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2022年度後期 e-STARTプログラム（コース7） 
e-START program for the 2nd semester 2022: Course 7 

 

所属・職名 
School, Job Title 

大学院人間社会科学研究科 教授 

Graduate School of Humanities and Social Science, Professor 

氏名 Name 
清水 欽也 

Kinya SHIMIZU 
メールアドレス 
Email address kinyas@hiroshima-u.ac.jp 

 
① コーステーマ / Theme of the course 

国際協力入門 
Introduction to International Cooperation 

② 教養教育科目/Liberal Arts Subject 

オンライン国際協働演習（e-START）A（１単位） 
Collaborative Online International Seminar A (1credit) 

③ 共同実施先の大学名，国・地域名/ Overseas university(ies) to jointly conduct the course  

国・地域名1 

Country/region  

Egypt 大学名1-4 

Name of university 

Cairo University 

Ain Shams University 

Beni-Suef University 

Aswan University 

国・地域名2 

Country/region 

Zambia 大学名5 

Name of university 

University of Zambia 

国・地域名3 

Country/region 

Malawi 大学名6 

Name of university 

University of Malawi 

④ コースでの使用言語 

Language to be used in the course 

English 

⑤ 使用予定のオンラインツール

Communication platform used in the course 

Microsoft Teams  

⑥ 対象学生等/Eligibility 
※原則，最終セメスター学生は単位付与の

タイミング上，「単位不要」での登録とな

る。 

※大学院生は学部の科目の単位付与可能 

☐学部生のみ/undergraduate student only 
☐大学院生のみ/graduate student only 
学部生・大学院生どちらでも/Both undergraduate and 
graduate student 
☐教職員の見学可/ the visits are available for faculty 
and staff 

⑦ 曜日・時間/Day and Time 
現時点で分かる情報をご提供ください 

（コース開講の曜日・時間帯）原則、月～木。 
日本時間17:00～18:30 

⑧ 募集人数/Capacity 
 

最小開講人数：1名/Minimum number 1 
最大募集人数：40名/Maximum number: 40 

⑨ 募集終了日 / Application due date 2023年 2月6日（月）   
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⑩ 持っておくと望ましい背景知識/ Recommended background knowledge 

参加学生は、以下の興味や知識を持つことが望ましい。 

１．世界（特に開発途上国）への関心 

２．世界規模の問題解決への意志 

３．多様な価値観の重要性の認識 

４．学際的アプローチへの関心 

Students are expected to have the following interests or knowledge. 

1. Concern with the world (especially developing countries) 

2. Will to solve global problems  

3.  Awareness of the importance of different values 

4.  Interest in interdisciplinary approaches 

⑪ コース概要/ Outline of the course 

このコースは、日本、エジプト、ザンビア、マラウイの4ヵ国からの学生を対象とする。参加学生

は、講義を通じて国際協力の概要と問題解決に向けた多様なアプローチ、具体的な取り組みを学ぶ。

その後、グループワークを通じ、国際協力の課題、提案等を纏め、グループ発表を行う。 

This course is open to students in four countries: Japan, Egypt, Zambia, and Malawi. Through lectures, students 

will learn about fundamentals of international cooperation, various approaches for solving problems, and 

specific initiatives. Then, through group works, students will analyze issues and make proposals for international 

cooperation, and make a group presentation. 

⑫ コース内容詳細案/ Detailed plan of the course 

(1) 講義 Plan of specialized lecture 

時期/Period：Around  2月/month  13日/day  頃 ～  2月/month 21日/day  頃 

内容/Details：オリエンテーション後に、教育、保健医療、平和構築・紛争解決等の分野の講義を行

う。アフリカ等の現場で国際協力活動に関わった学内外の講師が講義を行う。講義数はオリエンテー

ションを含め6回を予定。 

（１） アフリカにおける学力・中途退学について（谷口京子） 

（２） 開発途上国における就学前教育 （三輪千明） 

（３） アフリカにおける算数・数学教育（馬場卓也） 

（４） アフリカにおける理科教育（清水欽也） 

（５） タンザニアにおける母子保健（新福洋子） 

（６） アフリカにおける平和構築・紛争解決（山根達郎） 

After the orientation, lectures will be given in the fields such as education, health sciences, peace-building 

/conflict resolution and so on. Lecturers are invited from inside and outside Hiroshima University, who have 

been involved in international cooperation in Africa and other areas. Six lectures are scheduled including 

orientation. 

(1)  Academic Achievement and School Dropout in Africa (Kyoko Taniguchi) 

(2)  Early Childhood Care and Education (ECCE) in Developing Countries (Chiaki Miwa) 

(3)  Mathematics Education in Africa (Takuya Baba) 

(4)  Science Education in Africa (Kinya Shimizu) 

(5)  Maternal Child Health in Tanzania (Yoko Shimpuku) 

(6)  Conflict Resolution in Africa (Tatsuro Yamane) 
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(2) グループワーク Plan of group work 

時期/Period：Around  2月/month  22日/day  頃 ～  3月/month 6日/day  頃 

内容/Details： 

全参加学生を数グループ（4～6名）に分け、グループワークを行う。各グループにはファシリテータ

ーがつく。6回の講義を受け、グループ毎にテーマ（例：国際協力における様々なアクターの役割、

国際協力の限界と可能性、等）を決め、各グループで議論を重ね、PPTで発表資料を作成する。後半

には、各グループが発表資料案を基に、発表リハーサルを行い、講師、他グループから助言、コメン

トを受ける。その後、最終報告会に向け、発表資料を修正する。 

 

Students will be divided into several groups (4-6 students) for group work. After six lectures, each group with a 

facilitator decides on a theme (e.g., roles of various actors in international cooperation, limitations and 

possibilities of international cooperation, etc.), discusses the theme, and prepares presentation materials on PPT. 

In the second half, each group will rehearse their presentation based on the draft presentation materials, and 

receive advice and comments from the lecturer and other groups. Afterwards, they will revise their presentation 

materials for the final presentation. 

(3) グループ発表 Plan of final group presentation 

時期/Period：Around  3月/month  7日/day  頃 ～  3月/month  9日/day  頃 

内容/Details： 

各グループが約30分で最終発表を行う。発表後に講師、他参加者から助言、コメントを受け、意見交

換を行う。 

 

Each group will make a final presentation in about 30 minutes. After the presentation, participants will receive 

advice and comments from the lecturer and other participants, and exchange opinions. 

⑬ その他/ Others 

スケジュール等詳細は後日、参加学生に連絡する。 
Details including schedule will be informed to participating students later. 

 


