Program
第1回
第1部

2013年11月10日（日）12：30〜16：30

秋冬シリーズ

会場：高松市男女共同参画センター

参加費：無料

定員：30名

感じよう、ふれあおう、楽しもう、モルディブ♪ 〜JICA研修員と交流しよう〜
「青年海外協力隊トーク☆モルディブ隊員の体験談を聴こう」
やま うち

ま
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第1部

「モルディブからの研修員と交流しよう」

2013年12月8日（日）13：00〜16：30

会場：アイパル香川

参加費：無料

第1部
第2部
特別
プログラム

会って、聴いて、話そう！国際キャリア講座 ①

男木島で国際交流！

留学生と

国連やUNICEF
（ユニセフ）
の仕事について知ろう！
香川県国際交流協会について知ろう！
国際交流員 辛さん
（韓国）
、楽さん(中国)と交流しよう！

第3回8日（木）

2013年8

月

「瀬戸内国際芸術祭」
！
へ行こう

コロラド州立大学からの留学生と交流しよう！
（希望者のみ参加）

第2回日（日）

7
2013年7月

第1部
第2部

会って、聴いて、話そう！国際キャリア講座 ②

JICA
（ジャイカ）
の仕事について知ろう！ パラグアイの水筒
「テルモ」
世界のティータイム紹介
〜香川県出身青年海外協力隊OBと交流しよう〜

定員：30名

「身近にあるNGOの活動や自分たちにできることについて知ろう」
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新田 恭子さん（写真左）

mege
夏シリーズに参加してくれた
Sum
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大須賀 愛衣さん
（香川誠陵高校 3年生）
からのメッセージです。
r

アイパル高校生カレッジ夏シリーズに参加して、国連や
ユニセフ、JICAの仕事について知るとともに現在の開発
途上国の現状についても学ぶことができました。また、
全講座を通して年齢、国籍を問わずたくさんの仲間が
できました。秋・冬シリーズが楽しみです！

「大学生と交流！〜大学生が行っている国際協力・国際交流活動について知ろう〜」
フェアトレードやTABLE FOR TWO※の促進等、
国際協力・国際交流の分
野で活動する大学生のみなさんの体験談を聴き、
自分たちにできることにつ
いて考えましょう。大学生との交流タイムでは、
フェアトレードのカンボジアコー
ヒー＆スイーツを楽しみながら、
大学生活についてもいろいろ質問できます！

※TABLE FOR TWO
開発途上国の飢餓と先進国の肥満や生活習慣病を同時に解消しようとする特定非営利活動法人
「TABLE FOR TWO International」の取組。ヘルシーな食事・食品を先進国で販売し、
その代金の一
部を途上国の給食支援に充てる社会貢献活動で、
2007年に日本で始まり、
海外にも広がっている。

第3回

月16

会って、聴いて、話そう！国際キャリア講座
講師：新田 恭子さん [公益社団法人セカンドハンド 創設者]
香川県に本部を置く国際協力NGOセカンドハンド。セカンドハンドでは、
地域のボランティアが支えるチャリティーショップや寄付等から得られた資
金を活用して、主にカンボジアの女性や子どもたち、
また、医療現場等へ
の支援活動を行っています。今回は、
その創設者である新田さんに、
カン
ボジアとの出会い、
セカンドハンドを立ち上げた思い、
これまでの活動と
いったご自身の体験談を、NGO等の市民団体や私たち一人一人が地域
の中でできることという点を含め、
お話しいただきます。

第2部

第1回日（日）

2013年6

山内万裕美さん（写真中央）

日本の地域保健医療について学ぶため、
JICA研修員としてモルディブから訪
れる行政職員や医療関係者約10名と交流します。
ゲームやグループに分かれ
ての会話等を通して、
モルディブや世界の現状等について理解を深め、
自分と
のつながりについて考えましょう。英語でのコミュニケーションにも挑戦できます！

第2回

夏シリーズでは、県内の17の高校から約50名が、以下の3回の講座に参加しました！

み

講師：山内 万裕美さん [松山赤十字病院 医療社会事業課 災害救護係勤務]
インド洋に浮かぶ約1,200の島々からなる国、
モルディブ。そのモ
ルディブで青年海外協力隊員
（職種：看護師）
として2年間活動した
経験をもつ山内さんの体験談を聴き、青年海外協力隊員としての活
動や異文化での生活体験等について学ぶとともに、
モルディブが抱
える問題や国際協力について考えましょう。
第2部

夏シリーズ開催報告

アイパル高校生カレッジ2013

2013年12月22日（日）13：00〜16：30

会場：アイパル香川

（飲食代含む） 定員：30名
参加費：500円

クリスマス国際交流DAY！ 〜いろんな国の人とクリスマスを楽しもう〜

香川県に住む異なる国の方々をゲストに迎え、
それぞれの国のクリスマスにつ
いてご紹介いただきます。
クリスマスならではのスイーツの試食やゲーム等を体験
しながら、
それぞれの国でクリスマスがもつ意味やさまざまな習慣等を学びましょう。
いつもとはちょっと違うクリスマスを楽しみませんか。
交流ティータイムには、今年ボランティアや海外研修等の活動に取り組んだ高
校生の体験談を予定しています。
※なお、
ゲームの中でプレゼント交換を行いますので、
参加費とは別に300円くらいのプレゼントをご準備ください。
参加者には、後日、詳しいご案内をお送りします。

※今回のシリーズと夏シリーズを通して全6講座に参加した人には、
「アイパル高校生カレッジ」
修了証をお渡しします。

「ボランティア体験メニュー」
について
3回の講座とは別に、延べ18名が以下のボランティア体験メニューに取り組みました。
●アイパル高校生カレッジ（香川県国際交流協会）
●アイパルこどもにほんご教室（香川県国際交流協会）
●粟島国際交流プロジェクト
（香川大学インターナショナルオフィス）
●国際協力カフェ
（セカンドハンド・ユース）
●セカンドハンド通信発送作業（セカンドハンド）
●海外技術研修生の研修現場サポート
（オイスカ四国研修センター）
※（ ）内は主催団体

ボランティア活動を体験した木村 有希さん（高松高校 1年生）の感想です。
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私は、将来、獣医師として開発途上国の家畜や自然と関わる仕事がしたいと考えています。そこで、今から外国の人と
農業などを通して交流することはできないものかと思っていたときに、高校生カレッジのボランティア体験メニューの一
環として「オイスカ四国研修センター」という組織でボランティアができることを知りました。
オイスカは、途上国の農村開発や人材育成などを行っているNGOで、その研修センターの一つが綾川町にあります。
そこでは、主に東南アジア、大洋州の国から来た人々が日本の農業を学び、母国で普及するといった活動をしています。
私は、これまでにキウイの剪定、調理、養鶏作業などを手伝わせていただきました。センターで暮らしているフィリピ
ンの人やパプアニューギニアの人とも仲良くなって、お互いの国の文化について話すこともありました。
農業という作業を通して、違う文化の中で育った人と仲良くなるという体験はとても楽しいです。ぜひ多くの人に経験
していただきたいと思います。

アイパル

お申込み方法等について

申込締切

参 加費

以下の申込書にご記入の上、FAX または郵便でお送りください。アイパル香川の
ホームページから申込書をダウンロードし、Eメールでお送りいただくことも可能です。
［FAX送信先］087-837-5903 アイパル高校生カレッジ担当 宛
［アイパル香川ホームページ］http://www.i-pal.or.jp/
［Eメール］kookare@i-pal.or.jp

世界 とのつながり を感じよう

申込方法

地球の「今」と「未来」を考える
「アイパル国際理解教育シリーズ」

11月4日
（月）必着 ※お申込みの人数が定員を超えた場合には、先着順となります。
11月1日〜6日「参加決定通知」
を発送予定。
参加いただける場合には、
「 参加案内」
もあわせてお送りします。
第1回・第2回：無料 第3回：500円（飲食代込）
［第3回目の講座について］
参加費は、当日受付で集めます。領収後は返金できませんので、ご了承ください。
なお、参加費とは別に、講座の中で使用するクリスマスプレゼント
（約300円分）
を
ご準備ください。参加者の方には、後日、詳しいご案内をお送りします。

※当日、新聞やテレビ等の取材が入る場合があります。また、撮影した写真をアイパル香川のホームページや機関誌、
チラシ等に掲載する場合がありますので、ご了承ください。掲載に支障のある方は、担当までお知らせください。

No.

申込締切11月4日（月）必着

アイパル

アイパル高校生カレッジ2013
秋冬シリーズ 参加申込書

受付日

※記入しないでください

ふりがな

氏

性

名

学 校・学 年

別

男・女

夏シリーズに続き、秋冬シリーズを開催します！

コース／科
（

年）

「アイパル高校生カレッジ」 とは…

〒
住

Eメール

（日）
第1回 2013年11月10日
12：30〜16：30

緊急連絡先
（保護者名）

（ 当日連絡がとれる電話番号：

）

第2回 2013年12月8日（日）
13：00〜16：30

※参加を希望する回に○をつけてください。
参加希望

①
（

3回セットで申し込みます。
）

② 以下の講座を申し込みます。

（

）1

11月10日(日) （

以前にも
「高校生カレッジ」
に参加したことがありますか。
（
「はい」
と答えた方へ

感じよう、ふれあおう、楽しもう、モルディブ♪ 〜JICA研修員と交流しよう〜

第1部 「青年海外協力隊トーク☆モルディブ隊員の体験談を聴こう」
第2部 「モルディブからの研修員と交流しよう」

会って、聴いて、話そう！国際キャリア講座
第1部 「身近にあるNGO

の活動や自分たちにできることについて知ろう」

第2部 「大学生と交流！〜大学生が行っている国際協力・国際交流活動について知ろう〜」

（日） クリスマス国際交流DAY！
第3回 2013年12月22日

）2 12月8日（日）（
はい （
）

）3 12月22日（日）
いいえ
）

●

（公財）
香川県国際交流協会

〒760-0017 高松市番町1-11-63 アイパル香川内

TEL：087-837-5908 FAX：087-837-5903 URL：http://www.i-pal.or.jp/

第2回
（7月7日）（
）

第3回
（8月8日）
）

〈主
催〉（公財）
香川県国際交流協会
〈共
催〉（独）
国際協力機構四国支部
（JICA四国）
・
（公社）
セカンドハンド
〈後
援〉 香川県教育委員会
〈参加団体〉セカンドハンド・ユース、香川大学STEP

ことでん
高松築港駅

JR高松駅

〜いろんな国の人とクリスマスを楽しもう〜

お問合せ・お申込み

参加した回にすべて○をつけてください。

「高校生カレッジ in KAGAWA 2012」
（2012年11月10日）
）
「高校生カレッジ2013・夏シリーズ」（
第1回
（6月16日）（
）

13：00〜16：30

詳しくは
！
中面へ！

Program

携帯電話

TEL（ 自宅）

（

県内の高校生を対象とする国際理解プログラムです。世界の現状や異文化についての
理解を深めながら、地域のことや自分自身の将来のこと等を県内各地から集まる仲間と
ともに考えます。国際キャリア講座、国際交流、
ボランティア等の活動を体験しながら、た
くさんの出会いと発見を楽しみましょう！

所

高松市男女共同
参画センター
高松市錦町1丁目
20番11号

●
県庁

●市役所

●

11

中央
公園

アイパル香川

ことでん
瓦町駅
33

