ページ２
Basic Information / 基本情報
Duration / 開催期間
説明：～年～月

から

～年～月まで

２０１５年３月１日～２０１５年８月３１日迄

Staff / スタッフ
説明：青年会議所メンバーの参加人数
例：何人

○○member

３４MEMBER

Sponsors / 支援者
説明：青年会議所以外のメンバーがいる場合のみ記載してください
例：〇〇市ボランティア団体等
山形市内の大学６校／ボランティア団体 1 団体

Budget 予算
説明：ドルで表示してください。
例：１万円なら one hundored dollar
１，４３９DOLLAR S

Profit / Loss 利益／損失
説明：基金を集めること以外は、０にしてください
０

In Which UN MDG best fit (if Apply)?

UN MDGs の該当項目（もしあれ

ば）
説明：
GOAL 8: DEVELOP A GLOBAL PARTNERSHIP FOR DEVELOPMENT

Who is benefited?

誰の為に？

説明：活動エリアに住み暮らす人々
山形市に暮らす市民２５万人

人

Objective

目的

説明：（例 1）子ども対象の事業をベースにして、参加者とメンバーの
意識を変革を促し、前向きな変化を創りだすため
ＪＣＩ山形は、２０１４年にＡＳＰＡＣ山形大会を開催しました。その活動の中で国
際問題における興味関心があるかといった調査を行いました。わたしたちが暮らす地
域では、国際社会が抱える問題について２３％の市民しか関心を持っていないという
ことがわかりました。
わたしたちは、地域社会に対して国際社会の問題を自分のものと捉えることのできる
機会を提供するために以下の目的を掲げました。
①市民が国際社会における問題について知る機会を提供します。
②市民が国際社会における問題解決にむけて行動する為の手法を伝える場をつくり
ます。
③市民が起こした行動を多くの人に広め、持続可能な運動となっていく為の場をつく
ります。

コメントの追加 [B1]: 趣味の問題ですが，目的である①
から③を上にしてはどうでしょうか。

Overview

概要

冒頭は「背景」と題して，下にしてはどうでしょうか。

説明：必ず結果と合致しているはず
ＪＣＩ山形は、２０１４年にＡＳＰＡＣ山形大会という国際交流の機会を得ました。

コメントの追加 [B2]: 箇条書きにする等したほうが，英

世界平和を目指すわたしたちが暮らす地域では、２３％の市民しか関心を持っていな

訳しやすく，英語が苦手なジャッジも読みやすいのでは

いということがわかりました。

ないですか。

わたしたちは、次代を担う若者たち（大学生）に、国際社会に対しての関心を持って
もらうように討論会を行いました。討論会では、市内のボランティア団体の紛争地で
活躍している人の話を聞く機会を設けました。
ＪＣＩは、国際連合が２０００年に採択したＵＮ ＭＤＧＳに取り組んでいます。Ｊ
ＣＩ山形メンバーの意識が、漠然としていた意識から具体的な行動を起こそうという
意識に変わりました。大学生たちは、初めて知る海外の現状に驚き、国際協力とボラ
ンティアについて考え始めました。
わたしたちは、そうした想いを持った学生たちに、青年会議所活動の一環としてＵＮ
ＭＤＧ Ｓ を社会に広めようという運動があることを討論会で伝えました。大学生たち
は、自らの手でその活動をやってみたいと言いました。
わたしたちは、意識変革した学生たちがその先の将来にも継続してその事業を自走す
ることができるようにしたいと思いました。
わたしたちは、その事業を継続する為にこの活動に共感してくれた個人や団体と継続
的に連携を取っていけるようなシステムを構築しました。
わたしたちは、世界平和に対して意識変革を起こした学生たちに、

① 国際連合の指針
② ＵＮ ＭＤＧ Ｓ 認知向上プログラムの内容
③小中学校での授業実施の申し入れ方法 ④小中学生に対しての授業のやり方 を
教育指導しました。
そして、１０歳の小学生１００名を対象に授業が実施されました。
ＮＰＯ法人の協力を受け、『１０年後の自分に伝えたい、大人になったらしたい国際
協力のこと』を題材に、授業を受けた小学生たちから１０年後の自分たちへの手紙を
書いてもらいました。その手紙は、１０年後、彼らが２０歳になった時に手元に届く
ようにしました。授業を行った学生たちは２０歳でした。その手紙を書いた子どもた
ちは、１０年後に同じ行動を起こしてくれることを約束してくれました。
わたしたちは、地域社会に対して世界平和を恒久的に考える機会を与えました。地域
社会の人々で、わたしたちと同じ志を持ち行動する仲間を得ました。わたしたちは、
その仲間たちを今後もさらに増やし続けるよう継続します。

Result 結果
説明：複数の短い文章になるように注意してください
目的がどのくらい達成できたか書いてください
上記の結果の想定外の結果を書いてください
上記の結果の確認方法を書いてください
検証結果を簡潔に書いてください

コメントの追加 [B3]: すいません。四角が削除されてい
ました。この部分は，月曜まででなくても大丈夫ですの
で，加筆をお願いしかす。

Actions Taken 行動
説明：

コメントの追加 [B4]: 日にちごとのまとめるよ見やす
いかもしれません。

【多くの若者に利他の心を養って欲しい】
・山形市内全大学に事業説明と告知を行いました。（2015.3.1～）
・１９９１年からアフリカ等での難民・災害支援を行っているボランティアのプロか
ら、実際のアフリカでの活動状況についてお伺いしました。
【ボランティア活動の意義を考えて欲しい】
・ボランティアのプロから、ＪＣＩ山形メンバー３４名と大学生１８名の事業参加者
５２名に世界の現状について講演頂きました。
・ＬＯＭメンバーと大学生との討論会を実施しました。（2015.4.24）
【世界の実情を知り、自らが行動を起こす力を養って欲しい】
・意識変革を
起こした、事業参加者である大学生ボランティアサークルメンバーとＭＤＧＳの勉強
会を行いました。（2015.5.1）
・大学生とＵＮ ＭＤＧＳの授業実施を依頼できる小中学校を探しました。
（2015.5.2
～）
・大学生とＵＮ ＭＤＧＳ認知向上プログラムの授業が、次世代に国際協力の活動が
発展する為の手法を話し合いました。（2015.5.5）
【多くの市民に運動を知ってほしい】
・大学生とマスコミに対して事業目的と概要を説明し、多くの人に広めてもらうよう
依頼しました。（2015.5.20）
・大学生がＵＮ ＭＤＧＳ認知向上プログラムの授業を、１校１００名を対象に実施
しました。（2015.6.1）
・授業を受けた小学生に、『１０年後の自分に伝えたい、大人になったらしたい国際
協力のこと』を題材に１０年後の自分に向けての手紙を書いてもらいました。
・１０年後、授業を受けた小学生に届く手紙の発送を行いました。（ＮＰＯ法人が取
り扱う『タイムカプセル郵便』というサービスで、指定された年月に指定された場所
に手紙が届くというサービスを利用しました。）（2015.6.7）
・ＵＮ ＭＤＧ Ｓ 認知向上プログラムの授業風景が報道された後、市民から問い合わ
せに対応できる窓口をＬＯＭに設けました。
【持続可能な運動に発展し、継続していって欲しい】
・活動を知った 3 団体の大学生ボランティアサークルに、ＵＮ MDG Ｓ 認知向上プロ
グラムを教えました。その団体も、自走が可能なようにサポートしています。
・大学生ボランティアサークルメンバーとナッシングバットネッツの募金活動を行い
ました。（2015.7.20）

Recommendations

考察や推奨

目的のうちどの部分が達成されたのか？
達成できなかった部分は、何か？
それは、なぜか？その改善策は？
国際社会が抱える問題に、貧困や飢餓があります。わたしたちの地域には２５万人の
人口が住んでおり、その内の２３％しか国際社会の問題に興味関心がありませんでし
た。
わたしたちは、国際社会の現状を１８人の学生たちに伝えました。
１８人の学生たちは、自分たちにできることを探し始めました。
その活動の報道を通じて、運動に共感した市民によって、問題解決に向けてＵＮ Ｍ
ＤＧ Ｓ 認知向上プログラムの実施や募金活動が行われるようになりました。
その活動の報道を通じて、運動に共感した別の大学生ボランティアサークルにＵＮ
ＭＤＧＳ認知向上プログラムの手法を教えることができました。
この活動で地域社会に住む全員が意識変革をおこしたわけではありませんでした。
この活動で、地域社会に住む大学生全員が参加したわけではありませんでした。
わたしたちは、地域社会に住むすべての人々が、国際社会の問題を自分のものと捉え
ることのできるようにしなくてはなりません。
わたしたちは、この運動を継続してく必要があります。
今回賛同し活動してくれた個人や団体が、来年以降も継続的に事業が行えるようにサ
ポートしていきます。
今回賛同に至らなかった市民たちが、今回から活動を始めた団体の活動を知って意識
変革を起こせるように活動を発信し続けます。
今回賛同に至らなかった市民たちが、来年以降さらに賛同者が増え続けるように外部
団体との連携をつくっていきます。

ページ３
部門

Best Local UN MDG Project

Objectives, Planning, Finance and Execution 目的、計画、財務、実施

What were the objectives of this program?
このプログラムの目的は？

※２００語まで

この事業の参加者が、自ら国際社会における役割を認識し行動するようになることで
す。
ＪＣＩ山形は以下の目的を掲げました。
このプロジェクトに参画する団体が継続して事業を継続できるよう連携を取り続け
ます。
このプロジェクトに参画する個人が起こす行動をサポートできる体制を作り続けま
す。

How does this program align to the JCI Plan of Action?
この事業は、どのように JCI の活動計画と合っていますか？※２００語まで
JCI MEMBERS I TAKE NEEDS- BASED ACTION TO CREATE SUSTAINABLE MPACT IN THEIR LOCAL COMMUNITIES

Was the budget an effective guide for the financial management of the
project?
予算は事業の財務管理の為の効果的なガイドになりましたか？
わたしたちは、討論会や募金活動で共感してくれたボランティア団体が事業を継続す
る約束をしてくれた記念のフラッグを作りました。討論会では、実際の現場での話が
できる経験豊富な講師に講演をお願いしました。
・会場設営費 ７１３ドル
・講師関係費 ２３０ドル
わたしたちは、授業を受けた子どもたちが１０年後に授業を実施した大学生たちと同
じ行動を起こしてくれることを約束してくれるように手紙を書いてもらい、その手紙
を１０年後に届くようにしました。
・通信費 ４９６ドル
わたしたちは、広報費を一切掛けないで自分たちの足だけでこの事業の広報活動を行
いました。ニュースなど、費用をかけないメディアの使い方で市民に発信しました。

コメントの追加 [B5]: 要検討

・広報費 ０ドル

How does this project advance the JCI Mission and Vision?
どうやってこの事業は JCI のミッションとヴィジョンを推進しましたか？
※２００語まで
ＬＯＭの理事メンバーが、地域の国際協力の意識改革の重要性を再認識できるように
討論会を実施し、世界平和に対する意識を再認識できるよう推進しました。
若者が創り出す社会に国際協力支援の考えが定着していくようにＵＮ ＭＤＧ Ｓ 認
知向上プログラムの推進ができ、恒久的な活動に成り得るよう推進しました。

コメントの追加 [B6]: ミッション・ビジョンに分けて，
それぞれに引きつけた形にされたほうがよいと思いま
す。

※画像４つ必要

ページ４

Membership Participation

会員の参加

By number, how many members were involved in this program?
関わったメンバーは何人？ ※２語まで
３４名
By percentage, how many members of your Local Organization were involved
in this program?
プログラムに関わったメンバーの参加率は？ ※１語まで
５５．７％
Describe the main roles of the participating members in this program.
このプログラムに参加したメンバーの主たる役割を記述してください。
※３００語まで
討論会の企画・運営 （２１名）
討論会の参加 （３４名）
大学生への育指導 （１４名）
ＵＮ ＭＤＧ Ｓ 認知向上プログラム授業のトレーニング （２１名）
ＵＮ ＭＤＧＳ認知向上プログラム授業の補佐 （８名）
マスコミへの発信
ナッシングバットネッツキャンペーンの補佐（６７名）

コメントの追加 [B7]: もう少し細かく分けると，量が増
えるのでは？少し寂しい気がします。

※画像４つ必要

ページ５
Community Impact 地域社会への影響
How did the Local Organization measure community impact for this project?
どのように、LOM は、このプログラムのためにコミュニティへの影響を測りまし
たか？

※２００語まで

意識変革を起こした大学生によるＵＮ ＭＤＧ Ｓ 出前授業の模様はマスメディアで
大きく取り上げられました。
・記事が掲載された山形新聞発行部数１９万４０００部。山形県の１世帯当たりの平
均人数 ２．８６人。５５万４８４０人の目に触れております。
・ニュース番組視聴率１６．８％。山形県民の人口１１３万人。１８万９８４０人が
その番組を視聴しております。
・ラジオ番組聴取率５．６％。山形県民１１３万人。６万３２８０人がその番組を聴
取しております。
多くの市民がその情報に触れたことで、ナッシングバットネッツの募金活動の実施を
検討しているところに多くの問い合わせを頂戴し、運動の広がりを見せました。

Describe the actual community impact produced by this project
このプロジェクトによって発生される実際のコミュニティへの影響を記述して
ください
出前授業を実施した小学校、及び問い合わせを頂いた近隣小学校から、来年以降も是
非お願いしたいというご要望を頂いています。
また、実施運営に今回は携わらなかったけれども内容を知りたいとう問い合わせを頂
いた３つのボランティアサークルに対しても、その手法を伝えています。
今後益々地域社会の中で、国際協力の必要性の認知が高まっていくことが予測されま
す。
ＪＣＩ山形は、このプロジェクトに参画するすべての個人や団体が独立するまで一緒
に行動します。
ＪＣＩ山形は、国際社会における問題について地域社会が恒久的に活動し続けるよう
にします。

※画像４つ必要

ページ６
Link with UN Agencies or Partnerships 国連機関または、協力者との関連
List any UN Agencies that participated in any way. Describe their
involvement. (write N/A if none)
どんな形であれ参加したどんな国連関係機関でもリストアップしてください。
彼らとの関係を記述してください。 （何もなけれならば N/A と書きます）
※１５０語まで
Ｎ/Ａ

List any other partners that participated in this program. (write N/A if
none
このプログラムに参加した他のどのパートナーもリストアップしてください。
（何も無いならば N/A と書いてください） ※１００語まで
山形大学
東北芸術工科大学
東北文教大学
情報大学
産業技術短期大学
保健医療大学
山形大学附属小学校

認定ＮＰＯ法人ＩＶＹ

How were partners engaged to participate in the program?
パートナーはどのようにプログラムに参加すると保証されましたか?

※２５

０語まで
討論会への参加
講演依頼
ＵＮ ＭＤＧ Ｓ 認知向上プログラムのノウハウの教育指導
ＵＮ ＭＤＧ Ｓ 認知向上プログラムの実施
募金活動の実施
来年以降のＵＮ ＭＤＧ Ｓ 認知向上プログラムの授業の実施
来年以降のナッシングバットネッツキャンペーンの募金活動
来年以降のＵＮ ＭＤＧ Ｓ 認知向上プログラムの実施ノウハウの教育指導

※画像４つ必要
ページ７
Long-term Impact of the Program プログラムの長期的な影響
What is the expected long-term impact of this project?
このプロジェクトの期待される長期の影響は、何ですか？

※２００語まで

実際に出前授業を運営した大学生ボランティアサークルは、その運営のノウハウを学
び、資料なども揃えた上で継続的な活動として実施できる準備が整っております。
授業を受けた子どもたちは、１０年後に同じ行動を起こしてくれることを約束してく
れました。
大学生ボランティアサークルは、募金活動のやり方を知り、継続的なサークル活動と
して実施できる準備が整っています。
活動が活発化し、更に認知が高まることで一般市民の国際貢献に対する意識が高まっ
ていくことが予測されます。

What changes would you make to improve the results of this project?
このプロジェクトの結果を改善するために、どんな改善策がありますか？
※３００語まで
一度だけのプロジェクトに留まらず、継続的に LOM の事業として取り扱うことでより
効果的な機会の提供になります。
また、大学生だけに限定せずに幅広く一般市民を対象として規模を拡大していくこと
で、更なる運動の広まりが出ます。

※画像４つ必要

※内容はよかったと思います。ただ，字だけで内容を伝えるのが難しい事業で
あり，また，カテゴリーだと思います。写真の活用が重要になろうかと思いま
す。写真をそのまま使わずに，加工するといった工夫を是非検討して下さい。

