
合格者向け研修・セミナー等の情報 <2/25更新> 

 

青年海外協力隊事務局 

人材育成課 

 

説明会でお伝えした通り、合格者のみなさまにもご参加いただける研修・セミナー等の情報提供を HP 上で行うことといた

しました。ページは随時更新していく予定ですのでご確認いただけますと幸いです。 

<2月 25日、3件のイベント情報を追加しました。> 

 

■2021年 1 月 ～2 月 全 5回開催予定 

「活動で結果を出すためのコミュニティ開発講座」 

【日時】（基礎編）コミュニティ開発の基礎・プロジェクトマネジメント能力の向上 

2021年 1月 9日(土）-11日（祝）、2021年 1月 23日（土）-24日（日） 

（応用編）コミュニティの経済的開発等 

2021年 1月 30日（土）-31日（日）、2月 20日（土）-21日（日）、23日（祝） 

（フォローアップ講座）1日間（日程調整中） 

※各回 9:30～16：30（休憩時間を含む） 

※当日は Zoom を利用して実施します。 

【主催】JICA 中部 

【共催・企画・運営】有限会社 人の森 

【関連リンク】 

詳細情報 / 講座の申込・詳細（有限会社 人の森） / チラシ：コミュニティ開発講座（PDF/1.18MB） 

 

 

■2021 年 2月 6日（土）13:00～15:00 

アフリカ篇 おうちカフェ de協力隊トーク【ZOOM】 

【日時】2021年 2月 6日 13:00～15:00 

    ※ZOOM開催 

【申込締切】1月 28日（木） 

【主催】独立行政法人 国際協力機構 北海道センター 

【関連リンク】 

JICA北海道イベント情報 / ZOOM登録 / チラシ（PDF/627KB）     

 

 

■2021年 2月 6日（土） 14:00～16:10  

神奈川県・山梨県 JICA海外協力隊 帰国報告会 

【日時】2021年 2月 6日（土） 14:00～16:10 

※オンラインアプリ Zoom を使用 

【申込締切】2月 5日（金） 

【主催】JICA横浜 

【関連リンク】 

JICA横浜イベント情報 / 参加申込 / チラシ（PDF/562KB） 

https://newsreader.jica.go.jp/news/katudoudekekkawodasu.pdf
https://hitonomori.com/jica-ngo.html
https://www.jica.go.jp/chubu/event/2020/ku57pq00000lun2a-att/ku57pq00000lun39.pdf
https://www.jica.go.jp/sapporo/event/2020/20210206.html
https://zoom.us/meeting/register/tJ0tfuCurTIrHNVHWjMrdQpHqjanZYBWh_Yu
https://www.jica.go.jp/sapporo/event/2020/ku57pq00000m9lan-att/ku57pq00000m9lbm.pdf
https://www.jica.go.jp/yokohama/event/2020/210206.html
https://forms.gle/aKQ1DxJxpz8xH9Ts9
https://www.jica.go.jp/yokohama/event/2020/ku57pq00000m9u54-att/ku57pq00000m9u63.pdf


■2021年 2月 10 日（水） 13:00～16:00  

「多文化共生」オンラインフィールド研修 

第 1回：神奈川県横浜区港北区大倉山～コミュニティカフェ「大倉山ミエル」ほか 

【日時】2021年 2月 10日（水）13:00～16:00 

※オンラインアプリ Zoom を使用 

【申込締切】2月 9日（火） 

【主催】JICA横浜 

【運営】野毛坂グローカル 

【関連リンク】 

申込・詳細 

 

 

■2021年 2月 11日（木・祝） 13:00～16:00  

「多文化共生」オンラインフィールド研修 

第 2回：神奈川県横浜市中区寿町①～ことぶき協働スペース 

【日時】2021年 2月 11日（木・祝）13:00～16:00 

※オンラインアプリ Zoom を使用 

【申込締切】2月 10日（水） 

【主催】JICA横浜 

【運営】野毛坂グローカル 

【関連リンク】 

申込・詳細 

 

 

■2021年 2月 11日（木・祝）、 25 日（木）    

【合格者向け】協力隊ナビ plus 2 月 

【日時】 2021 年 2月 11 日（木祝）10：00‐11：30   

2021 年 2月 25 日（木）19：00‐20：30 ※当日は Zoom を利用して実施します。   

【主催】 （公社）青年海外協力協会（JOCA）  

【関連リンク】  

JOCA ウェブサイト / ジョカ東京 Facebook  

 

 

■2021 年 2月 13 日（土）18:00～20:00  

南米編 Vamos サンバ！地球の反対側の『日本』を知ろう【YouTube ライブ配信】 

【日時】2021年 2月 13日（土）18：00～20：00 

【主催】独立行政法人 国際協力機構 北海道センター 

【関連リンク】 

JICA北海道イベント情報 / YouTube チャンネル / チラシ（PDF/1.16MB） 

 

 

 

https://forms.gle/Yw4uX7vgL1DNrqYo6
https://forms.gle/Xvd1trKMyVRnCYGi8
http://www.joca.or.jp/participation/jocanavi/
https://www.facebook.com/jocatokyo
https://www.jica.go.jp/sapporo/event/2020/20210213.html
https://www.youtube.com/channel/UCyEHwL3-ZMBSHtuM7e6s65Q
https://www.jica.go.jp/sapporo/event/2020/ku57pq00000m9zj5-att/ku57pq00000m9zk4.pdf


■2021年 2月 16 日（火）19:30～21:40  

「多文化共生」オンラインフィールド研修  

第 3回：いちょう団地（神奈川県横浜市・大和市） 

～外国をルーツとする若者当事者団体「すたんどばいみー」メンバーと語ろう！！！ 

【日時】2021年 2月 16日（火）19:30～21:40 

※オンラインアプリ Zoom を使用 

【申込締切】2月 15日（月） 

【主催】JICA横浜 

【運営】野毛坂グローカル 

【イベント詳細】 

申込・詳細 

 

 

■2021 年 2月 27 日（土）11:00～  

中央アジア編 みんなでランチづくり！～チュチワラで美味しい中央アジア体験～ 

【日時】2021年 2月 13日（土）18：00～20：00 

【主催】独立行政法人 国際協力機構 北海道センター 

【関連リンク】 

JICA北海道イベント情報 / ZOOM登録 / チラシ（PDF/1.13MB） 

 

 

■2021年 3月 4日（木）20:00～22:00 <2/25更新> 

保健・医療分野で協力隊に参加するってどういうこと？～JICA海外協力隊と話す会～ 

【日時】2021年 3月 4日（木）20:00～22:00 

※オンラインアプリ Zoom を使用 

【申込締切】3月 3日（水） 

【主催】JICA横浜 

【運営】野毛坂グローカル 

【イベント詳細】 

申込・詳細 

 

 

■2021年 3月 7日（日）13:00～16:00 <2/25更新> 

「多文化共生」オンラインフィールド研修  

第 4回：横浜寿町から学ぶ、そして実践へ！～グレートリセット＆国際視点から～ 

【日時】2021年 3月 7日（日）13:00～16:00 

※オンラインアプリ Zoom を使用 

【申込締切】3月 6日（土） 

【主催】JICA横浜 

【運営】野毛坂グローカル 

【イベント詳細】 

申込・詳細 

https://forms.gle/WBxFrLz6gToPNmb97
https://www.jica.go.jp/sapporo/event/2020/20210227.html
https://zoom.us/meeting/register/tJcudeiorz8vHtU8o3Ivg0B2cQbi7FErRkhj
https://www.jica.go.jp/sapporo/event/2020/ku57pq00000madj5-att/ku57pq00000madk4.pdf
https://forms.gle/La3qyLPY4Umcrr8S8
https://forms.gle/La3qyLPY4Umcrr8S8
https://forms.gle/Cu3TtDCALe4Kn8kk9


■2021年 3月 7日（日）19:00～21:00 <2/25更新> 

国際協力業界へのステップとしての協力隊～JICA海外協力隊と話す会～ 

【日時】2021年 3月 7日（日）19:00～21:00 

※オンラインアプリ Zoom を使用 

【申込締切】3月 6日（土） 

【主催】JICA横浜 

【運営】野毛坂グローカル 

【イベント詳細】 

申込・詳細 

 

 

■2021 年 3月 7日（日）14:00～  

アジア編 民族衣装でティータイムを 

【日時】2021年 2月 13日（土）18：00～20：00 

【主催】独立行政法人 国際協力機構 北海道センター 

【関連リンク】 

JICA北海道イベント情報 / ZOOM登録 / チラシ（PDF/2.68MB） 

 

 

 

以上 

https://forms.gle/vwwy8grDWYA8yf5q9
https://www.jica.go.jp/sapporo/event/2020/20210307.html
https://zoom.us/meeting/register/tJApdeiqrDouE91HDT4vbt28fmVMYhoKuXD3
https://www.jica.go.jp/sapporo/event/2020/ku57pq00000maij4-att/ku57pq00000maik3.pdf

