に、各専門分野における最先端医療の知識が向上される。
2．研修員に、各種医療機器の操作技術が習得される。
3．研修員に、各専門分野における診断技術が習得される。
4．研修員に、各専門分野における手術技法が習得される。
5．研修員に、術後ケアに関する知識及び技術が習得される。
上半期の日
研修開始日 6．研修員が、研究ネットワークを構築する。
程のいずれ
から3カ月以 ③1．臨床例による座学
かで相談可
内
2．OJTによる診断技術
能
3．医療機器の操作技術
4．手術見学
5．現地の臨床例の研究・評価
6．学会参加・発表

現職・資格・知識：大学等研修受入機関の内諾を
得ていること
学歴：大学医学部卒
経験年数：1
年齢：21以上
日本語能力：原則、日本語で実施
他言語：研修実施場所において英語での研修が可
能であり、かつ英語での研修の実施を希望する場 公益財団法人
合は応相談
海外日系人協会

①研修員が、歯学における各専門分野の最先端技術に関する知識及び技術を習得する。
②1．研修員に、各専門分野における最先端医療の知識が向上される。
2．研修員に、各種医療機器の操作技術が習得される。
3．研修員に、各専門分野における診断技術が習得される。
4．研修員に、各専門分野における手術技法が習得される。
上半期の日
5．研修員に、各専門分野における術後ケア関する知識及び技術が習得される。
研修開始日
程のいずれ
6．研修員が、研究ネットワークを構築する。
から3カ月以
かで相談可
③1．各専門分野における最先端医療の知識向上
内
能
2．各種医療器具の操作技術
3．診断技術
4．手術技法
5．術後ケア
6．研究ネットワーク構築

現職・資格・知識：大学等研修受入機関の内諾を
得ていること
学歴：大学歯学部卒
経験年数：1
年齢：21以上
日本語能力：原則、日本語で実施
他言語：研修実施場所において英語での研修が可
能であり、かつ英語での研修の実施を希望する場 公益財団法人
海外日系人協会
合は応相談

①研修員が、保健福祉における各専門分野の最先端技術に関する知識及び技術を習得する。
②1．研修員に、各専門分野における最先端医療福祉の知識が向上される。
2．研修員に、各種医療器具等の操作技術が習得される。
3．研修員に、各専門分野における診断技術が習得される。
4．研修員に、各専門分野における指導技術が習得される。
5．研修員が、研究ネットワークを構築する。
上半期の日
研修開始日 ③1．各専門分野における最先端医療福祉の知識向上
程のいずれ
から3カ月以 2．各種医療器具等の操作技術
かで相談可
内
3．診断技術
能
4．指導技術
5．マネージメント
6．研究ネットワーク構築

現職・資格・知識：医療福祉分野の専門教育を受
けている者またはそれに準ずる能力を有する者、
大学等研修受入機関の内諾を得ていること
学歴：不問
経験年数：1
年齢：21以上
日本語能力：原則、日本語で実施
他言語：研修実施場所において英語での研修が可 公益財団法人
能であり、かつ英語での研修の実施を希望する場 海外日系人協会
合は応相談

2020/6/21

2020/7/8

①研修員が日本式の早期がん検診について充分に理解し、経内視鏡の診断・治療技術を向上させること。
②1. 日本における内視鏡を用いた早期がん発見、診断および治療にかかる制度の概要を理解する。
2.研修実施機関および副研修実施機関での症例見学、模擬実技研修を通じ、日本の最先端の内視鏡症例環境
を学ぶとともに、経内視鏡の診断・治療技術を向上する。
3. 研修実施機関の関係者との人脈形成を通じ、研修後の継続的な情報交換が期待される。
4. 研修員が、各国における日本式早期がん検診の啓蒙活動計画を作成する。
③1. 講義；日本における内視鏡を用いた早期がん発見、診断および治療にかかる制度概要 等
2. 見学；病院（日本式早期がん検診制度の紹介と症例立会い、内視鏡診断・治療技術の教育）
3. ディスカッション；研修最終日前日（テーマ：各国の日本式早期がん検診の啓蒙活動計画）
4. 発表；研修最終日（テーマ：今回の学びならびに上記啓蒙活動計画の発表）

連絡先

現職・資格・知識：軟性内視鏡を使った医療行為
に従事している医師
学歴：不問
経験年数：軟性内視鏡を使った医療行為経験
最低5年以上（基礎知識、知見が必要なため）
年齢：21以上
他言語：専門領域に関する会話が英語で問題なく
富士フイルム
行える
備考：・研修期間中は、より効率的な研修をサポ 株式会社
ートすべく、当社社員が最低1名付き添うことが
可能。
・研修員応募の際には、選考時必要書類として認
定証またはCURRICULUM
VITAEを応募者に提出頂く。
・宿舎は受け入れ先近辺ならびに都内ホテルを予
定。

所管
センター

横浜

www.praia.co.jp

水上 貴雄
kenshu@jadesas.or.jp
http://www.jadesas.or.jp/

横浜

水上 貴雄
kenshu@jadesas.or.jp
http://www.jadesas.or.jp/

横浜

水上 貴雄
kenshu@jadesas.or.jp
http://www.jadesas.or.jp/

横浜

島田 咲
saki.shiamda@fujifilm.com
https://www.jichi.ac.jp/e
nglish/about/hospital.ht
ml

横浜

案件 コース
No.
種別

S27

S29

S31

S34

S36

短期

コース名

ネットワークテクノロジー（基礎）

短期 鍼灸学

短期

短期

観光果樹園経営及び果樹栽培技術
研修

言語と文化の継承と教育技術向上
実践

短期 早期胃癌の内視鏡診断と治療

人数 半
期

1

2

1

2

3

上

上

上

上

上

開始

2020/6/21

2020/6/21

2020/5/10

2020/6/21

2020/5/10

修了

①目標/②成果/③計画（内容）

①ネットワークに関わる基礎知識を習得（経験）させる
②ネットワークエンジニア（初級）として活躍が出来るスキルレベルの習得
③1．基礎座学等
LAN基礎技術、TCP/IP基礎技術、ルーター技術基礎、スイッチ技術基礎、Wifi技術基礎、Voip技術基礎
2．ネットワークデザイン
ネットワークデザイン技術基礎、ネットワーク設計、Wifi設計(Survey)
3．ソリューション
2020/9/30 ヒアリング、問題・課題抽出、問題解決、提案、積算
4．メンテナンス
保守・サービス管理
5.設備見学等
交換設備（所内）、線路設備（光・地下・とう道）、ネットワーク監視センター、他

2020/9/19

2020/7/18

2020/7/22

2020/6/13

資格要件

一般社団法人 とかち
地域活性化支援機構

連絡先

現職・資格・知識：特に定めない
学歴：不問
経験年数：実務1年以上が望ましい（ネットワー
クの初歩知識を所有）
年齢：２０～４０歳程度が望ましい
日本語能力：研修/OJTにおいて日常会話に支障が
上田 則明
無い程度
(うえだ のりあき)
教材:日本語(CCNAの教材は英語)
株式会社NTTフィールド
noriaki.ueda.bz@west.ntt.
備考：OJT形式での研修となるので、自発的に自
テクノ関西支店
ら知識向上・習得に向け実施することが必要。OJ
co.jp
T実施内容により、研修場所/カリキュラムが変更
https://www.ntt-ft.jp/
になる場合がある。

①鍼灸学についての基本的な知識の再確認を行い、次に高度な知識及び技術を習得し、更には最新の知識・技
術の習得を通じて、鍼灸学に関わる考え方、学ぶ力を身につけ、帰国後の中南米社会で研修成果を社会還元す
る。
②鍼灸学全般に係わる基礎的な知識の確立。日本で行われている伝統的な鍼灸治療についての概要を理解で
きる。
高度な知識の習得及び鍼灸臨床技術についての現場の実地見学などの機会を通じて、知識及び技術力の向上
を行い、帰国後は自国での治療に利用する。
③関西医療大学付属鍼灸治療所において、伝統的鍼灸治療法、現代医学的鍼灸治療法、トリガーポイント療法、
その他、皮内鍼法、良導路自律神経調整療法、特殊鍼法（耳鍼、頭皮鍼、髪際鍼、手背鍼）などを専任教員の指
導下で学習する。（但し、患者さんへの治療は行なわない実習である）

現職・資格・知識：・医療系（鍼灸を含む）の資
格を有していることが望ましい。
・鍼灸学を既にある程度習得していることが望ま
しい。
学歴：医療系の大学を卒業していることが望まし
い。
経験年数：不問
年齢：21以上
関西医療大学
日本語能力：日本語の高い理解力が必要である（
日常会話がある程度できる）
備考：お問い合わせは件名を（JICA研修員問い合
わせ）として、yoshioka@kansai.ac.jp（吉岡正
樹）へ、メールで送付してください。（日本語ま
たは英語でお願いします。）

①1.果樹（イチゴ、スモモ、ブルーベリー、モモ、ブドウ等）の先端的栽培管理技術を習得する。
2.加工技術と商品化、マーケティングのノウハウを習得する。
3.観光果樹園の経営手法を習得する。
②1.果樹栽培管理技術の向上。
2.加工品の商品化、販売ルートの開拓、観光農園経営の成功。
③平田観光農園の業務に従事し、実習を積み重ねて技術を習得する。（最も重要な開花期の受粉技術を習得す
る）

現職・資格・知識：日本語で研修受講が可能な語
学力を有していること。
学歴：大卒（相当）
年齢：21-50
日本語能力：N3以上（日常会話程度以上）

①地域の歴史、文化、慣習、言語（方言）の継承とその教育方法の技能習得並びに日本の国語科指導教育に関
する知識の習得と教育実践力の向上
②１.文化の継承を担う教師としての実践技術；２．言語の継承を担う教師としての実践技術；３．文化と言語の記
録のための理論と技能
③1. 日系日本語担当教員としての専門知識と実践力の向上
１）外国語としての日本語および国語科指導法に関する理論について（講義）
２）外国人学習者に対する日本語指導実践（本学留学生や在住外国人に対する日本語授業の見学・授業実習）
３）日本語教員・国語科教員経験者を交えた授業づくりに関する実践研究
４）高知県下の小学校、中学校、高等学校での国語科授業見学
５）指導のための教材開発と模擬授業
６）読み聞かせ（朗読）技術の向上
2. 地域文化の継承について: １）地域言語（方言）の保存と継承 / ２）講義・聞き取り調査への参加 /
３）地域の歴史、文化財の保護と保存について知る
講義・博物館・実地見学：高知県の歴史、意味の歴史；地域経済、地域振興への取り組み；建築物、文化財
保存への取り組み
3．研修のまとめとして一日の振り返りを行う。また、高知県立大学在学の日本人学生並びに外国人留学生との
文化継承に関するディスカッションや修了時には研修のまとめとしてのプレゼンテーションを実施し、研修成果を
評価する機会を設ける。加えて、協力を受けた諸機関の方々も招き、研修成果の確認、今後の課題等について
意見交換を行い、研修プログラムとしての質の向上を図る。

現職・資格・知識：日系移住者子弟の教育を目的
として設立された日系学校に勤務する教師
学歴：不問
経験年数：1～３年（授業時間：300時間以下）
年齢：21以上
日本語能力：Ｎ３程度（以上）（全講義、日本語
実施されるため）

①世界トップレベルの日本の内視鏡診療の現状を把握し、最新機器を用いた早期胃癌の発見法と治療法を学ぶ
②1.日本の内視鏡診療で用いる機器や知識を習熟できる
2.ブタ切除胃を用いた治療内視鏡のシミュレーション学習により、治療内視鏡の技術とコツを学ぶ
3.帰国後の自国における具体的な活動計画を作成する
4.インターネットを用いて日本と自国の遠隔医師教育講座を開催し、継続的な医療教育を行うことで自国における
早期胃癌の診療レベル向上に寄与する1.日本の内視鏡診療で用いる機器や知識を習熟できる
2.ブタ切除胃を用いた治療内視鏡のシミュレーション学習により、治療内視鏡の技術とコツを学ぶ
3.帰国後の自国における具体的な活動計画を作成する
4.インターネットを用いて日本と自国の遠隔医師教育講座を開催し、継続的な医療教育を行うことで自国における
早期胃癌の診療レベル向上に寄与する
③1.講義：最新の内視鏡診断や内視鏡治療に関する論文の討論会への参加
2.見学：九州大学病院および関連施設における内視鏡検査の見学と討論
3.実習：ブタから切除した臓器を用いた内視鏡治療の実習
4.学会参加：日本消化器内視鏡学会や日本消化器病学会を中心とした学会、研究会への参加
5.発表：医学部内で研修内容を発表

現職・資格・知識：医師
臨床経験5年以上
内視鏡経験3年以上
学歴：医学部
経験年数：臨床経験5年以上
年齢：21-55ベテラン
日本語能力：不問
推奨：日常会話
国立大学法人
他言語：技術研修は英語対応可。
備考：宿舎は外国人研究員等宿泊施設（馬出）を 九州大学
予定。立地や設備等についてはHP（http://www.i
sc.kyushuu.ac.jp/supportcenter/en/housing/internation
al_residents）参照。

吉岡 正樹（よしお
か まさき）
yoshioka@kansai.ac.jp
http://kansai.ac.jp/

永島 実緒子
（公財）ひろしま国
hicc12@hiroshima-ic.or.jp
際センター
http://hiroshima-ic.or.jp/

高知県立大学

所管
センター

関西

関西

中国

向井 真樹子
mukai@cc.u-kochi.ac.jp
http://www.u-kochi.ac.jp/

四国

森山 智彦
morimori@intmed2.med.kyus
hu-u.ac.jp
http://www.imed.med.kyush
u-u.ac.jp/en/index.html

九州

案件 コース
No.
種別

S39

S40

コース名

短期 高齢者看護

短期 建築設計（意匠・構造及び設備）

人数 半
期

3

1

上

上

開始

2020/5/10

2020/6/21

修了

2020/6/21

2020/7/21

①目標/②成果/③計画（内容）

資格要件

①研修員が、自国において、高齢化する日系移民に対し適切な看護を提供するために、高齢者看護の特性を修
得する。
②1.高齢者総合機能評価（comprehensive geriatric assessment, CGA）を講義、演習を通して理解する。
2.日本の病院において高齢者看護の実際を見学実習を通して学ぶ。
3.認知症高齢者に対するユマニチュードとは何かを講義から学ぶ。
4.日本の病院や高齢者施設において、ユマニチュードの実践方法を習得する。
5.帰国後、研修員自身が高齢者に対し看護を行う際に、研修をもとに十分な工夫ができるようになる
③1.講義：老年看護論、①高齢者のアセスメント、総合機能評価(CGA)、②疾患を持つ高齢者の看護（感染症、ほ
か）。ユマニチュード、など
2.演習：高齢者のアセスメント、総合機能評価(CGA)
3.実習：総合病院の高齢者が多い病棟と高齢者施設において高齢者看護の実際を見学を通して学ぶ

現職・資格・知識：出身国の看護師免許
学歴：看護教育
経験年数：臨床経験3年以上
年齢：21-50
日本語能力：N3レベル
他言語：英語での「技術研修」は、相談可

①研修員が、建築の設計に関して、建物の機能性、安全性、適切な避難、耐震、環境、及び設備等、そして施工
監理においての基本的なことを習得する。
②1．日本での建築設計内容の全般や安全に関する日本や米国の規準などの学習をする。
2．環境設計に関する日本のCASBEEや米国のLEEDについて学習する。
3．研修員の希望する建築設計意匠、構造（耐震も含めて）、及び設備分野の研修を行う。
③1.講義・実習：・建築設計・施工管理に必要な技術（例：気候、地震及び台風や暴風対策等）の習得。
・日本の建築基準法、CASBEE（建築環境総合性能評価システム）、米国のNFPA101 Life Safety Code
やLeed（米国建築環境性能評価認定システム）等の学習。
2.見学： 沖縄県内の各種建築物の見学
3.討議・演習：ジョブレポート、アクションプラン

現職・資格・知識：建築学科または都市計画科
学歴：大卒
経験年数：2
年齢：21-50
日本語能力：不問
他言語：英語・西語

★学科主任教授の内諾書が必要である。
他コースについては、受け入れ先と研修内容を確認する必要があります。（受け入れ先とのメール交換は必ず研修申込書に添付すること。）

一般社団法人 とかち
地域活性化支援機構

聖マリア学院大学

連絡先

秦野 環
hatano@st-mary.ac.jp
http://www.st-mary.ac.jp

城間 俊
株式会社 具志堅建築 suguru.shiroma@gushiken
設計事務所 宜野湾支 a-e.net
所
http://gushikenae.com/index.html

所管
センター

九州

沖縄

