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（2）外国人研修生の受け入れ 

 

 

 

海外からの訪問団を受け入れ、日本や鹿児島を体験していただくことによって鹿児島の魅力を

世界に伝えるとともに、交流会やホームステイを通して相互理解を深める事業です。鹿児島を訪

問した海外の青少年を対象に、日本文化体験や交流の機会を提供しました。 

 

実施日 団体名（国名、テーマなど） 人数 内容・訪問先 

6月27日（水）

～ 6月28日（木） 

St. Paul’s Primary Catholic School 

（香港） 
53 日本文化体験（着付） 

12月21日(金) 

～12月26日(水) 
江陵原州大学校日本学科（韓国） 10 

交流会（慈光園）、ホームステイ 

日本文化体験（着付、日本料理、 

ゴッタン体験）、かのやばら園 

3 月 19 日（火）

～3月 20 日（水） 
With Us Wisdom Center（韓国 NGO） 18 日本文化体験（着付） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本語・日本文化研修 

かのやばら園（江陵原州大学校日本学科） 

St. Paul’s Primary Catholic School（香港） With Us Wisdom Center（韓国） 

慈光園交流（江陵原州大学校日本学科） 
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JICA（独立行政法人国際協力機構）や民間の国際交流・協力団体が招聘するアジア、アフリカ、

中南米などの開発途上国の研修員を受け入れ、それぞれの国で必要とされている分野における日

本の経験、技術の基礎的理解をするための研修を実施しました。 

将来の国づくりを担う人材の育成を支援する国際協力の事業です。 

 

JICA 課題別研修（農民参加による農業農村開発） 
＊株式会社アールディーアイが受託した研修コースの一部をカピックセンターで実施しました。 

期 間：平成 30 年 11 月 5 日（月）～11月 10 日（土） 

研修者：農業、農村振興関係者 4名 

（ラオス、シエラレオネ、南スーダン、レバノン） 

内 容：農業、農村関連の講義、施設見学、農家インタビュー、関係者との意見交換 

研修スケジュール 

日程 研修場所／団体名 内容 

11 月  5 日（月） 高千穂牧場 畜産の 6次産業化、アイスクリーム作り体験 

11 月  6 日（火） 
大隅地域振興局 大隅地域の農業、農村開発 

鹿屋市役所 鹿屋市の農産物加工、6次産業化、加工所視察 

11 月  7 日（水） 
道の駅錦江にしきの里 道の駅の機能と役割 

鶴峰地区生活改善センター 農村女性の活動、生活改善、収入創出など 

11 月  8 日（木） 垂水市大野地区 特産品を生かした農村振興、グリーンツーリズム 

11 月  9 日（金） 垂水市大野地区 農家インタビュー、地域住民との意見交換、交流 

11 月 10 日（土） 出発  

 

   

 

   

 

JICA 研修員等の受け入れ 

アイスクリーム作り体験 道の駅錦江にしきの里 

元気印の菜園畑 農家インタビュー（大野地区） 



 
 

15 

JICA 青年研修（アフリカ／地域保健医療実施管理） 
期 間：平成 30 年 10 月 12 日（金）～ 10 月 25日（木） 

研修者：13 名（エジプト、ガーナ、ケニア、リベリア、ナミビア、タンザニア、ジンバブエ） 

内 容：講義、保健医療関連機関の訪問、関係者との意見交換、ホームステイ 

研修スケジュール 

日程 研修場所／団体 内容 

10 月 12 日（金） カピックセンター 宿泊オリエンテーション 

10 月 13 日（土） カピックセンター 
研修オリエンテーション、課題整理ワークショップ 

講義：日本の行政システム 

10 月 14 日（日） カピックセンター 日本、鹿児島の保健医療制度（鹿児島大学 嶽﨑俊郎教授） 

10 月 15 日（月） 
鹿児島県環境保健センター 感染症の検査、モニタリング、調査研究 

桜島 地域資源を活用した健康増進 

10 月 16 日（火） 肝付町立病院 肝付町立病院、岸良診療所の運営と地域医療 

10 月 17 日（水） 
肝付町立高山准看護学校 地域医療を担う人材育成 

鹿屋市保健相談センター 鹿屋市における地域保健医療、大隅広域夜間急病センター 

10 月 18 日（木） 県民総合保健センター 健康診断視察、病気予防と健康診断 

10 月 19 日（金） 

県民健康プラザ健康増進セ

ンター 
健康増進のための施設 

県民健康プラザ鹿屋医療セ

ンター 
地域医療の拠点施設 

10 月 20 日（土） 英語キャンプ（吾平地区） 農村視察、小中学生、地域住民との交流 

10 月 21 日（日） 
鹿児島県介護実習・普及セ

ンター 
介護、福祉に関する情報提供、啓発活動 

10 月 22 日（月） 
鹿児島県庁 鹿児島県における地域保健医療 

鹿児島県看護協会 看護師、保健師の能力向上 

10 月 23 日（火） カピックセンター アクションプラン作成 

10 月 24 日（水） カピックセンター アクションプラン発表会、評価会、閉講式 

10 月 25 日（木） 出発 
 

 

   

 

   

肝付町立病院 

公益財団法人県民総合保健センター 

鹿児島県環境保健センター 

アクションプラン作成 
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JICA 青年研修（ベトナム／体育教育） 
期 間：平成 31 年 1 月 12 日（土）～ 1月 26 日（土） 

研修者：15 名（ベトナムの体育教育関係者） 

内 容：講義、体育教育関連機関の訪問、関係者との意見交換、ホームステイ 

研修スケジュール 

日程 研修場所／団体 内容 

1 月 12 日（土） カピックセンター 宿泊オリエンテーション 

1 月 13 日（日） カピックセンター 
研修オリエンテーション、課題整理ワークショップ 

講義：日本の保健体育教育（桐蔭横浜大学 佐藤豊教授） 

1 月 14 日（月） カピックセンター 講義：保健体育カリキュラム、指導案作成、保健教育 

1 月 15 日（火） 
鹿児島県教育委員会 教育長表敬、鹿児島県の教育、体育教育の現状 

鹿屋市教育委員会 教育長表敬、鹿屋市の教育、体育教育の現状 

1 月 16 日（水） 鹿屋体育大学 体育実技（陸上、ダンス） 講義（生涯スポーツ） 

1 月 17 日（木） 
鹿屋体育大学 体育実技（ニュースポーツ、体操、サッカー） 

カピックセンター 研修ふりかえりワークショップ 

1 月 18 日（金） 

鹿屋市立寿小学校 学校概要説明、体育授業参観、給食 

県民健康プラザ健康増進セ

ンター 
健康増進のための施設 

1 月 19 日（土） 各家庭 ホームステイ 

1 月 20 日（日） 各家庭 ホームステイ、意見交換会 

1 月 21 日（月） 
鹿屋市立東中学校 学校概要説明、体育授業参観、給食 

鹿屋市立鹿屋女子高校 学校概要説明、授業参観、部活動見学 

1 月 22 日（火） 
鹿児島大学付属中学校 学校概要説明、施設見学、授業参観 

鹿児島市内 自主研修 

1 月 23 日（水） 鹿児島県総合体育センター センター概要説明、体育実技（身体づくり運動）、施設見学 

1 月 24 日（木） カピックセンター アクションプラン作成 

1 月 25 日（金） カピックセンター アクションプラン発表会、評価会、閉講式 

1 月 26 日（土） 出発 
 

 

    

 

    

鹿児島県教育委員会 鹿屋体育大学 

鹿屋市立寿小学校 鹿児島県総合体育センター 
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ミャンマー農業研修 

一般財団法人日本友愛協会が受け入れた研修員を対象として農業研修を実施しました。 

期 間：平成 30 年 9 月 28 日（金）～11月 4日（日） 

研修者：ミャンマー 3名 

内 容：農業全般、サツマイモ栽培、農産物加工、マーケティング 

研修スケジュール 

日程 研修場所／団体名 内容 

      09/28（金） カピックセンター 宿泊オリエンテーション 

09/29（土） カピックセンター 研修オリエンテーション、サツマイモ概要 

09/30（日） 自主研修  

10/01（月） 東串良道の駅、坂口製茶 道の駅、直売所、製茶 

10/02（火） 株式会社オキス 野菜加工 

10/03（水） オレンジパーク串良、東農園 みかん狩り、サツマイモ収穫（実習） 

10/04（木） カピックセンター 日本文化体験（着付け、茶道） 

10/05（金） 株式会社オキス 野菜加工（実習） 

10/06（土） 株式会社豊栄 サツマイモ貯蔵 

10/07（日）～10/08（月） カピックセンター 自主研修 

10/09（火） 大海酒造株式会社 サツマイモ加工（焼酎） 

10/10（水） 有限会社神川酒造 サツマイモ加工（焼酎） 

10/11（木） 小鹿酒造株式会社 サツマイモ加工（焼酎） 

10/12（金） 澁谷食品株式会社 サツマイモ加工（お菓子） 

10/13（土） 
澁谷食品株式会社 サツマイモ収穫 

カピックセンター IT と農業、農業用アプリ 

10/14（日） 垂水市大野地区、鹿児島市 稲刈りイベント、仙巌園など 

10/15（月） 鹿児島市 自主研修 

10/16（火） ミンガラーバー地湧の会 ミャンマー教育支援団体との意見交換 

10/17（水）～10/18（木） 鹿児島大学農学部 有畜複合農業、土着菌 

10/19（金） 
株式会社タケ きのこ（キクラゲ）栽培 

大隅加工技術研究センター 農産物加工 

10/20（土）～10/21（日） 鹿屋市神野地区 英語キャンプ 

10/22（月） カピックセンター 自主研修 

10/23（火）～10/24（水） 元気印の菜園畑 農家ホームステイ、グリーンツーリズム 

10/25（木） 垂水市大野地区 サツマイモ活用した地域振興、サツマイモお菓子 

10/26（金） ハマダ産業 サツマイモ収穫（実習） 

10/27（土） 鹿屋市高隈地区 サツマイモ料理、お菓子（実習） 

10/28（日）～10/29（月） カピックセンター 自主研修 

10/30（火） 村山製油、サテライツ 油脂、マヨネーズ加工 

10/31（水） 坂元醸造、道の駅垂水 黒酢、道の駅 

11/01（木） 大隅半島農林文化村 サツマイモ栽培、加工、販売 

11/02（金） カピックセンター ふりかえり、アクションプラン作成 

11/03（土） カピックセンター 研修報告会、閉講式 

11/04（日） カピックセンター 出発 

 

      
澁谷食品株式会社 大隅加工技術研究センター 


