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【プロフィールと参加プロジェクト】
• Maho Tate（大学４年）　国際開発 in 南アフリカ
• Shunsuke Sugano（大学３年）　マイクロファイナンス in ガーナ
• Seika Kumano（大学３年）　村落開発 in ベトナム
• R.Y.（大学４年）　マイクロファイナンス in セネガル

はじめに、どこでどのような活動をしたかを簡単に教えていただけますか？

南アフリカのケープタウンにあるタウンシップと呼ばれるスラム街で活動するNGO団体でイ
ンターンをしました。まず最初に、そのNGOへ行くと、自分がこの団体のために何ができるか
探してほしいと言われた。どんどん自分で探していくことが求められて、これやってください、
あれやってくださいとは言われない。それで自分で見つけたのが、現地のスラム街に住んでい
る未亡人が家計を支えるために裁縫をしている場所があるんですけど、そこで働いている人
たちが物を言い値で決めたり、全然値段の決まりがなかったり、売れてないものを作り続け
ちゃったり、決まり事がなく整理されていなかった。私はこれをちゃんとしたいなと思って、そ
この小さな作業場へ行き、どういうものだと売れて、どういうものが売れないかをパソコンで
調べて、それをみんなに見せて利益をつくるための方法を説明していきました。あとは、団体
全体のイベントとして実施したことで、例えば私が滞在していた時にちょうど国際人権デー
に出くわしたんですけど、その日に向けてイベントを開くんですね。ただNGOですし、資金が
ないのでスポンサーを探す必要があり、企業に対していわゆる寄付募るファンドレイジング
活動を行いました。コカ・コーラ、ナイキなどの企業にコンタクトを取っていきました。それは
滞在中、一貫して一ヶ月間やっていました。

僕はガーナでマイクロファイナンスの活動に参加しました。主に行ったことは、室内のデスク
ワークと屋外のフィールドワークに分けられるんですけど、中のデスクワークでは二つの村
で、石鹸作りで生計を立てる女性を担当したんですけど、その女性のプロフィール、どういう
家族構成でどうやって生計を立てているかというものを12名分作成しました。外で行ったこ
とは、ヒヤリング調査やワークショップを開いて、彼女たちの簡単な計算、コストや利益とは
何か、といったことをガーナスタッフの通訳を通じて教えたり、自分で作業もしつつ、外に出
て彼女たちがどのように生活しているか、何に困っているか、そういったことを聞いて、それ
に対してただお金を貸すだけでなく、いかにしてそのお金を活用できるか、そしてそのお金を
活用するためにはどうしたらいいか、そういったことを日々考えながら、悪戦苦闘しながらや
っていました。

私は３週間ベトナムのマイチャウという、ど田舎へ行ってきました。ハノイから車で４時間くらい
のところにあって、ターイ族という少数民族がすんでいる村です。そこでやっていたことは主に
二つあって、ひとつが地元の子供たちに英語を教える、もう一つが手工芸品を扱うお店を運営
しているNGOがあって、そこのディスプレイをどのように改善したらもっと観光客が買ってくれ
るかなとか、そういうことを提案したりして、村の開発に関わりました。日本にマーケットを進出
したいということだったので、日本人女性の点からどういうデザインとか素材、色だったら日本
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で売れそうかといったことを提案した。ホームステイで現地の生活にどっぷり溶け込みなが
ら、田舎の生活をすっごい楽しく満喫してました。マイチャウは本当にすっごい田舎で、朝は牛
とにわとりの鳴き声で目を覚まし、一歩外に出ればバッファローとか野良犬がそこらへんにう
ろうろしている、そんな村です。とにかく地元の生活を満喫できたとても楽しい３週間でした。

セネガルのサンルイという首都のダカールから４時間くらいで、モーリタニアとの国境に近い町で
１ヶ月間マイクロファイナンスのインターンに参加しました。現地でやっていたことは主に二つ。ひ
とつは教育、もうひとつは融資した人のモニタリング。なんで教育をしていたかというと、最初に来
るタリベと呼ばれるストリートチルドレンがいるんですけど、数字はわかるけど足し算引き算はで
きないという学力レベルの人たちで、そういう人たちにまずは簡単な計算を教えました。その中で
優秀な成績が取れた子に融資をします。それが日本円で、2万円ほどで返済期限は１年。融資をし
た優秀な子とはいえ、なかなか簡単にビジネスはうまくいかないので、上司と一緒に融資先のとこ
ろへ行って、なんで売り上げが上がらないのかなど、そういったインタビューをして改善できるとこ
ろを探していくというのが二つ目の仕事です。ちなみに２万円で何かできるかというと、うまく完済
した人は携帯の売り子、携帯を仕入れて、抱えて、歩きながら売る。あとは本当に小さいコンビニの
ような出店を出して、お菓子や生活必需品を売るといったようなことができます。

なぜ、そのプロジェクトに参加したのですか？

マイクロファイナンスのインターンにセネガルで参加したのには理由が三つあって、一つは途
上国に行きたかった。もう一つはいわゆるボランティアじゃなくてビジネスとしての立場ででき
ることがしたかった。セネガルは思っていたより発展していて、一昔前はアフリカ＝貧困でした
が、今はビジネスの対象にもなるのがアフリカだと思います。あとはカナダのケベック州に留学
していたので、フランス語圏で活動したかったというのもあります。これに合致するインターン
がプロジェクトアブロードのセネガルのマイクロファイナンスでした。特に大学でこの分野を専
攻しているというわけではないですけど、行って思ったのは、より専門的なものが求められてい
るというよりは、日本で当たり前とされてきていることを徹底するということをやった方がいい
ということ。例えば自分の担当顧客は、売り上げを付けていないとか、利益も出してないし、原
価もだいたい、どういう製品が売れているかというのをあまり意識していなかったので、そうい
う記録を付けるところをまず徹底した。より専門的な知識が求められているというよりかは日
本でやって常識的なものを持っていったという感じですね。

私はアフリカの開発系の勉強をしたくて大学院への進学を元々考えていたんですが、大学院の
情報が得られるイベントがあって、そこでは各大学の教授が集まるので、自分に何が合ってる
か情報を得られるんですね。そこである大学教授と長い話をしているときに「アフリカに行った
ことないなら一度行ってみなよ、いい意味でショックを受けるから」と言われて、それで行ってみ
ようと思ったのがきっかけです。そこで「アフリカ、開発、インターン」などをテーマにネットで検
索し、このプロジェクトに辿り着きました。印象的だったのは、道を挟んで、片方は白人のお金
持ちの大豪邸、反対側は一気にみすぼらしいスラム街という光景がよくあって、本当に一本道
を隔てただけで全く違う生活環境が広がっていたのは衝撃で、確かにいろいろなショックがあ
りました。ただ、やはり活動期間１ヶ月は短かったです。２～３週間くらいから気持ち的にも慣
れて、そこからだんだん余裕が出てくるけど、余裕の時間が短すぎて、もう引き継ぎしなきゃ、こ
れも思いついたのにもう時間ないというのが結構あった。行く前は１ヶ月も行くんだから結構
できるだろうと思っていたんですけど、全然足りなかったですね。

僕もひとつは学生生活中にアフリカに絶対行きたいというのがあって。自分が所属しているサ
ークルがアフリカから来る学生を迎えてイベントを開いたり、あとは大使館と共催してスワヒリ
語の弁論大会を開いたりするんですけど、そういったアフリカの人からもらったパワーを現地
で本当に感じてみたい、まっさらな自分の心でアフリカを感じてみたい、というところからどう
すればいいか探していた。実際にいくなら現地の生活に飛び込んで行ける方法はないかと考え
ていた時に、やはり旅行ではなくて、ある程度決められたプロジェクトを経験したいという思い
があってインターンに踏み込みました。

私はちょっとみなさんとは違う切り口かもしれないです。実はベトナムへ行く前から日本の
NPOの事務所でインターンをしていて、私はパソコンとかそういうものからちょっと離れたく
て、本当に現地の生活を体験したいという、そっちの軸で探していました。その中で自分のこだ
わりがちょっとあって、日本人のツアーでいくのは嫌で、観光地を周る旅行ではないというのと、
現地の課題解決をしたいというそこまでの意識の高さではなく、現地の人と同じような生活を
してどっぷり向こうの生活に浸ってやるという感覚で探していた。大学では経営学部でマーケ
ティングの勉強をしているので、手工芸品のマーケティングもできると聞いた時に、自分に合っ
てるなと思い、ぴんと来たのもあります。

プロジェクトアブロードでは、ほぼ日本人がいない環境での活動がほとんどですが、それに関
して心配はなかったですか？

逆にその環境を求めていたので、ちょうど良かったです。日本人同士じゃなくて、現地の人の生
活にどっぷり関われるし、いろいろな国の人とも交流できるというのがプロジェクトアブロード
を選んだ理由のひとつですね。

ガーナでは、他の国から来たボランティアたちもアフリカへ来るくらいだから面白い価値観、マ
イノリティを優しく受け入れてくれるような心の広い人がたくさん来ていた気がして、みんなと
は同じアフリカに来たというだけで、仲良くなれました。

僕の場合は、セネガルがフランス語圏だからというのもあって、フランス人やカナダのフランス
語圏からの参加者が多かったです。コミュニケーションにはそんなに苦労しませんでした。言っ
てることがわからなければ聞き返せばいいことですしね。

インターンの経験は帰国後、役に立ちましたか？

大学院に出願するときに大いに役立ちました。大学院の面接でも自分の体験を話すとかなり
興味を持ってもらえました。その甲斐あって、結果的に第一希望だったイギリスの大学院に合
格することができました。あと面白かったのは、自分では気付かなかったんですけど、帰ってき
てから「性格変わったね」っていろんな人に驚かれました。まず声がうるさくなったのと、態度が
でかくなった、それから物怖じしなくなったって、笑。元々、そういう性格ではあったんですけど、
やはり外国人に囲まれた生活していたので、気付かない間に以前よりさらに自己主張するよう
になってたんだと思います。

私はとりあえずベトナムが大好きになりました。今につながっていることと言えば、インターンし
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ていたお店の商品の輸入を日本代理店のような形で、自分でやっています。国際協力してい
る団体やフェアトレードしている団体などに紹介して、売っています。本当は現地から日本でフ
ァンドレイジングしてほしいみたいな話もあったんですけど、自分はそこまではできてなくて、自分
ができることを考えた時に、現地のものを買ってお金を払って、現地の人に影響を与えることが今
の私ができることかなと。今後についていうと、私は海外経験がある人は、海外志向がとても強く
なる人と、日本に回帰する人とで二分されると思うんですけど、私は後者かなと思います。今回の
経験を通して、いずれはまた世界の貧困に目を向けるとは思うけど、卒業後すぐにそれは考えてな
くて、まずは自分の身の回りのことかなと思っています。ただ、いずれ行けたらと思いますし、海外
でも働きたいという思いはあります。

やっぱり就活で面接のときに話のネタにはかなり使いましたね。セネガルでインターンをしたとい
うとまず珍しがられて、話が弾みます。就活に関して言えば、大学のサークルや部活の話に特化し
ようとすると、わりとありきたりのトピックなので、その内容をどれだけ深めて話すかでしか勝負で
きない。一方で、こういったアフリカでのインターンのようにトピックそのものが違う方がそれだけ
で大きな武器になります。それは採用面接を経験して特に実感しました。結果的には総合商社に
就職が決まり、今後仕事で海外へ行く機会も多いと思います。

実はガーナから帰国して一ヶ月後にタイに行ったんですけど、ガーナで過ごせたんだからタイで
過ごせないわけがないという自信がつきましたね。人間的にタフになったと思います。おかげでタ
イでは一切、苦労しなかったです。タイ人も全然英語話せないんですけど、ガーナでは英語通訳
を介してどうやって現地の人とコミュニケーションを取ればいいか考えながらやってたこともあっ
て、全然バックグラウンドが違う人とどうやってコミュニケーションを取っていくかをガーナで学
んでいたので、その体験が活きたんだと思います。それから、ガーナとタイでの生活を通して、自分
の携わるもので多くの人に影響を与えられるものって何かなって考えたときに、より多くの人に
必要なものを届けるにはどうしたらいいか、を考えるようになりました。例えば石鹸を売るガーナ
でのマイクロファイナンスの活動を通して将来的には、もっと日用品のような必要なものを多くの
人に届けられるメーカーで働きたいなと最近徐々に考え始めています。自分が経験したことの延
長線上にありますね。ガーナに帰りたいです、笑。

では最後に、巷ではよく「グローバル人材」という言葉を耳にしますが、海外でも活躍できる人と
はどういう人だと思いますか？

行動力、決断力はどの国でも必要だと思います。海外でインターンやりたいという知り合いがい
て、相談に乗ったことがあったんですけど、やっぱりちょっと心配という理由で一歩踏み出せない
人が何人かいた。私からしたら、もし両親がお金出してくれて、就活まで時間があるんだったら行
った方がいいよと言ったんですけど、怖いって言って結局やめてしまいました。やると決めたらや
るという行動力は大きい。私の場合、両親を説得するのが大変でした。南アフリカの印象は日本
人には悪いので特に大変でした。こういうことやりたいと話を持ち掛けて、母親の許可は得たんで
すけど、父親を説得するのが大変でした。説得するために、こうだからケープタウンは大丈夫とい
う情報を徹底的に調べ上げて、その情報を全部印刷して父親の前に並べて、それを４日間くらい
繰り返して、やっといいよという許可をもらいました。ここまで来たら絶対説得しようと思っていた
ので、必死さが伝わったと思います。

異なる文化をちゃんと受け入れられることかなと思います。でもそれを受け入れつつも、ちゃんと自
分らしく振る舞える人。それを感じたのはスコットランドから来た年配のボランティアが、ベトナムの
文化が自国と違いすぎて受け入れられないのを見た時です。例えば現地の食事を食べないとか、ベ
トナムの教育システムが戦後の日本的な、先生が正しくて一方的に教えるみたいなやり方で、それ
が受け入れられなくて、それで活動を辞めたいと言ったり。結局郷に入っても郷に従うことができて
いなかったんだと思います。そういう周りの環境を受け入れる適応力は大事だと思います。それでそ
の中でも、国が変わっても自分のカラーを変わらず出していくスタンスも必要ですよね。

ありがとうございました。これからのみなさんのご活躍を期待しています。
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自ら貪欲に物事を吸収しようと動くこと
が非常に大事だと感じました。与えられた
環境の中で受動的でいたらそれ以上のもの
は得られません。環境を最大限に生かし、か
つ新たに自分で環境を求めて行動すること
が鍵です。ただ参加するだけではなく、ここ
で自分は何がしたいのか、またここでしかで
きないことは何かを考えて一日一日を過ご
せば、よりかけがえのない成長の場になる
と思います。特に、沢山の人と出会って沢山
会話することは何よりも有意義なのでオス
スメです。いつか医師としてガーナに戻れる
日が来ることを願って。本当にありがとうご
ざいました！

【Kaori ガーナ医療】

技術の必要な血圧測定や血糖値測
定、HIV/AIDSやマラリアの健診は現
地の看護師や、看護師の資格を持って
いるボランティア、私のような看護学生
が担当しました。私は、大学で基本的な
技術を習得していたので、現地では他の
ボランティアにアドバイスをしてちょっと
した先生のような立場でした。現地の人
だけではなくて、他のボランティアの力に
もなれたことは、専門的な勉強をしてい
る学生だからこそできたことではないか
と思います。

【Shoko ガーナ公衆衛生】

タウンシップ内に長期で活動できたこと
が最も有意義だったと思います。ツアーな
どで一回のみ訪れるのではなく、長い期間
を通して時間を過ごすことでより現地の人

と々親密になったり、信頼を得られたのがと
ても印象的でした。プロジェクトでの活動、
現地の人々やホストファミリーとの交流、様
々な国から集まるボランティア、どれをとっ
ても非常に有意義な日々であったと思いま
す。私個人としては、目的意識が希薄な状態
で渡航してしまいました。より高い志で来れ
ばとてもよい経験がさらに最高になったの
ではと感じます。

【Kengo 南アフリカ国際開発】

ガーナに来た目的の一つに、村の人達
の本当の状況、生活状態を知りたいと思
っていたので、村に行って村の人達と近く
なることで本当の状況を知ることができた
と思います。今まで気づきもしなかったこと
が、ベースに考えられるようになりました。
将来の自分の夢を叶えるために活かしたい
と思います。

【Mayuko ガーナマイクロファイナンス】

The Reporter（新聞社）での仕事内容
は、自分の目標と合致していて結果満足の
いくインターンシップになりました。記者とし
て働くことは全くの未経験なのに執筆した
記事を４枚も載せていただいたので、今では

（エチオピアで）記者として働いた経験あり
と胸を張っていえると思います。そういえる
ようになったことが今回のインターンで得
た一番の財産です。

【Masumi エチオピアジャーナリズム】

ホストファミリーとの交流と現地スタッ
フとの交流と活動先オフィスでの交流がと
ても素晴らしい時間でした。自身の英語とス
ペイン語の延びしろも実感することができ
ました。様々な体験をさせていただくことが
でき、たくさんのことを学び、とても価値のあ
る２ヶ月になりました。みなさんと一緒に過
ごした日々は一生の宝物です。最高の時間
を本当にありがとうございました。

【Mayumi メキシコ国際開発】

思うように仕事ができなかったり、ルー
ムメイトとぶつかったりと涙することもあ
りましたが、ホストファミリーがいつも力に
なってくれて、とても濃い5週間を過ごすこ
とができました。今では、逆ホームシックが
抜けずまたタンザニアに戻りたいと感じて
います。この5週間の経験を経たことで、これ
からどんなことにも向き合っていけるような
気さえします（笑）私が貴重な経験をしたよ
うに、1人でも多くの方に同じような、かけが
えのないチャレンジングな経験をし、タンザ
ニアを知ってほしいと思います。

【Eri タンザニアマイクロファイナンス】

世界各国からインターンやボランティア
が来ていて、いろいろな人と関わる機会が
ありました。それぞれの国の文化があり、お
互いの文化を理解しその文化を受け入れて
人間関係を築かなければならないというこ
とを知りました。国際的な人間になるため
には、この「文化の壁」を打破させなければ
ならないと思いました。自分にはまだそれが
できなくて、とても悔しい思いをしたし、これ
からの自分の課題だと感じました。それでも
海外に行って、成長したいなという思いがあ
ったから、そういう意味ではかなりいい経験
ができたし、視野が広がったと思います。そ
して、これから進みたい道が前より明確に見
えたように思います。

【Naoki サモアジャーナリズム】

プロジェクトを通して学んだことは、「
異文化出身の人と働くことの大変さ」でし
た。将来はグローバルに働きたいなとなん
となく思い描いていたのですが、楽しいこと
だけではもちろんなく、意見の衝突あり、そ
れを解決しなければいけないという事実を
目の当たりにしました。意見の衝突は幾度
かあったのですが、みんなで互いの主張に
耳を傾けながら折り合いをつけていくとい
う経験はこのインターンでしか手に入れら
れないものだったと思います。そしてこの経
験は将来働く上でとても役立つだろうと考
えています。

【Yurika 中国ビジネス】

法律人権プロジェクトはたしかにチャレ
ンジングです。難民の人権というセンシテ
ィブな内容を扱うし、法律英語を知らない
と議論にも参加しづらいです。だけどそれを
乗り越えることが英語力という意味でも、サ
バイバル力という意味でも成長をもたらし、
また人間的にも成長できると思います。迷
っているならばとりあえず飛び込んでみる
ことです。新しい世界は、いつだって自分に
新しい風邪を吹き込んでくれます。そして、
一度やると決めたなら全力で打ち込むこと
です。それさえ守れば、プロジェクトアブロ
ードでの経験はかけがえの無いものになる
と思います。

【Naoyuki 南アフリカ法律・人権】
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