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JENESYS2015 招へいプログラム 

対象国：東ティモール，テーマ：（社会）若手政治家・外交官交流の記録 

 

１．プログラム概要 

「対日理解促進交流プログラム」の一環として、東ティモールの若手政治家・外交官 8 名

が来日し、日本の政治、社会、歴史及び外交政策に関する理解促進や、日本の魅力等の積

極的な発信を目指し、2 月 7 日から 2 月 15 日までの 8 泊 9 日の日程でプログラムを実施し

ました。 

 

２．参加国・人数 

東ティモール 8 名 

 

３．訪問地 

東京都、神奈川県、広島県 

 

４．日程  

2 月 7日（日）羽田国際空港より入国、来日時オリエンテーション 

【最先端技術】日本科学未来館 

2 月 8日（月） 

【学校訪問】防衛大学校 

【歴史的建造物視察】三溪園 

2 月 9日（火） 

【講義】日本国際問題研究所 

【講義】外務省 

【視察】国会議事堂衆議院 

 

2 月 10 日（水）～2月 14日（日）広島県を訪問 

【地域交流】広島市議会議員との交流 

【地場産業視察】マツダミュージアム 

【歴史的建造物視察】平和記念資料館、原爆ドーム、世界平和記念聖堂（カトリック幟町

教会）、広島城宮島、宮島彫り体験、厳島神社 

【地域交流】ホームステイ 

2 月 14 日（日）東京へ移動 

 

2 月 15 日（月） 

【ワークショップ】報告会準備 

【報告会】 

【視察】浅草、秋葉原 

羽田国際空港より出国 
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５．ＪＥＮＥＳＹＳ２０１５プログラム記録写真  

（社会）若手政治家・外交官交流訪日団の記録 

  
2/8【学校訪問】防衛大学校（横須賀市） 2/9【講義】日本国際問題研究所（東京都） 

  
2/9【表敬訪問】外務省（東京都） 2/10【視察】広島市議会議場（広島市） 

  
2/10【地域交流】広島市議会議員との交流 

（広島市） 

2/11【地場産業】マツダミュージアム 

（安芸郡） 
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2/11【歴史的建造物視察】広島平和記念公園

（広島市） 

2/12【歴史的建造物】広島平和記念資料館 

（広島市）  

  
2/11【講義】被爆者体験伝承者の講話・ディ

スカッション（広島市） 

2/12【歴史的建造物視察】世界平和記念聖堂 

（広島市） 

 

 

2/12【歴史的建造物視察】広島城（広島市） 2/12【歴史的建造物視察】厳島神社 

（廿日市市） 
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６．参加者の感想   

◆ 東ティモール 青年 

 日本に初めて来た時に、何か違うものに気づきました。私にとって、日本はとても素晴

らしく、そして美しい国です。日本の人達は礼儀正しく、他人に敬意を表し、時間を守り

ます。非常に寒い、日本の気候を体験しました。日本人は技術的に大変進んでいて、技術

やハイテク製品で、より良い世界にするために貢献しています。日本政府は、安全保障面

で、各国との協力（二国間）関係を大事にしていることが防衛大学校へ行って分かりまし

た。日本の防衛政策は、資格のある幹部候補生がいるため、非常に強固なものになってい

ます。 

 

◆ 東ティモール 青年 

 日本へ来ることに大変興奮していました。 なぜなら、私は、教育や、日本人一般の非常に強い

道徳観など、日本について多くの事を学んできたからです。私は、JENESYS の交流プログラムに、

若手政治家として参加し、学べる機会を与えられたことに感謝致します。今回学んだすべての事

が、将来の母国、東ティモール国の建国のための準備、そして知識となり役立つことでしょう。また、

最後になりますが、日本を再訪し、自分の能力や知識を高めたいです。そうすれば、母国が今の

日本のように発展できるよう、力になれます。ありがとうございました。 

 

◆ 東ティモール 青年 

 日本の都市計画は大変素晴らしく、日本人は道路法を尊重し、順守しています。私は、家族や

同僚と日本の社会、最先端技術そして伝統文化についての情報を共有したいと思います。 

 

７．参加者の報告会の報告内容（帰国後の発信計画） 

Ministry of Foreign Affairs
• Relevance for assistance

• Basic policy for assistance: Assisting the
process for establishing the foundation of
economic growth from reconstruction.

• Priorities areas: establishing foundation for
promoting economic activities; agriculture
and rural development; capacity building
development of government and public
sector.

• Point to consider: deployment of election
observation Mission 1999, 2002, 2007;
deployment of Japanese Personnel to UN
Mission.

 

Hiroshima City Council

• Separation of powers
(National Assembly and Local
Assembly);

• Not only political parties, but
also clubs can have their
representatives in the
assembly;

• Policy to create more
opportunities for women;

 

日本での気づき 日本での気づき 

ACTION PLAN
• Organize and coordinate with

Embassy’s staff to provide reporting
session at the Embassy of Japan in
Timor-Leste (end of February or March);

• Radio/TV talk show (April – May – June);
• Share information with staffs in each

participants’ institution and family
members and friends in each
neighborhood (flexible).

• Share information with staffs in each
participants’ friends by social media (FB,
WA, E-mail, Twitter, Instagram).

 

RECOMMENDATION
• Propose to the Embassy of

Japan in Timor-Leste to
organize a movie day,
where movies about Japan
would be shown;

• Intensive capacity building
of youth diplomats and
politicians;

• To have more programs
like this one in the future

 

アクションプラン アクションプラン 

 


