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関西学院大学は国連と世界の国際機関との連携を推進する
「国連アカデミック・インパクト」
に参画しています。
Kwansei Gakuin University participates in “United Nations Academic Impact” to promote
cooperation between the United Nations and international institutions throughout the world.

「 国 連ユースボランティア」派遣日本訓練センターについて
「国連ユースボランティア」は、関西学院大学が国連ボランティア計画（United Nations Volunteers：UNV）との協定に基づき、学生を
開発途上国にボランティアとして派遣するプログラムです。本学が2004年に開発途上国への学生ボランティア派遣を開始して以来、これまで
に70名を超える学生が開発途上国で活動を行ってきました。
2013年には学内に「国連ユースボランティア」派遣日本訓練センターを設置し、同プログラムへの学生派遣を促進しています。同センターは、
派遣に備えるための事前研修プログラムを提供しています。その内容は、国連や国際協力についての全般的な知識をはじめ、安全対策まで
多岐にわたります。受講生は、基本的な知識を身につけるとともに、実践的なスキルを習得し、現地での活動に耐えうる資質を身につけま
す。研修は、派遣先でのボランティア活動の遂行を円滑にし、ひいては活動の成果を最大化することをねらいとしています。
研修受講後、全ての派遣手続きが完了すれば、UNVのコーディネートにより開発途上国の国連事務所等に派遣されます。派遣先国はアジア、
アフリカ、大洋州、欧州の各国です。学生たちは、ホームページやポスター作成などの広報活動やプロジェクト運営支援などを通して、教育・
保健衛生・環境・ジェンダー・貧困削減などの活動に携わります。
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Introduction to the Youth Volunteer Japan Training Center for the UNV Programme
Since 2004, more than 70 students have been dispatched to engage in activities in developing countries based on an agreement between the United
Nations Volunteers (UNV) programme and Kwansei Gakuin University.
The Youth Volunteer Japan Training Center for the UNV Programme was established on campus in 2013, since then it has accelerated the promotion
of this programme among students. The Center provides pre-assignment training courses which include lectures on topics ranging from international
cooperation to safety precautions. Participants gain basic knowledge in addition to acquiring practical skills in order to endure local activities. The
courses aim for smooth facilitation of volunteer activities at each location, and maximize the outcome of activities.
After completing the pre-assignment training and necessary procedures, students are dispatched to UN offices in developing countries through
coordination with the UNV. Destinations include countries in Asia, Africa, Oceania, and Europe. Students engage in activities involving education, health
and sanitation, environment, gender, and poverty reduction issues through PR activities, such as creating websites and posters, and project operation
support.
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国連ユースボランティア派遣に備え、必要な技能と知識を提供するための事業を行う

Purpose

To implement projects that provide the necessary preparatory skills and knowledge for dispatch by the UN Youth Volunteers

事 業 内容

派遣前の事前研修、その他派遣に必要な情報提供等の業務

Project Details

Pre-assignment training courses and other activities including the provision of information necessary for those to be dispatched

所 在 地

〒662-8501 西宮市上ケ原一番町1-155
関西学院大学
TEL.0798（54）6115 FAX.0798（51）0954

Location

1-155 Uegahara Ichiban-cho, Nishinomiya 661-8501
Kwansei Gakuin University
TEL: +81-798 (54) 6115
FAX: +81-798 (51) 0954

事 前研 修プログラム

Pre-Assignment Training Courses

■講義内容
プロジェクトマネジメント／ICT研修／安全対策（事故・犯罪防止、疾病予防・処置）／国連概論／国連における開発／国際環境論／国際
紛争論／災害復興論／教育開発論／赴任前オリエンテーション

Contents of Lectures
Project Management / ICT Training / Safety Precautions (Accident and Crime Prevention and Disease Prevention) / Introduction to the UN / The United Nations
and its Economic Development / Global Environment Issues / International Conflict / Disaster Recovery / Educational Development / Pre-Assignment Orientation

■講師陣
各研修の講師には、以下の国際協力関係諸機関から専門家を招聘して実施しています。
外務省、国際協力機構（JICA）、警察大学校国際警察センター、国立国際医療研究センター、国連ボランティア計画（UNV）

Lecturers
Professionals from the following international cooperation agencies are invited:
Ministry of Foreign Affairs, Japan International Cooperation Agency (JICA), Research and Training Center for International Criminal Investigation and
Police Cooperation, National Center for Global Health and Medicine, and United Nations Volunteers (UNV).
Volunteer Comment

派遣者の声
林 達也さん（関西学院大学３年生/派遣当時）

サモアでボランティア活動を広めるため、WEBサイトの作成や広報活動に携わる。

講師陣が非常に素晴らしかったです。国連や外務省など国際機関の第一線で活躍している方々の話を直に聞けたのは貴重な経験でした。講義に参
加して、世界では自分の常識が決して常識ではないことを改めて痛感しました。また、どの講師の方からも「あなたたちは学生ではなく、ボランティアで
もなく、プロフェッショナルであれ」と言われたことで参加意欲も高まりました。

Tatsuya Hayashi, ‘15 Kwansei Gakuin University
A third year student at the time of dispatch, Tatsuya engaged in website creation and PR activities to help disseminate volunteer activities in Samoa.
“Above all, the lecturers were superb. It was a valuable experience to listen to the first-hand experiences of people who are active in international
agencies, such as the UN and Ministry of Foreign Affairs. The lectures helped me recognize the concept of personal common sense not always applying
to the wider world. Every lecturer advised us to ‘be neither student nor volunteer, but instead be a professional’ which ultimately boosted my motivation to
participate.”

国 連ボランティア計画

United Nations Volunteers

■概要
国連ボランティア計画（UNV）は､国連開発計画（UNDP）の下部組織として1970年の国連総会決議によって創設されました。UNVは、
ボランティアの動員やボランティアリズムの推進を通して、
「持続可能な人間開発」を支援している国連機関であり、人種や国籍に関係なく
全ての人々に対してその参加の機会を広げることで、
「平和構築」や「開発支援」といった目標に貢献しています。

Overview
The UNV programme was created as a subsidiary organization of United Nations Development Programme (UNDP) through a resolution of the General
Assembly in 1970. As a UN organization, it supports sustainable human development by mobilizing volunteers and advocating volunteerism, and contributes
to such goals as peace building and development assistance by expanding opportunities for participation to everybody regardless of race or nationality.

■事務局長からのメッセージ
リチャード・ディクタス（国連ボランティア計画事務局長）
UNVと関西学院大学が長年実施してきた国連学生ボランティアプログラムは、多くの功績を残してきました。2013年度
より始まった国連ユースボランティアプログラムでも関西学院大学の学生をはじめ、アジアの学生を派遣できることを大変
嬉しく思っています。
国連ユースボランティアの学生は、途上国が抱える深刻な問題を改善するために、多様な活動に従事します。学生には
実際に国連機関や政府とともに働くことで、問題解決能力、交渉力、積極性など、さまざまな力を身に付けてもらいたいと
考えています。ボランティアを通して培った力は将来社会に出たときに必ず役立つことでしょう。
ボランティアは、若者の創造力とエネルギーを発揮できるとても素晴らしい方法だと考えています。そしてその力こそが、
世界の発展や平和構築につながると期待しています。

Message from the Executive Coordinator
Richard Dictus (Executive Coordinator of the UNV programme)
The UN Student Volunteers programme has been conducted by UNV and Kwansei Gakuin University for many years, and has had significant
accomplishments. I am delighted that Asian students including those from Kwansei Gakuin are being dispatched under the UN Youth Volunteers
programme, which started in the academic year 2013.
The UN Youth Volunteers students are involved in a wide variety of activities that attempt to solve serious problems confronting developing
countries. I hope that actually working with UN agencies and governments will help them develop various problem-solving and negotiating capabilities, as well as proactiveness. I believe what they achieve by volunteering will definitely be very useful when they start their careers in the future.
I think volunteering is a wonderful way to channel the creativity and energy of youth. And, I hope this will lead to global development and peace
building.

