日米草の根交流
コーディネーター派遣プログラム
Japan Outreach Initiative

アメリカで、日本をつたえる

日本への関心・理解が深まるよう、
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こんな方を求めています
・自立性・社交性に富み、柔軟で想像力がある方
・コミュニケーション能力、語学力の高い方
・日本語や日本文化の諸分野に関する知識・関心のある方
・日本国籍、四年制大学卒以上の方
・自動車運転免許をお持ちの方（活動には運転が必須）
・心身ともに健康で2年間の活動に従事できる方

JOIの派遣地域
（第1期〜第14期）

補助費待遇
・往復航空券
・生活補助費

US$1,280／月

（住居はホームステイ先等を派遣先が手配）
・赴帰任時の移転料等
・長期海外旅行保険加入補助
・車両購入、自動車保険加入補助
・JOI研修参加費、他
注）2015年度実績。自己負担額はご自身の生活、
派遣地の状況などによって異なります。
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Bring JAPAN into Your Community
The Japan Outreach Initiative (JOI) aims to promote awareness and understanding of Japan in
regions of the United States with relatively few Japan-related activities and opportunities for
exchange and to nurture new leaders in the ﬁeld of grassroots exchange. Japanese individuals,
placed mainly in the southern and midwestern areas of the United States, volunteer for two years
as outreach coordinators at organizations such as Japan America Societies and universities. Coordinators provide information about Japanese culture, society, everyday life and language in local
community settings, and organize activities that foster exchange between the United States and
Japan. For more information, please visit http://www.laurasian.org/joi/

JOIプログラムは、国際交流基金日米センターと米国の非営利団体ローラシアン協会が2002年度より共同で実施しています。

国際交流基金

（The Japan Foundation）

世界の全地域において、総合的に国際文化交流事業を実施する日本で唯一の組織として、1972年に特殊法人とし
て設立され、2003年10月に外務省所管の独立行政法人となりました。
国際相互理解を深め、平和な未来を築いていくために、文化芸術交流、海外における日本語教育、日本研究・知的交
流を３本の柱として活動しています。
http://www.jpf.go.jp/

日米センター

（Center for Global Partnership）

日米が共同で世界に貢献し、緊密な日米関係を築くことを目的として、1991年に国際交流基金に設立されました。
両国のパートナーシップ推進のための知的交流と両国の相互理解を深めるための地域・草の根交流等の分野で交流
活動を行っています。
http://www.jpf.go.jp/cgp/

ローラシアン協会

（The Laurasian Institution）

「異なる文化を背景とする人々が協力し、意義ある国際交流環境を創造していく」ことを基本理念に、1990年に米国
イリノイ州に非営利法人として設立されました。
日米両国に事務所を設置し、国際教育・異文化交流教育に主眼を置いたプログラムの企画・運営に携わっています。
主にアジア・アメリカ・ヨーロッパ大陸間で文化理解を深めるための教育プログラムや情報の提供に関する事業を展開
しています。
http://www.laurasian.org/

プログラムの詳細はWEBサイトをご覧ください。
◆ 概要、説明会、第1期からの活動報告等

http://www.jpf.go.jp/cgp/fellow/joi/

◆ 募集要項（待遇、応募条件）、応募書類等

http://www.laurasian.org/joi/

