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8月6日 火13：00～16：00
会場：アイパル香川

知り合おう! 旅の計画を立てよう!
Get to know each other and make a trip plan together!

8月7日 水9：15～16：00
会場：男木島

男木島に出かけよう! 瀬戸芸を楽しもう!
Visit Ogijima and enjoy the Setouchi Triennale

8月9日 金13：00～17：00
会場：アイパル香川

英語のプレゼンに挑戦しよう! 経験を共有しよう!
Make a group presentation in English and share your experiences

マーシャル諸島、ネパール、アフガニスタン、セネガル、南アフリカ、南スーダン、モザンビーク、ブラジル ゲスト出身国（予定） 

「アイパル・JICA 高校生カレッジ 2019」が始まります！ 今年の〈実践編〉は、瀬戸内国際芸術祭の開催にあわせた特別
プログラムです。さまざまな国出身の JICA やアイパルの研修員のみなさんと一緒に男木島を訪れます。国際交流を楽しみ
ながら、世界の国 、々そして、瀬戸内海の魅力を発見しませんか。国際協力や JICA の活動についても学ぶチャンスです！
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国際交流したい
瀬戸内国際芸術祭（男木島）に行きたい
異文化間コミュニケーションや英語での
コミュニケーションに関心がある
世界のことについてもっと知りたい
JICAやアイパルの活動について知りたい
日本や香川の魅力を発信したい
進路を考える上で刺激や情報がほしい
他校の高校生などいろんな人と知り合いたい
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今すぐ　　　GO!
今すぐ　　　
今すぐ　　　
今すぐ　　　今すぐ　　　GO!
今すぐ　　　
今すぐ　　　今すぐ　　　GO!GO!©Shinichi Kuno/JICA

JR高松駅

●市役所

県庁●

中央
公園

ことでん
高松築港駅

ことでん
瓦町駅

33

11

アイパル
香川

会場：アイパル香川

JR高松駅下車 徒歩15分・ことでん瓦町駅下車 徒歩10分

お申込方法等について

アイパル・JICA 高校生カレッジ2019〈実践編〉
参加申込書

申込締切：7月30日（火）

参加案内 当日の集合場所・持ち物等、講座の詳細につきましては、お申込み受付後、「参加案内」をお送りします。

キャンセル お申込み後、参加できなくなった場合には、必ずご連絡ください。
キャンセルの受付は、第1回講座の3日前までとさせていただきます。

修了証書について 全3回の講座に参加することが原則となっています。全講座に参加した人には、第3回講座にて修了証書
をお渡しします。やむを得ない事情で全講座参加できない場合には、ご相談ください。

参加費
参加費は、第1回講座の受付にて集めます。
1,300円（全3回分。保険料、お茶代等含む)　※別途フェリー代（720円）が必要となります。

申込方法 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。
アイパル香川あるいはJICA四国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。

■アイパル香川ホームページ：http://www.i-pal.or.jp/college/
■JICA四国ホームページ：http://www.jica.go.jp/shikoku/

FAX送信先：087-837-5903　高校生カレッジ担当 宛
Eメール：kookare@i-pal.or.jp

ふりがな

氏　　　名 性　　　別 男　 ・ 　女

学校・学年 コース／科

住　　　所

TEL（自宅） 携帯電話

E メール

緊急連絡先
保護者名：

※アイパル香川からのメール（ドメイン：＠i-pal.or.jp）が受け取れる設定にしておいてください。

講座当日連絡がとれる電話番号：

（　　　　年）

〒

■ 瀬戸内国際芸術祭の作品鑑賞パスポートをもっていますか？
　　□　はい　　　　　　□　いいえ

■ 英語でのコミュニケ―ションについて、当てはまるものを選んでください。
　　□　自信あり　　　　　　□　まあまあ自信あり　　　　　　□　何とかなる　　　　　　□　あまり自信がない

■ 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　　　　　　□　いいえ

食物アレルギー　　　□　有　　□　無　　　アレルギーのある食品名：

※「いいえ」と答えた人は第1回講座に学校で配布された「芸術祭作品鑑賞パスポート引換券」を持参してください。
　まだ引換券を受け取っていない人は、学校の先生から受け取るようにしてください。

No.

記入しないでください

受付日

申込締切 7月30日（火）［定員：20名］
※お申込みの人数が定員を超えた場合には、キャンセル待ちとなります。
　締切の時点で参加申込みが5名に満たない場合には、講座は中止となりますので、ご了承ください。

※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およびJICA四国のホームページやFacebook、LINE@、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。

アイパル・JICA 高校生カレッジ2019〈実践編〉
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瀬戸内国際芸術祭 2019 スペシャル

Special program commemorating the Setouchi Triennale 2019
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瀬戸内国際芸術祭 2019 

Special program commemorating the Setouchi Triennale 2019
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英語でのコミュニケーションにチャレンジしながら瀬戸内海の魅力を再発見！

Visit Ogijima and discover the charms of the Seto Inland Sea with JICA & I-PAL overseas trainees
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英語でのコミュニケーションにチャレンジしながら瀬戸内海の魅力を再発見！

Visit Ogijima and discover the charms of the Seto Inland Sea with JICA & I-PAL overseas trainees

Visit Ogijima and discover the charms of the Seto Inland Sea with JICA & I-PAL overseas trainees



今回のプログラムは、英語でのコミュニケーションが中心
となります。英語が得意でなくても、「英語を聞くのに慣
れたい」「英語でのコミュニケーションに挑戦してみたい」
という高校生のみなさん、ぜひご参加ください！

今年で４度目を迎えた瀬戸内国際芸術祭は、瀬戸内海の島々に暮らす人々と、国内外から訪れる人々との交流によ
り地域を元気にし、また、島の伝統文化や美しい自然を生かしたアートを通して瀬戸内海の魅力を世界に発信する
ことを目指して３年に一度開催される現代アートの祭典です。

高校生カレッジ〈実践編〉の参加者には、アイパルや
JICA の事業を中心に、国際交流や国際協力の分野でボ
ランティア活動を体験することができる機会を提供し
ます。関心のある分野でいろいろな人と出会い、活動
することは進路を考える上できっと役立つはずです！

ボランティア体験について

「アイパル・JICA 高校生カレッジ」には、テーマに基づく3回連続の講座を通じて学びを深める〈実践編〉
のほか、ゲーム、料理、ものづくりなどの活動を通して国際交流を楽しみながら、世界のさまざまな国・地域について知ること
ができる1日だけのプログラム〈交流編〉があります。冬に開催を予定していますので、お楽しみに！

交流編について

第１回 Get to know each other and make a trip plan together!
知り合おう!旅の計画を立てよう!知り合おう!旅の計画を立てよう!

クイズやゲーム、グループに分かれての会話などの活動を通して、他の参加者やゲストのみなさんと交流します。また、英語で
の国紹介を聞いたり、文化体験を楽しみながら、ゲストのみなさんの出身国について学びます。後半は、グループに分かれて、
男木島への旅を計画します。グループのメンバーと知り合いながら、楽しい旅を計画しましょう！

You will get to know the other participants and guests 
through various activities such as games, quizzes and 
conversation in small groups. You will also 
have the chance to listen to talks in English 
by the guests on their countries and 
enjoy some cultural experiences. During 
the second half of the seminar, you will 
be divided into groups and plan a trip to 
Ogijima with your group members.

8/6火 13:00~16:00　会場：アイパル香川

Visit Ogijima and enjoy the Setouchi Triennale
男木島に出かけよう! 瀬戸芸を楽しもう!男木島に出かけよう! 瀬戸芸を楽しもう!

瀬戸内国際芸術祭開催中の男木島をグループに分かれて散策し、アート作品や島の景色を楽し
みます。また、グループのメンバーと協力して写真を撮ったり、感想を書き留めたりなど、第3
回講座でのプレゼンテーションの準備をします。フェリーの中などの自由時間を利用して、グ
ループメンバー以外の参加者やゲストのみなさんとも積極的に交流しましょう！

With your group members, you will visit Ogijima and 
explore the sites of the Setouchi Triennale all whilst 
enjoying the island’s scenery. Though you are going 
to stay with your group during the visit, you will have 
the chance to talk to other participants and guests on 
the ferry amongst other occasions. Please make sure 
you take lots of nice pictures and notes so that you 
can use them for your group presentation on Day 3.

8/7水 9:15~16:00　会場：男木島

Make a group presentation in English and share your experiences
英語のプレゼンに挑戦しよう! 経験を共有しよう!英語のプレゼンに挑戦しよう! 経験を共有しよう!

カナダ出身のイアン・イウスさん（アイパル外国語講座講師）を講師に迎え、英語で
のプレゼンテーションの仕方について学びます。そして、学んだことを活用し、
男木島や瀬戸内国際芸術祭についてグループのメンバーと協力しながらプレゼン
テーションを行います。男木島を訪れて感じたこと、印象に残ったことなどを共有
しましょう。後半の交流ティータイムでは、グループメンバー以外の参加者やゲスト

のみなさんとも交流できます。最後に、3回の講座全てに参加
した方に修了証書をお渡しします。

You will learn some tips on how to make a presentation 
in English with Mr. Ian Ius from Canada, a teacher for one 
of I-PAL’s foreign language courses. Using these tips, you 
will prepare and make a presentation on your trip to Ogijima in cooperation with 
your group members. There will also be a chance to talk to other people besides 
your group members over tea. At the end of the program, we will provide those 
who have participated in all three seminars with a certi�cate. 

8/9金 13:00~17:00　会場：アイパル香川

松本秋則「アキノリウム」

眞壁陸二｢男木島 路地 壁画プロジェクト wallalley｣
Photo:Osamu Nakamura

｢瀬戸内国際芸術祭」とは…

クイズを交えたトークやゲームなどさまざまな活動を通じて、アメリカに見られるラテン文
化やそこから見えるアメリカの多様性等について学びました。
参加者の感想
●楽しかった。いろいろな人と交流できたし、ラテンの文化にふれ
ることができた。世界は広いと感じる体験だった。

●グループで何かを作ったり、考えたりと協力して活動に取り組む
ことが楽しかった。

参加者の感想
●香川は他県と比べると災害が少ないので、防災に対する意識が薄
かったが、考えが変わる有意義な体験になった。また、自分のこと
だけでなくて他の人のことも気にかけることの大切さもわかった。

●ダンボールでいろいろなものを作ることができるとわかったので、
今日学んだことを災害が起きたときに活かそうと思った。

●外国の方のほうが頼れる人がいないことや情報が手に入りにくいこ
とがわかり、改善するべきだと思った。

さまざまな国からの留学生と一緒に避難所生活を体験し、
避難所での生活で困ることや外国人住民にとって特に問題に
なること、また、そうした問題にどのように対処したらいいか
等について留学生にインタビューしながら、考えました。

第2回 「留学生と一緒にチャレンジ☆避難所体験&ワークショップ」

冬

参加者の感想
●自分たちでプロジェクトを計画することで、実際に現
場で何が必要とされているかを考えることができた。

●具体的に自分の夢や、やりたいことがわかった。自
分でプログラムを作ったのが楽しかった！

●同じ考えを持った高校生がたくさんいて、交流するこ
とができたので楽しかった。

青年海外協力隊員として開発途上国で活動した経験をもつ協力隊OBのみなさんと交流しな
がら、途上国の現状について学び、国際協力プロジェクトを計画しました。

「なりきり！青年海外協力隊
　～協力隊プロジェクトに挑戦しよう＆OBのみなさんと交流しよう～」

夏
第1回 「知っているようで知らない?!アメリカ
　　　　～アメリカにあふれるラテン文化を学ぼう！体験しよう～」

開催日時：
2018年7月22日（日）
13:00～16:00
会場:アイパル香川

開催日時：
2018年8月17日（金）
10:00～16:30
会場:アイパル香川

開催日時：2018年12月9日（日）13:00～17:00　会場:アイパル香川

「かがわ国際フェスタ2018」にて
飲食ブースのPR

「アイパルこどもにほんご教室」にて
外国にルーツをもつ子どもたちの学習をサポート

国際交流や国際協力の分野でボランティア活動を体験しよう！

写真は
ゲストの
みなさんです

第2回

第3回

PROGRAMPROGRAMPROGRAM

アイパル・JICA 高校生カレッジ2018開催報告

アイパル・JICA 高校生カレッジ 2019〈実践編〉
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のプレゼンテーションの仕方について学びます。そして、学んだことを活用し、
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のみなさんとも交流できます。最後に、3回の講座全てに参加
した方に修了証書をお渡しします。

You will learn some tips on how to make a presentation 
in English with Mr. Ian Ius from Canada, a teacher for one 
of I-PAL’s foreign language courses. Using these tips, you 
will prepare and make a presentation on your trip to Ogijima in cooperation with 
your group members. There will also be a chance to talk to other people besides 
your group members over tea. At the end of the program, we will provide those 
who have participated in all three seminars with a certi�cate. 

8/9金 13:00~17:00　会場：アイパル香川

松本秋則「アキノリウム」

眞壁陸二｢男木島 路地 壁画プロジェクト wallalley｣
Photo:Osamu Nakamura

｢瀬戸内国際芸術祭」とは…

クイズを交えたトークやゲームなどさまざまな活動を通じて、アメリカに見られるラテン文
化やそこから見えるアメリカの多様性等について学びました。
参加者の感想
●楽しかった。いろいろな人と交流できたし、ラテンの文化にふれ
ることができた。世界は広いと感じる体験だった。

●グループで何かを作ったり、考えたりと協力して活動に取り組む
ことが楽しかった。

参加者の感想
●香川は他県と比べると災害が少ないので、防災に対する意識が薄
かったが、考えが変わる有意義な体験になった。また、自分のこと
だけでなくて他の人のことも気にかけることの大切さもわかった。

●ダンボールでいろいろなものを作ることができるとわかったので、
今日学んだことを災害が起きたときに活かそうと思った。

●外国の方のほうが頼れる人がいないことや情報が手に入りにくいこ
とがわかり、改善するべきだと思った。

さまざまな国からの留学生と一緒に避難所生活を体験し、
避難所での生活で困ることや外国人住民にとって特に問題に
なること、また、そうした問題にどのように対処したらいいか
等について留学生にインタビューしながら、考えました。

第2回 「留学生と一緒にチャレンジ☆避難所体験&ワークショップ」

冬

参加者の感想
●自分たちでプロジェクトを計画することで、実際に現
場で何が必要とされているかを考えることができた。

●具体的に自分の夢や、やりたいことがわかった。自
分でプログラムを作ったのが楽しかった！

●同じ考えを持った高校生がたくさんいて、交流するこ
とができたので楽しかった。

青年海外協力隊員として開発途上国で活動した経験をもつ協力隊OBのみなさんと交流しな
がら、途上国の現状について学び、国際協力プロジェクトを計画しました。

「なりきり！青年海外協力隊
　～協力隊プロジェクトに挑戦しよう＆OBのみなさんと交流しよう～」

夏
第1回 「知っているようで知らない?!アメリカ
　　　　～アメリカにあふれるラテン文化を学ぼう！体験しよう～」

開催日時：
2018年7月22日（日）
13:00～16:00
会場:アイパル香川

開催日時：
2018年8月17日（金）
10:00～16:30
会場:アイパル香川

開催日時：2018年12月9日（日）13:00～17:00　会場:アイパル香川

「かがわ国際フェスタ2018」にて
飲食ブースのPR

「アイパルこどもにほんご教室」にて
外国にルーツをもつ子どもたちの学習をサポート

国際交流や国際協力の分野でボランティア活動を体験しよう！

写真は
ゲストの
みなさんです

第2回

第3回

PROGRAMPROGRAMPROGRAM

アイパル・JICA 高校生カレッジ2018開催報告

アイパル・JICA 高校生カレッジ 2019〈実践編〉



　一つでも当てはまったら、今すぐ　　　

〈主 催〉（公財）香川県国際交流協会・（独）国際協力機構四国センター（JICA 四国）　〈後 援〉香川県教育委員会
087-837-5908TEL 087-837-5903FAX kookare@i-pal.or.jpEメール http://www.i-pal.or.jp/college/HP

（公財）香川県国際交流協会 〒760-0017  高松市番町 1-11-63  アイパル香川内お問合せ
お申込み

Photo:Osamu Nakamuraジャウメ・プレンサ 「男木島の魂」 Photo:Osamu Nakamura

8月6日 火13：00～16：00
会場：アイパル香川

知り合おう! 旅の計画を立てよう!
Get to know each other and make a trip plan together!

8月7日 水9：15～16：00
会場：男木島

男木島に出かけよう! 瀬戸芸を楽しもう!
Visit Ogijima and enjoy the Setouchi Triennale

8月9日 金13：00～17：00
会場：アイパル香川

英語のプレゼンに挑戦しよう! 経験を共有しよう!
Make a group presentation in English and share your experiences

マーシャル諸島、ネパール、アフガニスタン、セネガル、南アフリカ、南スーダン、モザンビーク、ブラジル ゲスト出身国（予定） 

「アイパル・JICA 高校生カレッジ 2019」が始まります！ 今年の〈実践編〉は、瀬戸内国際芸術祭の開催にあわせた特別
プログラムです。さまざまな国出身の JICA やアイパルの研修員のみなさんと一緒に男木島を訪れます。国際交流を楽しみ
ながら、世界の国 、々そして、瀬戸内海の魅力を発見しませんか。国際協力や JICA の活動についても学ぶチャンスです！

□
□
□

□
□
□
□
□

国際交流したい
瀬戸内国際芸術祭（男木島）に行きたい
異文化間コミュニケーションや英語での
コミュニケーションに関心がある
世界のことについてもっと知りたい
JICAやアイパルの活動について知りたい
日本や香川の魅力を発信したい
進路を考える上で刺激や情報がほしい
他校の高校生などいろんな人と知り合いたい

GO!GO!©Shinichi Kuno/JICA

JR高松駅

●市役所

県庁●

中央
公園

ことでん
高松築港駅

ことでん
瓦町駅

33

11

アイパル
香川

会場：アイパル香川

JR高松駅下車 徒歩15分・ことでん瓦町駅下車 徒歩10分

お申込方法等について

アイパル・JICA 高校生カレッジ2019〈実践編〉
参加申込書

申込締切：7月30日（火）

参加案内 当日の集合場所・持ち物等、講座の詳細につきましては、お申込み受付後、「参加案内」をお送りします。

キャンセル お申込み後、参加できなくなった場合には、必ずご連絡ください。
キャンセルの受付は、第1回講座の3日前までとさせていただきます。

修了証書について 全3回の講座に参加することが原則となっています。全講座に参加した人には、第3回講座にて修了証書
をお渡しします。やむを得ない事情で全講座参加できない場合には、ご相談ください。

参加費
参加費は、第1回講座の受付にて集めます。
1,300円（全3回分。保険料、お茶代等含む)　※別途フェリー代（720円）が必要となります。

申込方法 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。
アイパル香川あるいはJICA四国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。

■アイパル香川ホームページ：http://www.i-pal.or.jp/college/
■JICA四国ホームページ：http://www.jica.go.jp/shikoku/

FAX送信先：087-837-5903　高校生カレッジ担当 宛
Eメール：kookare@i-pal.or.jp

ふりがな

氏　　　名 性　　　別 男　 ・ 　女

学校・学年 コース／科

住　　　所

TEL（自宅） 携帯電話

E メール

緊急連絡先
保護者名：

※アイパル香川からのメール（ドメイン：＠i-pal.or.jp）が受け取れる設定にしておいてください。

講座当日連絡がとれる電話番号：

（　　　　年）

〒

■ 瀬戸内国際芸術祭の作品鑑賞パスポートをもっていますか？
　　□　はい　　　　　　□　いいえ

■ 英語でのコミュニケ―ションについて、当てはまるものを選んでください。
　　□　自信あり　　　　　　□　まあまあ自信あり　　　　　　□　何とかなる　　　　　　□　あまり自信がない

■ 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　　　　　　□　いいえ

食物アレルギー　　　□　有　　□　無　　　アレルギーのある食品名：

※「いいえ」と答えた人は第1回講座に学校で配布された「芸術祭作品鑑賞パスポート引換券」を持参してください。
　まだ引換券を受け取っていない人は、学校の先生から受け取るようにしてください。

No.

記入しないでください

受付日

申込締切 7月30日（火）［定員：20名］
※お申込みの人数が定員を超えた場合には、キャンセル待ちとなります。
　締切の時点で参加申込みが5名に満たない場合には、講座は中止となりますので、ご了承ください。

※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およびJICA四国のホームページやFacebook、LINE@、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。

アイパル・JICA 高校生カレッジ2019〈実践編〉
KAGAWA H. S. INTERNATIONAL SEMINAR 2019

瀬戸内国際芸術祭 2019 スペシャル

Special program commemorating the Setouchi Triennale 2019

英語の
コミュニケーション力

UP！

JICA＆アイパル
の研修員と

男木島へ行こ
う

英語でのコミュニケーションにチャレンジしながら瀬戸内海の魅力を再発見！

Visit Ogijima and discover the charms of the Seto Inland Sea with JICA & I-PAL overseas trainees

第
1
回

第
2
回

第
3
回

 世界とのつ
なが
りを
感じよう


