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日本・アフリカ学生サミット 

        TICAD とは、日本政府・アフリカ連合委員会・世界 
         銀行・UNDP が共催者となってアフリカ各国政府と「アフリカの 
     これから」について話し合う国際会議です。 
   5 年に1 度のアフリカ国際会議であり、TICAD I は 1993年に開催され 
  ました。今年で 20周年・５回目の開催となり、2013 年 6 月に横浜で開催さ 
  れます。 
  TICAD では、アフリカが開発援助に依存することなく自分たちの社会課題に責任と 
   情熱をもって取り組む「オーナーシップ」、先進国・途上国間の上下関係なく 
    対等な「パートナーシップ」を大事にしながら対話が進められています。 
      また、TICADではアフリカの援助に対する政策対話が行われています。 
        例えば TICAD IV では５年間でアフリカに対するODA倍額といっ 
             た高い政策レベルの取り決めが決定され、実行されてい 
                       ます。 

      TICAD V 学生プロジェクトとは、日本 
    とアフリカの学生が「アフリカと日本のこれから」につ 
 いて話しあい、意見をまとめ、社会に発信するプロジェクトです。 
  TICAD V 学生プロジェクトは北海道から九州まで全国７事務局、 
   様々な大学から 64名の学生が活動を行っています。各地の事 
    務局を中心に交流会・講演会など様々なイベントを開 
              催しています。 
 

      目的  
      1. TICAD・アフリカに対する 
             意識向上  
 
          2. アフリカと日本のユースの 
          ネットワーク構築 
       
      3. アフリカと日本のユースの声を 
         社会に届ける 



TICAD V 学生プロジェクトの 

3 つの目的 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
この３つの目的を達成するために 
 
①	 2013年 3月「日本・アフリカ学生サミット」 
②「アフリカリサーチキャンプ」11月西部・2月南部・ 
 3 月東部アフリカへの渡航 
③2013年 2月 9日「スピーチコンテスト」在日アフリカン学生の声を発信する、 
  
という３つの企画を中心に活動しています。 

①TICAD・アフリカに 
対する意識向上 
 

遠く離れているアフリカと日本。お互い
に近づく一歩を作るためにまず日本の
ユースが TICAD を通してアフリカ知
り、関わることを目指します。 
 

②アフリカと日本の 
ユースのネットワーク構築 
 
互いに興味を持っていても近づくことが
難しい私たちユース。私たちが TICAD
を通して関わり続けていくためのネット
ワークを作ります。 
 

③アフリカと日本の 
ユースの声を社会に届ける 
 
互いを知り、絆を作り、更には将来につ
いて TICAD 本会合や様々なイベント・
広報物を通して私たちの声を社会に届け
ます。 
 



日本・アフリカ学生サミットとは？ 

 
「日本・アフリカ学生サミット」は、2013年 3月 18日～28日横浜にて 
アフリカン 50人・日本人 50人が集まり、アフリカと日本の将来についての話し合い、 
意見提言書を作成する場です。 
 
11 日間のサミットでは、共同生活や毎日の議論からアフリカンと日本人の深い交流、 
そして地方研修と分科会を通して提言文書作成を達成します。 
 
横浜では、TICAD関係者による講演会やワークショップを行います。 
また、地方研修（東北・近畿・中国地方）では、各地方での市民や学生、子どもたちとの
交流を通してプロジェクト内から交流の輪を広げ、議論を深めます。 
3日間の分科会を通じて、最終日のシンポジウムで私たちの声を発表します。 
 
「日本・アフリカ学生サミット」を通じて、アフリカと日本のあるべき関係について 
「社会開発」・「経済開発」・「平和と安定」の面からアフリカ・日本双方の学生で議論を
交わし、 
 

一緒にアフリカと日本のユースの声を 
                国際社会に届けましょう! 
 

主催 : TICAD V 学生プロジェクト実行委員会  
共催：国際協力機構(JICA)、朝日新聞社 
パートナー事業提携：外務省、国連開発計画(UNDP)、世界銀行、横浜市 
 

～11 日間の予定～ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１日目：オープニングセレモニー 
２日目：講演会、ワークショップ、交流企画 
３日目：分野別フィールドワーク 
４日目：移動 
５日目：地方ブリーフィング 
６日目：地方研修 
７日目：地方研修 
８日目：地方研修 
９日目：分科会 
１０日目：分科会 



日本・アフリカ学生サミット 
応募要綱 
 
【日時】：2013 年 3月 18 日～28 日 
【場所】：JICA 横浜センター（22～24 日：地方研修先（※1）、 28 日: 慶応義塾大学日吉 藤原洋ホール） 
【応募資格】: サミット開催時点で 30 歳以下の学生（大学生、専門学校生、院生）の方（※2）   
【参加費】：日本人学生 35,000 円・アフリカ人学生：25,000 円（※3）交通費一部支給） 
【選考の流れ】：応募→面接→選考→発表の流れになります。 
【選考発表日】：2月 16 日までにはメールにて通知いたします。 
               その後一週間ほどで同意書等書類・参加費振り込みに関する案内を郵送いたします。 
               振り込みに関する詳細はそちらに記載いたします。 
              （振り込みは 2月末までにお願いする予定です。） 
 
（※1）地方研修先は以下の 3つから選択。 
    ①社会開発（Social Development） 研修先：東北 
    ②経済開発（Economic Development） 研修先：関西 
    ③平和と安定（Peace & Stability） 研修先：広島 
（※2）原則、全日程を参加できること（応相談） 
（※3）北海道（札幌）：10000 円、東北（仙台）：3000 円、関東（東京）：0円 
     北陸（金沢）：3000 円、中部（名古屋）：3000 円、関西（大阪）：3500 円 
    中国・四国（広島）：5000 円、九州・沖縄（福岡）：6000 円 
 
【参加ステップ】: 
 
 

     

          この間に必要資料送付、参加費申し込み、（未成年の場合）保護者同意書送付 

【募集期間】：1 月 20 日～2 月 12 日 23：59 

【申し込み方法】： 
以下の QR コードから応募フォームへリンクして下さい。 
または、Ticadv 学生プロジェクトの Facebook page
（http://www.facebook.com/ticadv.sp）、Twitter（@TICADV_SP）からリンクして下さ
い。 

  

 

 

 

        ①在日アフリカ人向け応募フォーム           ②日本人学生向け応募フォーム  

 

フォーマット 
記入 FB議論ページ参加 事前勉強会・ 

プレサミット参加 
学生サミット 

参加 



これまでの取り組み 

  
   

  

  

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キックオフイベント 
11/7（水） 
 
TICADＶにご協力くださって
いる関係者各位のみなさまから
メッセージをいただいた他、 
学生プロジェクト側からも実行
委員長、在外事務所、留学生、
事前渡航メンバーから抱負を述
べ、本プロジェクトの成功へ向
け決意を新たにしました。 
 

事前アフリカ渡航   
11/12（月）～11/23（金） 
 
ガーナ、ブルキナファソ  実際に事務局メンバーが現地
へ行き、ワガドゥグ会合へ参加しました。同時に現地視
察を行いました。 
 

セミナー第2回 佐藤慧氏講演会 
「~アフリカを知り、伝えるために~」
11/27（火） 
 
ジャーナリストの佐藤慧氏をお呼びし、一般市民の生
活状況や、アフリカの多様な見方とその可能性につい
てお話していただきました。 

   セミナー第1回 黒岩揺光氏 現地報告会    
   「~ソマリア難民キャンプの今~」 
    10/2（火） 
 
     ケニアのダダーブ難民キャンプで活躍される黒岩揺光氏を迎え、世界最大の 
          難民キャンプの今、本当の支援とは何かを語って頂きました。 



JICA、事務局員、アフリカ学生からの 
メッセージ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAQ 

 
Q.求められる語学力とはどのくらいでしょうか?? 
A. 分科会を始め、期間中は主に英語でプログラム進行致します。英語に対応できる事務局員もおり、特に
TOEIC・TOEFL などの試験の成績基準は設置しませんが、日常会話程度の英語力は必要となります。 
 
Q.サミット以外にもイベントはありますか？ 
A. 参加者には任意で 1～３月にかけて行なう全国各地域事務局で行なう勉強会・プレサミット・テレビ 
会議などがあります。詳しい日程は後日連絡致します！  
 

アフリカは、日本から地理的には遠い大陸ですが、近年政治が安定し、
目覚ましい発展を遂げており、今後経済的にも一層重要な大陸になり
つつあります。アフリカと日本が共存するためのビジョンについて、
将来を担う双方のユースの皆さんの自由で熱い議論に大いに期待し
ています。   
       （ＪＩＣＡ アフリカ部 宍戸健一）   TICAD student プロジェクトは 

  日本とアフリカ相互の発展分野において、  

 より若者に認識してもらおうとする試みであ  

 る。世界においても裕福な国のひとつである日

本は、遠い道のりを歩んできた国である。同じく

貧困に直面した時でさえ、日本は自国の秘められ

た将来性をもとに生活状況を改善してきた。だか

らこそ、アフリカ諸国はアジアの国々から多くの

ことを学び、とくに日本の発展の過程はモデルな

のである。アフリカ大陸は希望に溢れている。

TICAD student プロジェクトは、貿易と投資

による経済状況の改善を試みることではなく、教 

 育のためと若者や女性といった無力な人々に  

  力や元気を与えることを目指す。 

   （アフリカ人留学生 Aly Diab Diop） 

 

アフリカと日本の学生の想
いを、次の 10 年、20 年後
の社会に。そのために全国の
学生一丸となって新たな価
値をTICAD V に届けます。 
 
 （事務局長 加藤翼） 
 
 



お問い合わせ・アクセス 
 

事務局長：加藤翼、西日本実行委員長：辻愛麻 
東日本実行委員長：前田実咲、サミット運営代表：高田俊亮 
 
メールお問い合わせ： summit@ticad5stu.com 
 
 
【JICA横浜】 
 〒231-0001 横浜市中区新港2-3-1 
  電車：馬車道駅（みなとみらい線）4番万国橋出口から、 
     ワールドポーターズ方向に徒歩8分 
  バス（横浜駅から）：①市営バス8/58系統、本町4丁目下車、 
             ワールドポーターズ方向に徒歩8分 
            ②市営バス26系統、横浜第2合同庁舎下車、 
             ワールドポーターズ方向に徒歩7分 
 
【慶應義塾大学 日吉キャンパス】 
  〒223-8521 神奈川県横浜市港北区日吉4-1-1           
  東急東横線、東急目黒線、 横浜市営地下鉄グリーンライン 日吉駅下車、徒歩1分 

 

  

＠TICADV_SP ｆ  Ticadv 学生プロジェクト 

      HP：http://ticad5stu.weebly.com/ （右 QRコード） 

 

 

 

SPECIAL THANKS 
 国際協力機構(JICA) 
 朝日新聞社 
 外務省 
 国連開発計画(UNDP) 
 世界銀行 
 横浜市 
 

 



 

 

本プロジェクトでは日本とアフリカのユースの声を 

TICADV本会議に届けたいという想いからスタートしました。 

その目的に向け既に調査や日本人とアフリカンの間での議論を始めており、 

その集大成として提言文を完成させるために本サミットを開催します。 

また多数のアフリカからの学生と日本人学生が議論し、 

未来につながる関係を構築し、 

地方研修や全国から参加者を募ることを通じ 

日本全国で TICADVへの気運を盛り上げていこうという狙いもあります。 

 

   みなさまのご参加、 
お待ちしております！ 

 
  TICADV学生プロジェクト事務局 一同 
 


