
 

 

  

募集要項                           

応募資格 

・応募時､日本の大学院に在学中もしくは海外の大学院に留学中又は入学許可を取得済みの者 

・分野に関わらず国際協力・開発援助に関連のある研究を行っていること 

・十分な日本語能力及び実習に必要な外国語能力を有すること  他  

→募集要項で要確認 

募集方法 JICA HP より応募書類をダウンロードし E-Mail で送付 

実習期間  2013 年 7 月～2014 年 3 月のうち 1～4 ヵ月程度 ※実習ポストごとに設定あり 

実習場所 JICA 各機関（本部・国内機関・在外事務所） 

実習内容 
配属先が設定した特定テーマに関する業務(補助) 

配属先によりインターン生からの実習テーマ提案型ポストの募集もあり                   

→詳細は JICA HPでチェック 

選考方法 一次審査 書類選考 ／ 二次審査 面接選考 

応募締切 2013 年 5 月 12 日（日） 

  

実習参加者レポート                       
 

－お問い合わせ－ 

独立行政法人国際協力機構 総合研修センター 

JICA インターンシップ・プログラム担当 

E-mail：jicaiict-intern@jica.go.jp 

Tel：03-3269-3022  
 

本プログラムは、JICA 各機関における実務実習を通じて、将来 JICA 専門家等

国際協力人材としての活動を志向していただくことを目的としています。 

このインターン経験は、私の

これまでの価値観をぶち壊

す日々の連続だった・・・ 

 

農業・農村開発における本邦

研修が実際の現場でどのよ

うに動いているのか・・・ 

私は調査経験に乏しく、当初

は不安で一杯でしたが・・・ 

 

現場での経験談などを受け

て、私はより深く国際協力に

興味を持つようになり・・・ 

 

★2005年度 実習生 

 JICAニジェール支所(当時)     

★1999年度 実習生 

 JICA本部総務部広報課     

★2012年度 実習生 

 JICAマラウイ事務所     

★2012年度 実習生 

 JICA筑波 研修業務課    

mailto:jicaiict-intern@jica.go.jp


2013年度（平成25年度）JICAインターンシッププログラム実習ポスト一覧

■本部

実習番号 部署名／ 実習先 実習テーマ

25-本部　01 東南アジア・大洋州部 計画・ASEAN連携課
JICAの実施する技術協力の案件検討・採択プロセス、対ASEAN協
力等の業務について、理解を深める

25-本部　02 東南アジア・大洋州部 東南アジア第一課 インドネシア協力に係る協力実績の体系化及びセクター分析

25-本部　03 中南米部 計画・移住課 中南米・カリブ地域における円借款事業の迅速化に向けて

25-本部　04 中南米部 南米課
8月～9月の期間のうち1か月～1か月半程度南米地域インフラ統
合イニシアティブ（IIRSA）におけるJICAの同イニシアティブに
対する協力可能性を検討

25-本部　05 アフリカ部 アフリカ第四課 サヘル地域の安定化支援

25-本部　06 アフリカ部 アフリカ第四課 仏語圏西アフリカの経済成長に資する投資促進、産業開発支援

25-本部　07 アフリカ部 アフリカ第四課
仏語圏西アフリカにおける強靭で包摂的な社会の実現に向けた
支援

25-本部　08 中東・欧州部 欧州課
欧州危機後のEU加盟候補国の交渉状況現状と今後の加盟の見通
し

25-本部　09 中東・欧州部 中東（インターン提案型）

25-本部　10 経済基盤開発部 都市開発分野協力に係る都市プロファイルの作成

25-本部　11 地球環境部 本部地球環境部環境管理G
廃棄物管理分野の協力戦略強化に向けて、廃棄物分野の課題整
理及び協力手法に関する実習

25-本部　12 農村開発部 乾燥畑作地帯第一課
農業・農村関連プロジェクトの成果及び関連情報とりまとめ
（アフリカ）、広報

25-本部　13 農村開発部 乾燥畑作地帯第二課 アフリカにおけるJICA稲作協力実績の収集・整理

25-本部　14 産業開発・公共政策部 法司法課 ガバナンス支援、民主化支援

25-本部　15 国内事業部 地球ひろばＮＧＯ連携課
国際協力分野の社会起業家、ソーシャルビジネス、フェアト
レードの成果分析と、JICA事業での活用可能性検討

25-本部　16 国内事業部 地球ひろばＮＧＯ連携課
一都六県を中心としたNGOとの連携事業（草の根技術協力事業）
の優良事例の分析と、今後の国際協力分野のNGOの活動促進策の
検討

25-本部　17 研究所
青年海外協力隊（JOCV）の学際的研究の情報収集・分析、及び
研究支援業務

■国内機関

実習番号 部署名／ 実習先 実習テーマ

25-国内　01　　ＪＩＣＡ筑波 研修業務課
農業・農村開発分野課題別研修における研修実施運営体験実習
或いは同研修事業を通じたインパクト調査等実施など

25-国内　02　　ＪＩＣＡ筑波 研修業務・市民参加協力課 開発教育支援事業を中心とした市民参加協力事業の業務補佐

25-国内　03　　ＪＩＣＡ関西 市民参加協力課 市民参加協力事業（インターン生からの提案により設定）

25-国内　04　　ＪＩＣＡ関西 業務第一・第二課 研修員受け入れ事業

25-国内　05　　ＪＩＣＡ九州 研修業務課 研修支援、広報支援業務



■在外事務所

実習番号 担当事務所名

25-在外　01　 カンボジア事務所

25-在外　02　 ラオス事務所

25-在外　03　 ベトナム事務所

25-在外　04 ベトナム事務所

25-在外　05　 フィジー事務所

25-在外　06　 中華人民共和国事務所

25-在外　07　 モンゴル事務所

25-在外　08　 バングラデシュ事務所

25-在外　09　 インド事務所

25-在外　10　 スリランカ事務所

25-在外　11　 ドミニカ共和国事務所

25-在外　12 ドミニカ共和国事務所

25-在外　13 ドミニカ共和国事務所

25-在外　14 ドミニカ共和国事務所

25-在外　15　 エルサルバドル事務所

25-在外　16　 ニカラグア事務所

25-在外　17　 ボリビア事務所

25-在外　18　 ブラジル事務所

25-在外　19　 アルゼンチン事務所

25-在外　20　 ウガンダ事務所

25-在外　21 ウガンダ事務所

25-在外　22　 エチオピア事務所

農民組合の事業資金レベルの農業金融事業の現状と課題

エチオピアにおける市場動向調査

減災プロジェクトにおけるリスクアセスメント・中長期防災計画策定（道路橋梁、都市排水、洪
水、地盤災害）

シャーガス病に関するKAP（知識・態度・実践）調査、など

インターン提案型（インターンからの提案により設定）

① ブラジルの経済社会インフラニーズに対する日本の互恵的協力に係る考察
② ブラジルのスマートグリッド促進政策に対する支援可能性に係る考察
※インターンの希望、能力、実習期間に応じ、上記二点からの選択あるいは両方を実習テーマと
する。

アルゼンチン国日系社会次世代日系人の意識調査

稲作技術

インターン提案型（インターンからの提案により設定）

畜産分野特に酪農分野におけるインターン生からの提案により設定

FAD(集魚装置)と従来型の漁業の社会経済調査

インターン提案型（インターンからの提案により設定）

母子保健実態調査

中小企業現状調査

実習テーマ

カンカンボジア日本人材開発センター（CJCC）のService & Culture部門(文化交流・広報・マー
ケティング、顧客対応等を担当する部門)における業務補助

廃棄物処理案件ビエンチャン、ルアンプラパン、サヤブリの3Rs普及および廃棄物の収集運搬改
善に関するルール策定とその実施

プロジェクトにおける地方行政官を対象としたファシリテーター養成研修とフォローアップ業務

プロジェクトにおける参加型アプローチを取り入れたコミュニティの持続的な農業・女性の生活
技術向上・プライマリヘルスケア活動の企画・モニタリング

大洋州地域における日本の国際協力の理解と広報媒体の作成

日中協力における自治体・大学・研究機関との連携促進

モンゴルにおける零細企業及び貧困層の雇用問題への各ドナーの取組状況調査及びパイロットプ
ロジェクトへの参画

農村信用（農民向けマイクロファイナンス）に関する事業モニタリング及び評価



25-在外　23 ガーナ事務所

25-在外　24 ガーナ事務所

25-在外　25 ガーナ事務所

25-在外　26　 ケニア事務所

25-在外　27 ザンビア事務所

25-在外　28　 スーダン事務所

25-在外　29 スーダン事務所

25-在外　30 スーダン事務所

25-在外　31 セネガル事務所

25-在外　32 マラウイ事務所

25-在外　33 パレスチナ事務所

25-在外　34 モロッコ事務所

25-在外　35 ヨルダン事務所

25-在外　36 トルコ事務所

25-在外　37 バルカン事務所

■医師枠

実習番号 国名

25-医師　01 ケニア事務所

25-医師　02 タンザニア事務所

25-医師　03 ザンビア事務所

25-医師　04 スーダン事務所

25-医師　05 カンボジア事務所

25-医師　06 ベトナム事務所

25-医師　07 ニカラグア事務所

保健人材開発強化プロジェクト

M&E（Monitoring & Evaluation)活動のサポート

スーダン保健省における医療関連免許および医療関係者登録制度と医療行為にかかる保険制度の
実態調査

助産能力強化を通じた母子保健改善プロジェクト

研修管理・評価

シャーガス病患者への治療マネジメント支援、など

インターン提案型（インターンからの提案により設定）

ヨルダンにおける観光セクター及びサルト市における課題と展望

東部黒海地域開発庁能力向上プロジェクトにおける農村社会調査

「環境保全を通じたバルカン地域の安定・発展」をテーマとしたインターンシッププログラム
※具体的なテーマはインターン生と協議の上決定

インターン提案型（インターンからの提案により設定）

実習先プロジェクト

JICAが実施する農業分野の技術プロジェクトにおける技術移転手法の分析

地方の小中学校の授業及び授業研究の継続的な観察と結果のデータ整理

太陽光発電施設の現状調査

首都近郊の紛争被災地から避難民居住地域（旧IDPキャンプ）の生活環境及び基本的な行政サー
ビス（保健、給水、教育）に関する基礎調査

ネリカ稲の栽培技術、圃場管理、試験データの収集・分析

インターン提案型（インターンからの提案により設定）

OVOPプロジェクトにおける研修支援・マーケティング活動支援

獣医学関連分野における優先課題抽出及びネットワークの構築

天水稲作の栽培技術指導補助及び、インターン生からの提案による稲作関連の研究・調査

JICA事業広報支援業務

①都市開発、②農業開発、③広報
（詳細な実習テーマはインターン生からの提案により設定）


