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★24ヶ国で約200のプログラム
★通年開催で開始日自由

★参加者9割以上が外国人
★短期も長期もOK

★ 活動期間中、現地スタッフがサポート

海外ボランティア &
海外インターンシップ

Projects Abroadウェブサイト LINE QRコードはこちら



プロジェクトアブロードは1992年から現在に至るま
で、一貫して海外ボランティア・インターンシップ事業に
取り組んできました。

他に類を見ない安全・サポート
プロジェクトアブロードは海外ボラン
ティア・インターンシップ事業を開始し
て以来、常に参加者の方の安全を最
優先に活動を行ってまいりました。我
々はすべての活動国において現地オフ
ィスを設けて、そこに勤務する現地ス
タッフが皆さんのサポートを行う体制
を構築しています。

生み出される‘違い’
プロジェクトアブロードはすべての
活動を通して、‘違い’を生み出すこと
を念頭にプログラムを運営・実施し
ています。一人ひとりの活動が生み
出す違い。それを重視しています。

らくらく渡航サポート
活動期間中、プロジェクトアブロード
の現地スタッフが皆さんのサポートを
行います。到着指定空港からの送迎や
必要に応じた24時間体制のサポート
などを提供してまいります。

日常を飛び出し、未知なる領域に足を踏み入れ、まだ見ぬ世界へ。プロジェクトアブロードでの
活動を通して、それまでの世界観を覆すような体験をしてみませんか？
プロジェクトアブロードは世界各国において、その地域に住む人々の生活向上や教育の機会の提供、環境保護といった分野におい
て30年近くにわたり携わってきました。活動先の人々や同じ志を持った活動を共にする仲間と時間を共有することにより、自分の新
たな可能性を見つけ、地域貢献に携わり、そして異なる生活様式や文化への理解を深めることによりご自身の視野を拡げることが
できるでしょう。日常を飛び出した先に待っている体験を支えるのは、経験豊かなプロジェクトアブロードのサポート。きっと、あなた
を未知なる世界へといざなってくれます。

私たちが大切にしていること

個々人の成長と地域
への貢献
プロジェクトアブロードは地域が必要
としているニーズを把握しながら活動
を行っています。彼らとの密なコミュニ
ケーションをはかることにより、本当に
求められていることは何なのか明確に
しながら活動を継続しています。プロジ
ェクトアブロードの活動に携わること
により直接的に活動先に貢献すること
ができる、そのような仕組みを構築して
います。

可能性の実現
プロジェクトアブロードは、活動を
通して活動国に違いを生み出すだ
けでなく、皆さんの可能性に新たな
1ページを加えられるようなプログ
ラムを実施しています。皆さんの情
熱や思いを形に変え、より良い世界
を創り上げていくことを念頭に活動
に取り組んでいます。

活動を通した発見
現場での活動を通してしか知るこ
とのできない世界がそこにはありま
す。 世界を見て回り、異なる生活様
式や文化について触れ、そしてその
国や地域が抱えている課題につい
て学べる機会を提供します。

国際色豊かな環境
プロジェクトアブロードは最も古い
歴史を持つ海外ボランティア・イン
ターンシップ団体の一つであり、世
界各国から世代を超えた様々な参
加者が活動に取り組んでいます。活
動を通して、様々な国からの参加者
と交流する機会があるでしょう。

私たちの価値観

海外ボランティア・
インターンシップにおいて、
先駆け的な存在である
プロジェクトアブロード

プロジェクトアブロードでは活動を行うにあたり欠かすこと
のできない安全と、必要なサポートを提供してまいります。
活動に専念できる環境のもと、それぞれのプログラムは実
施・運営されているのです。
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活動国

スリランカ
  コロンボ周辺
  コロンボ空港(CMB) ✈
  シンハラ語
  英語
  ホームステイ

ネパール
  カトマンズ / チトワン(医) / ガンドルック （環）
  カトマンズ空港(KTM)
  ネパール語
  英語
  ホームステイ/ゲストハウス（環）

モンゴル
  ウランバートル
  ウランバートル空港(ULN) ✈
  モンゴル語
  英語
  ホームステイ

中国
  上海
  上海浦東空港(PVG) ✈
  北京語
  使用限度：英語
  ボランティア寮

ルーマニア
  ブラショヴ
  ブカレスト空港（OTP）/シビウ空港（SBZ） 

（考）
  ルーマニア語
  英語
  ホームステイ/ゲストハウスなど（考）

ガーナ
  アクアペムヒルズ(ケ)／ケープコースト

(医)／アクラ(人)(サ)
  アクラ空港 (ACC)

  トゥイ語など 
  英語
  ホームステイ

ケニア
  ナニュキ／ナクル(環)
  ナイロビ空港 (NBO)

  スワヒリ語
  英語
  ホームステイ/ボランティア寮（環）

タンザニア
  モシ/アルーシャ
  キリマンジャロ空港 (JRO)

  スワヒリ語
  英語
  ホームステイ

ボツワナ
  Wild at Tuli

  ポロクワネ空港 (PTG)

  英語
  英語
  ボランティアバンガロー

(ケ) － チャイルドケア
(医) －医療＆ヘル
スケア
(建) － 建築

(環) － 環境保護
(人) － 人権
(サ) － サッカー
(考) － 考古学

*✈ 東京から直行便が就航している都市(曜日限定の場合もあり)

※記載の内容は予告なしに変更される可能性もあります。
最新の情報はウェブサイトをご覧ください。

ジャマイカ
  マンデビル
  キングストン空港 (KIN) /

モンテゴベイ空港 (MBJ)
  英語、パトワ語
  英語
  ホームステイ

ベリーズ
  サンペドロ/プラセンシア（環）
  サンペドロ空港（SPR）/プラセンシア空

港（PLJ）
  英語
  英語
  ホームステイ/ボランティア寮（環）

コスタリカ
  バラオンダ
  ファン・サンタマリーア国際空港（SJO）
  スペイン語
  スペイン語、英語
  ボランティア寮

メキシコ
  グアダラハラ/クユトラン（環）
  グアダラハラ空港 (GDL)
  スペイン語
  スペイン語、英語
  ホームステイ/ボランティア寮（環）

エクアドル（ガラパゴス諸島）
  サンクリストバル
  サンクリストバル空港 (SCY)
  スペイン語
  スペイン語、英語
 ホームステイ、ボランティア寮

ペルー
  クスコ / プエルトマルドナド(環)
  クスコ空港（CUZ）/

プエルトマルドナド空港（PEM）
  スペイン語
  スペイン語、英語
  ホームステイ/ボランティアバンガロー

（環）

アルゼンチン
  コルドバ
  コルドバ空港 (COR)
  スペイン語
  スペイン語
  ホームステイ

フィジー
  ナンディ / パシフィックハーバー(環)
  ナンディ空港 (NAN) ✈
  フィジー語
  英語
  ホームステイ/ボランティア寮（環）

サモア
  アピア
  アピア空港（APW）
  サモア語
  英語
  ホームステイ

ベトナム
  ハノイ
  ハノイ空港 (HAN) ✈
  ベトナム語
  英語
  ボランティア寮/ホームステイ

カンボジア
  プノンペン
  プノンペン空港 (PNH) ✈
  クメール語
  英語
  ボランティア寮

フィリピン
  ボゴシティ / サンレミジオ
  セブ空港 (CEB) ✈
  セブ語
  英語
  ホームステイ

タイ
  クラビ
  クラビ空港 (KBV)
  タイ語
  英語
  ホステル

  活動地
  到着指定空港
  現地語

  使用言語
  滞在先

南アフリカ共和国
  ケープタウン
  ケープタウン空港（CPT）
  コーサ語、アフリカーンス語など
  英語
  ホームステイ

マダガスカル
  アンダサイブ
  イヴァト空港 (TNR)
  マダガスカル語
  フランス語
  ゲストハウス
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76 www.projects-abroad.jp



プロジェクトアブロードでは、大学のゼミ単位や友人同士での参加によるグループトリップも実施し
ています。このグループトリップの特徴は；

• 通年で手配を行うことができ、活動期間も自由に設定が可能
• チャイルドケアや環境保護といった幅広い活動内容に加えて、希望に応じて柔軟に対応が可能
• 各活動国において、現地オフィスに勤務するスタッフが24時間体制で活動期間中のサポートを実施  
• 参加費用はご要望などに応じて応相談。週末旅行の手配も応相談

プログラムタイプ
プロジェクトアブロードでは開始日や活動期間を自由に決められる通年プログラム、高校生の方を対象とした高校生
スペシャル、そして、あらかじめ決められたスケジュールに沿い実施している期間限定プログラムを提供しています。そ
れぞれの特徴は下記をご覧ください。

ボランティア：初めての海外渡航や、海外ボランティアであって
も比較的参加しやすい活動が中心となります。子どもたちとの
交流や教育活動、学校などの建築といった、自らの労力を使っ
て現地に貢献することに焦点を当てた活動が中心となるプロ
グラムです。

インターンシップ：活動分野に関連する経験や、ボランティアプ
ログラムに比べてより高度な英語力が求められるケースがあ
ります。マイクロファイナンスなど地元住民への裨益を目的と
している活動もある一方で、法律&人権など、その国が抱えて
いる問題を学ぶことに力点を置いた活動もあります。

※英語力に関して
各プログラムページにおいて記載されている英語力に関して、下記をご覧ください。推奨される英語力に達していなくても
ご参加は可能ですが、渡航までに英会話を練習しておかれることをお勧めしています。

• 初級：平易な質問に対して英語で自分の意思を伝えられる、簡単な質問を行えるレベル
• 中級：自分の伝えたい内容を大まかに英語で伝えられるレベル
• 上級：専門的な内容に関しても明確に英語で議論を行えるレベル

プログラム
ボランティア インターンシップ その他

チャイルドケア
教育

スポーツ
建築

環境保護
考古学

医療＆ヘルスケア
ジャーナリズム

ビジネス
国際開発

マイクロファイナンス
獣医療&動物保護

社会福祉

異文化体験
語学留学・語学追加コース

団体研修

ボランティアプログラムとインターンシップ

参加年齢 15歳以上 18歳以上 15歳から18歳まで
活動期間 1週間以上（プログラムによる） 2～4週間
活動開始日 自由に設定可（通年開催） 固定
週末の過ごし方 自由 予定されている週末旅行に参加
活動タイプ 個人で移動 団体での行動。現地スタッフが引率

通年
プログラム 期間限定

プログラム
高校生
スペシャル

通年プログラム 期間限定プログラム 高校生スペシャル

数字で見るプロジェクト
アブロード

ドイツ 5.1%

オランダ 4.5%

イタリア 4.2%

カナダ 2.6%

その他 12.9%

中国 6.4%

オーストラリア 10.0%

アメリカ 13.7%

イギリス 21.5%

フランス 10.4%

アルゼンチン 3.4%
タイ 3.4%

その他 30.4%

フィジー 5.2%

ケニア 5.8%

ペルー 6.9%

カンボジア 9.4%

ネパール 15.1%

ガーナ 7.6%

タンザニア 7.2%

南アフリカ共和国 5.5%

大学生/大学院生
33.1%

社会人 9.1%

高校生 57.8%

フィジー 5.8%

南アフリカ共和国 5.6%
マダガスカル 2.3%
スリランカ 2.1%

その他 17.3%

ケニア 6.7%

カンボジア 13.5%

ネパール 17.9%

タンザニア 11.3%

ガーナ 9.0%フィリピン 8.5%

環境保護, 15.4%

スポーツ 2.8%
マイクロファイナンス 4.5%

教育 5.1%
建築 5.6%

その他 3.9%
法律人権 1.3%

チャイルドケア
41.0%

医療 24.2%

参加者出身国別割合

活動国別参加者割合（合計）

職業別参加者割合（日本）

活動国別参加者割合（日本）

プログラム別参加者割合（日本）
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参加条件

年齢：15歳以上
資格・経験：不要
英語力：初級
こんな人にオススメ：子供が好きな方・
海外渡航初心者・英語に自信がない方

社会福祉
国：ネパール 
ネパールでは、HIVに感染した子供たち
のいる施設で活動することも可能です。
活動内容はケアプログラムと大きくは
変わりませんが、子供たちは免疫力が
低下しているため、手洗いやうがい、歯
磨きなど健康を維持するための衛生指
導や栄養指導などを行います。また運
動機能を維持するためにスポーツアク
ティビティを行うこともあります。HIVを
持つ子供たちと一緒に活動したいとい
う方はこちらのプログラムをご検討くだ
さい。

活動の目標 
・英語など語学力の向上
・協調性の育成
など

活動先例 
保育園、幼稚園、学校、
特別支援施設など

活動の目標
・協調性の育成
・手洗いなど衛生の普及
・英会話力の向上
など

QRコードよりプログラムの詳細ページがご覧いただけます。

教員の数や資金、教材の不足、英語話者の不足などの
問題に直面している活動先で、幼児教育に携わります。

チャイルドケア

活動内容

子供たちの健やかな成長に繋がるサポートを

1日のスケジュール例（ガーナ） 

6:00

7:00 起床・朝食・準備・出発
8:00 保育園で活動開始
9:00 ・簡単な英語教育

・図画工作・歌や踊りなどの
アクテビティ
・外で遊ぶ
・手洗い・歯磨きなどの衛生
指導

・食事の補助・洗濯・掃除など

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00 帰宅・昼食
15:00 自由時間

・保育園に残って翌日の準備
・ボランティア仲間との交流
や観光

16:00

17:00

18:00

19:00 帰宅・夕食
20:00

自由時間
21:00

22:00 就寝

発展途上国に生きる子供たちが
適切な教育を受けられる機会を

◇英語教育・IT教育：活動先例 
小学校～高校・大学など

◇日本語教育：活動先例  
小学校～高校・大学・地区センター・
プロジェクトアブロード現地オフィス

QRコードよりプログラムの詳細ページがご覧いただけます。

教育プログラムでは現地の学校などで、主に先生のアシスタント
として活動します。英語は、就職など子供たちの未来に大きな可
能性を与える大切なスキルです。ボランティアとして、現地の子供
たちの英語力向上に携わりましょう。先生と信頼関係を築けば、
クラスを任される場合もあります。また、国によってはIT教育や日
本語教育の需要があり、日本語教師やIT教師として活動できる
国もあります。

1日のスケジュール例（カンボジア） 

6:00

7:00 起床・朝食・準備・出発
8:00

小学校で英語を授業9:00

10:00

11:00
帰宅・昼食・他のボランティア
と交流・午後の授業の準備12:00

13:00

14:00 小学校へ出発
15:00

小学校で英語の授業
16:00

17:00 帰宅・自由時間・授業の準備
や振り返りなど18:00

19:00 夕食
20:00 自由時間・他のボランティアと

交流・洗濯など21:00

22:00 就寝

英語教育 / 日本語教育
参加条件

資格・経験：不要
推奨される英語力：中級
こんな人にオススメ：子供が好きな方・
教育に携わってみたい方
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大自然の中に身を置き、持続可能な
環境保全と生態調査を

※一日に行われる活動は上記の中の数項目です。スケジュール
は現地スタッフが作成し、週ごとに更新されます。
※ケニアでは焚火（炊事のため）に必要な薪となる木の伐採が
進んでいます。プロジェクトアブロードは保護区近隣の住民宅
を訪問し、火が長持ちするかまどの設置支援を行っています。伐
採される木を減らしながら植林を行うことで、減少が続く環境破
壊の歯止めをかける活動を普及させています。

QRコードよりプログラムの詳細ページがご覧いただけます。

環境保護プログラムでは、絶滅危惧種の動物の保護・生
態調査、人の手が入って環境破壊が進む地域での野生動
物の生息環境や生態系の保全活動を行っています。大自
然に囲まれた環境で生活しながら、その地域にしかいな
い動植物を守る、非常にやりがいのあるプログラムです。
動物や自然、アウトドアが好きな方、環境保護や動物の生
態を学びたいという方にお勧めです。

1日のスケジュール例（ケニア） 

6:00 起床・朝食
7:00 準備・出発
8:00 ・ロスチャイルドキリンの追

跡・個体数調査
・罠の撤去
・植林
・夜間観察用カメラの設置
など

9:00

10:00

11:00

12:00 昼食・自由
・他のボランティアと交流
など13:00

14:00 ・エコストーブの設置（※）
・溜池の掘削作業
・野鳥観察
・足跡から動物を判別する講
座など

15:00

16:00

17:00

18:00 夕食
19:00

自由時間20:00

21:00

22:00 就寝

環境保護

タイ – ダイビング&海洋環境保護 
タイの美しい海を守るべき、ダイビングの資格を取得したのち海中の調査活動に参加します。陸上でもビー
チ清掃や地元の子供たちへの環境保護教育、植林活動なども行います。

フィジー – サメ保護
サメの個体数の減少により、海中の生態系が崩れかけています。そんな危機を救うために、サメの保護活動
に焦点を絞って活動しています。まずはダイビングの資格を取得し、その後海中でサメのタグ付けや生態調
査を行います。

ベリーズ – ダイビング&海洋環境保護 
ベリーズ水産省公認のもと、世界遺産にも登録されているサンゴ礁保護区内でダイビング調査を行っていま
す。ダイビングの資格を取得した後は、海中でのデータ回収、海中清掃などに参加します。地上では、ビーチ
清掃や建物の修繕など地域奉仕活動にも従事します。

【陸】

【海】

※ ダイビングの資格取得については、英語で講習を受けることになります。

コスタリカ - 乾燥熱帯林保護 
森林が国土の1/4を超えるコスタリカですが、気候変動や開発、森林火災などによりその面積は年々減少し
ています。主に国立公園内の整備や野生動物の調査、植林、地元住民への啓発活動に携わります。

ケニア – アフリカ東部サバンナ環境保護 
アフリカのサファリ大国ケニアにある自然保護区内で、絶滅危惧種のロスチャイルドキリンをはじめとする
貴重な野生動物らの棲み処を守るため活動しています。

ボツワナ – アフリカ南部サバンナ環境保護 
人間の文明からかけ離れたサバンナの自然保護区内で、共同生活を送りながらアフリカの貴重な野生動物
や自然環境を守るための保護、調査に携わります。

マダガスカル – 熱帯雨林保護 
島国特有の生態系を誇るアフリカの秘境マダガスカルで、ここに住む野生動物の生態系の保護や熱帯雨林
の再生を目指します。

エクアドル  -  ガラパゴス環境保護
世界遺産ガラパゴス諸島に生息する固有の動植物の保護を行っています。主に国立公園内の整備や野生動
物の調査、植林、地元住民への啓発活動に携わります。

ペルー – 熱帯雨林保護 
アマゾン熱帯雨林の真ん中で、ワイルド生活を体験しながら、動物保護センターで傷ついた動物たちを自然
界に還す活動をメインに、野鳥調査やカメの保護、チョウ類の研究など多様な活動に携わります。

メキシコ  -  ウミガメ保護
絶滅危惧種のウミガメの卵を密猟者から守り、人工的に孵化させ自然界へと還します。クロコダイルのお世
話やマングローブの再生にも携わります。夜間のビーチパトロールは人気の活動の一つです。

ネパール – ヒマラヤ環境保護 
ヒマラヤ山脈のアンナプルナ山群で、この地域に生息する野生動物や植物の生態調査を行っています。動物
の行動を記録するカメラの設置と回収、生息場所のマッピングなどを行います。地元の人々にゴミの処理方
法や、環境保全の大切さを啓発する活動にも携わります。
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建築 スポーツ

インフラ整備・学校建設を通して現地の人々の
生活水準の向上を

発展途上国の子供たちの、
身体能力とチームワーク向上を

活動内容
タンザニア：学校や付属施設の建築
ガーナ：学校や付属施設の建築
ネパール：2015年の震災による被災校舎の再建
フィリピン：貧困層向けの住宅建築、トイレや下水設備の整備

活動の目標
・現地の人々の生活水準の向上
・よりよい教育環境の提供
など

活動先例
ガーナ：フットボールクラブ（シニアグループ・U10・U12・U14・U17）
ガーナ：バスケットボールクラブ

携わる活動
・トレーニングの指導
・トレーニングメニューの作成
・トレーニングメニューの改善と新メニューの練習
・現地人コーチとのミーティング
・練習試合の運営
・チームワークを高めるワークショップの運営などQRコードよりプログラムの詳細ページがご覧いただけます。 QRコードよりプログラムの詳細ページがご覧いただけます。

建築プログラムは学校や保育園をはじめ、トイレなどの生活基盤などその地域で必要とされている建物
の建築に携わります。このプログラムでは重機は使われておらず、建物の土台整備、セメントの精製、レ
ンガの積み上げ、塗装作業など、現地の進捗状況に応じて全て手作業で行われます。

ガーナのスポーツでは、サッカーとバスケッ
トボールに焦点を当てて活動しています。
貧しい地域に住む子供たちを対象に、技術
指導やトレーニングプラン改善、試合運営、
チームワークやスポーツマンシップの育成
を行っています。ただスポーツを教えるだ
けでなく、スポーツを通して協力することや
思いやりを育むなど、子供たちが自信をも
って社会に出られるような指導が必要とさ
れています。

1日のスケジュール例（タンザニア） 

1日のスケジュール例（ガーナ：サッカー）

1日のスケジュール例（ガーナ：サッカー） 

6:00 起床・朝食
7:00 準備・出発
8:00 学校や、付属のダイニングホ

ールの建築
・土台作り
・土砂の搬出

9:00

10:00

11:00
・ブロックの積み上げ
・塗装など12:00

13:00

14:00 帰宅・昼食
15:00

自由時間16:00

17:00

18:00 夕食
19:00 自由時間・他のボランティアと

交流など20:00

21:00 就寝
22:00

6:00

7:00 起床・朝食・準備
8:00 出発
9:00

オフィスワーク
・ミーティング
・トレーニングプランの
立案・改善

・買出しなど

シニアチームのトレーニン
グ（時期による）

・ウォームアップ
・ドリブル
・パス
・シュート
・フォーメーションなど

10:00

11:00

12:00 昼食
13:00

自由時間
14:00

15:00 ジュニアチームのトレーニング
・ウォームアップ
・ゴールキーパー指導
・ドリブル・パス・シュート練習

16:00

17:00

16:00

18:00 夕食
19:00 帰宅・夕食
20:00

自由時間
21:00

22:00 就寝

参加条件

資格・経験：不要
推奨される英語力：初級
こんな人にオススメ：建築を通して、現
地の人々の生活や教育環境の改善に貢
献したい方

参加条件

資格・経験：何らかのスポーツ経験
推奨される英語力：中級
こんな人にオススメ：スポーツを通して
国際協力に携わりたい方・スポーツを通
して国際交流をしたい方など

※サッカーの場合、活動日は火曜日～土曜日です。土曜日は練習試合などが行われる場合が
あります。
※活動は天候などにより中止となる場合があります。
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マイクロファイナンス
国際開発 無利子の小口融資とビジネス指導を通して、

貧困層の人々の生活水準の向上を
社会的弱者の人々を支援するNGOで、
生活水準の向上と自立支援を目指します

インターンが携わる活動の一例 
・プレゼンテーション
・融資希望者との面談、事業内容のヒアリング
・融資と返済の管理
・収益の記録管理・レポートの作成
・事業のモニタリングと提言

支援対象者例 
カンボジア：貧しい地域に暮らす人々
タンザニア：シングルマザーなどの女性
セネガル：元ストリートチルドレン

活動先例 
南アフリカ共和国：スラム街にある、周辺に住む
人々の自立支援を行うNGO
メキシコ：移民へのサポート・女性の地位向上・
子供の栄養失調・土地の所有権侵害への法的
支援などを扱ういずれかのNGO
ベトナム：社会的弱者（女性・子供・貧困層の若
者、障がいのある人々）の自立支援を行うNGO

インターンが関わる活動の一例
・組織運営やイベントへのファンドレイジング
・イベントの企画・実施
・SNSなどでNGOの活動を発信
・訪問者のためのワークショップ運営
・プレゼンテーション
・レポート作成など

QRコードよりプログラムの詳細ページがご覧いただけます。 QRコードよりプログラムの詳細ページがご覧いただけます。

マイクロファイナンスプログラムでは、経済的理由により融資が
受けられない人々に無利子の融資、ビジネスの指導を行いま
す。融資対象となる人の事業は、小さな商店、養鶏、アクセサリ
ー職人、美容サロン、洋裁などがあります。現地スタッフによる
指導のもと、インターンが主体となって活動を運営する実践的
なプログラムです。現地の人々の目線に立った支援を通して、生
活水準の向上を目指します。

国際開発プログラムは、スラム街に住む人々や社会的弱
者とされる人々の自立支援、生活水準の向上を目指す
NGOで活動します。活動内容はインターンご自身の英語
力により大きく左右されます。このプログラムでは、周囲を
巻き込んでプログラムを前に進める能力、ゼロからイチを
作り出す根気と柔軟性が必要とされており、それらに自
信のある方、スキルを身に着けたいと考える方に向いて
いると言えます。また将来、国際開発の分野で働きたい方
など、途上国が抱える問題に正面から取り組み、情熱を持
って挑戦できる人には非常にやりがいのあるプログラム
です。

1日のスケジュール例（タンザニア） 1日のスケジュール例（南アフリカ共和国） 

6:00

7:00 起床・朝食・準備・出発
8:00 オフィスで資料作成・準備
9:00 郊外の集落を訪問

・融資対象者に現金支給
・返済の管理
・帳簿のチェックとデータ
入力

・ビジネスの概況ヒアリング
と提言
・ワークショップの運営

10:00

11:00

12:00 昼食
13:00 別の集落を訪問

・マイクロファイナンスの概要
プレゼンテーション
・融資希望者からのヒアリ
ング
・カルテ作成など

14:00

15:00
オフィスでミーティング・デー
タ整理・翌日の準備

16:00
帰宅・自由時間

17:00

18:00 夕食
19:00

自由時間20:00

21:00

22:00 就寝

6:00

7:00 起床・朝食・準備・出発
8:00 スラム街のNGOで活動

・ウェブサイトの更新
・ファンドレイジング活動
・事業の写真撮影とSNSの
更新

・レポートの作成

9:00

10:00

11:00

12:00 昼食
13:00 ・プレゼンテーション

・ワークショップの運営
・併設保育園の手伝い
・人権や衛生に関する啓発イ
ベントの立案

・ミーティング

14:00

15:00

16:00
帰宅・自由時間

17:00

18:00 夕食
19:00

自由時間20:00

21:00

22:00 就寝

参加条件

資格・経験：不要
要求される英語力：中級から上級
こんな人にオススメ：草の根レベルで地
元の人々を支援したい、マイクロファイ
ナンスの実践的な経験を積みたい

参加条件

資格・経験：特になし
要求される英語力：上級
こんな人にオススメ：将来NGOや国際
機関で働きたい、社会的弱者の人々の
自立支援に携わりたい

※週に何度かオフィスにてデータ整理を行うため、フィールドワ
ークが行われない日もあります。
※天候や交通事情により、その日の活動内容が変わる場合が
あります。
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法律&人権 
ジャーナリズム

社会的弱者の人々に法的な支援を
取材から記事の作成まで、
実践的なジャーナリズムの経験を積みます

活動先例 
◇南アフリカ共和国：Projects Abroad Human Rights Office

◇ガーナ：Projects Abroad Human Rights Office

◇中国：法律相談事務所

扱う分野 
南アフリカ共和国：難民法・労働法・家族法・債権管理に関する法律・財産に関する法
律・不動産に関する相続法など
ガーナ：子供の権利・女性の権利・障がい者の権利・投票権・同性愛に関する権利・性
的虐待被害者の権利など
中国：契約法・商法・企業法・労働法・知的財産に関する法律・不動産に関する法律・
企業買収に関する法律など

活動先例 
モンゴル：国営新聞社・国営ラジオ・国営テレビ
南アフリカ共和国：プロジェクトアブロードジャーナリズムオフィス
ルーマニア：プロジェクトアブロードジャーナリズムオフィス

※モンゴルでは日本語での活動が可能です。

扱う分野 
モンゴル：日本とモンゴルの関わり - 外交・日蒙交流イベント・観光・文化・スポーツ・
歴史など
南アフリカ共和国：人権・環境・教育・女性の権利・観光・歴史・文化・ライフスタイル・
科学技術など
ルーマニア：文化・歴史・伝統・観光など

QRコードよりプログラムの詳細ページがご覧いただけます。 QRコードよりプログラムの詳細ページがご覧いただけます。

法律&人権プログラムでは、人権保護活動に取り組む発展途上
国の法律事務所や、国によってはビジネス関連の法律を扱う企
業向けの法律相談事務所が主な活動先です。現地の弁護士とと
もに、ケーススタディーやコンサルティング業務の補助を通して、
実務経験を積むプログラムです。

ジャーナリズムプログラムでは、現地人記者の指導を受けなが
ら記事の内容の考案、取材日時の調整、インタビュー、ご自身が
中心となって記事の作成を進めていきます。新聞記者やジャー
ナリストを目指している方だけでなく、その国に住む人々の声に
直接耳を傾け、真実を多角的に見つめたいという方にもお勧め
のプログラムです。

1日のスケジュール例（南アフリカ共和国） 
1日のスケジュール例（南アフリカ共和国） 

6:00

7:00 起床・朝食・準備
8:00 出発
9:00 オフィスワーク

・ミーティング
・クライアントと面談
・記録の作成
・書類の下書き

10:00

11:00

12:00 昼食
13:00 ・ケーススタディー

・クライアントと面談
・スーパバイザ―への報告と
打ち合わせ

・レポートの作成
・クライアントからのメールや
電話への対応

14:00

15:00

16:00

17:00 帰宅・洗濯など
18:00 夕食
19:00

自由時間20:00

21:00

22:00 就寝

6:00

7:00 起床・朝食・準備
8:00 出発
9:00 オフィスワーク

・ミーティング
・取材日時の調整
・取材の打ち合わせ
・記事の作成

10:00

11:00

12:00 昼食
13:00 取材

・インタビュー
・写真撮影など14:00

15:00 帰社
・音声反訳16:00

17:00 帰宅・洗濯など
18:00 夕食
19:00

自由時間20:00

21:00

22:00 就寝

参加条件

資格・経験：法律の分野を学んだことが
あることが望ましい
要求される英語力：中級～上級
こんな人にオススメ：海外で人権や法律
の実務経験を積みたい方

参加条件

資格・経験：不要
要求される英語力：中級～上級
こんな人にオススメ：ジャーナリストを
目指している方・取材を通してその国に
住む人々の声を集めたいという方

※週に数回タウンシップ（スラム街）にフィールドワークに出か
けることがあります。

※週に数回タウンシップ（スラム街）にフィールドワークに出か
けることがあります。
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6:00

7:00 起床・朝食・準備
8:00 出発
9:00 ・一般病棟で回診の付き添

い：症状の説明を受ける
・外科医を目指しているので
外科を訪問

・医師の承認を得ることがで
きたので処置を視察
・手術の視察許可を申請し
たが、今回は医師の都合に
より却下。次回の許可を取り
付けた

10:00

11:00

12:00

昼食
・食堂で若手の産婦人科医
と知り合い、日本の医療につ
いて談義

13:00 ・産婦人科を訪問。忙しい様
子なので今日は挨拶のみ

・看護師の許可を得て、一般
病棟で患者と交流

・救急搬送があったと聞き急
行。医師から許可が下り、処置
の様子を視察する機会を得た

・振り返りのため、一日の業
務内容を日記にまとめる

14:00

15:00

16:00

17:00 帰宅
18:00 帰宅・夕食
19:00

自由時間20:00

21:00

22:00 就寝

医療&ヘルスケア
発展途上国の医療現場を視察し、国際医療
従事者として知見を高めるプログラム

【重要】  
医療プログラムは、医師や看護師との信頼
関係が活動内容を大きく左右します。挨拶
や近況報告、熱意や学習態度、質問や相談
などのコミュニケーションがそれらに大き
く影響するため、渡航までに英会話をなる
べく上達させた上での参加をお勧めして
います。英語力が心配な方は、アドバイザ
ーまでお気軽にご相談ください。

活動先例
総合病院・クリニックなど

看護プログラム・助産プログラムは、医療プログラムの中でも看護師や助産
師を目指す学生、看護学生、また既に資格をお持ちの看護師や助産師を対
象としています。現地人看護師に付き添いながら日々の業務内容を視察し、
発展途上国の医療現場における看護師の役割を視察することが主な活動
内容です。日本での業務や衛生環境、設備などの違いに驚いたという方も
多く、日本では得ることのできない貴重な経験となるでしょう。

活動先例 
総合病院・クリニック・保健所など

過去の参加者が携わった活動
・看護師に付き添い業務を視察
・バイタル測定
・包帯の交換や消毒の補助
・出産の介助
・手術の見学
・妊婦検診・産後検診の立ち合い

※実際の活動は英会話力や、現地人看護師との信頼関係により変わりま
す。上記の活動に必ずご参加いただけるとの確約は致しかねますので、予
めご了承ください。

資格・経験：医療系分野の知識や経験があることが望ましい
要求される英語力：中級
こんな人にオススメ：看護学生・看護師・助産師

過去の参加者が携わった活動 
・入院病棟で回診の付き添い
・バイタル測定
・入院患者の症状・治療過程の説明を受ける
・包帯の交換や消毒の補助
・出産の介助
・手術の見学
・医療ワークショップ・プレゼンテーションへの
出席と発表

資格・経験：医療系分野の知識や経験があるこ
とが望ましい
要求される英語力：中級
こんな人にオススメ：医学生・看護学生・資格を
持った医療従事者

医療プログラムでは、医学生や看護学生、既に資格をお持ち
の医療従事者が、発展途上国の医療現場を見て学ぶ視察活
動に従事します。ご自身の興味や希望進路などを医師と話し
合いながら、活動内容が決まっていくこととなります。そのため
ただ受け身に話を聞くだけでなく、質問をしたり手術を見学
したいなどの要望を明確に伝えたりすることが大切です。過
去に参加された日本人医学生の中には、手術を間近で見学し
た、出産に立ち会ったという方もいらっしゃいます。

参加条件

資格・経験：大学生以上
英語力：中級
こんな人にオススメ：医学生・ 資格を持
った医療従事者

※医学生・看護学生は資格をお持ちでないため、活動は視察が活動の大半を占めます。手
を動かして現地の人々の医療支援に携わりたいという方は、国際医療支援活動が行われ
ている国や、公衆衛生プログラムへの参加をご検討ください。

プログラムが行われているフィジーでは、肥満や糖尿病、高血圧などの生
活習慣病が深刻化しており、フィジー国内の死因の80%を占めています。
栄養管理プログラムでは、生活習慣病の原因や予防方法などの認知度の
向上、食習慣の改善などを通して健康管理への意識が低い人々の健康を
支えることが主な活動です。栄養学を学ぶ学生や管理栄養士の資格をお
持ちの方にお勧めのプログラムです。

主な活動内容
・生活習慣病の概要や予防方法の講習の実施
・身長・体重・血圧・体脂肪率などの測定
・喫煙・飲酒・食習慣に関する問診
・カルテの作成とデータ化
・現地の食材で作るヘルシークッキング教室の運営
・クッキング教室のレシピの作成
・ズンバなどのエクササイズ教室の実施・運営

理学療法プログラム・作業療法プログラムでは、これらを学ぶ学生から資格
を持った社会人まで、多くの日本人の参加実績があります。資格をお持ちで
ない場合は視察が中心となります。資格をお持ちの場合、現地の医療関係
者と信頼関係を築けば、手を動かして活動できる場合もあります。施術発展
途上国の医療現場を学びたい方や理学療法・作業療法を通して現地の人
々を支えたいという熱意を持った方にお勧めのプログラムです。

主な活動内容 
・理学療法・作業療法士に付き添い現場を視察
・カルテや施術プランの作成、またその補助
・プレゼンテーションやワークショップの運営
・現地の理学療法・作業療法士へのトレーニング
・トレーニングプランや現地人向けマニュアルの作成

資格・経験：理学療法、作業療法の分野に関する知識や経験があることが
望ましい
要求される英語力：中級
こんな人にオススメ：医学生・ 資格を持った医療従事者

医療プログラムでは病院などでの活動が中心となりますが、公衆衛生プ
ログラムでは様々な場所に出向いて往診や検査活動を行うことが活動の
中心となっています。医療へのアクセスが難しい人々の住む地域で、無料
の検査サービスを提供しています。健康管理への意識が低い人々に、自身
の健康状態を把握してもらい、必要があれば病院に行くよう指導するアド
バイス業務も行っています。国により衛生事情が異なるため、焦点を当て
る活動も異なります。活動内容の詳細はウェブサイトをご覧ください。

主な活動内容 
・カンボジア：貧しい地域の家庭や学校を訪問し、血圧・血糖値など健康
状態のチェックや衛生教育など

・ガーナ：田舎を訪問し、血圧や血糖値の測定、マラリアやB型肝炎の簡易
検査、白癬やケガの処置など

・スリランカ：保健所と共同での訪問診療や血圧や血糖値の測定・母子保
健や生活習慣病予防キャンペーンなど

・フィリピン：家庭訪問を通した健康診断・生活習慣病の予防・食習慣改
善キャンペーンなど

・ベリーズ：モバイルクリニックでの健康診断の他、生活習慣病の予防キ
ャンペーンなど
・マダガスカル：水由来の感染症予防啓発・血圧や血糖値の測定・保健や
衛生に関する教材製作など

看護・助産 公衆衛生

理学療法・作業療法

栄養管理

QRコードよりプログラムの詳細ページがご覧いただけます。

1日のスケジュール例（ケニア：医療） ◆大変お勧めのプログラムです！◆
病院での視察ではなく、実際に手を動かして活動したいという方
はぜひ公衆衛生プログラムを検討ください。
また医療や看護プログラムに参加する前に、一定期間公衆衛生プ
ログラムに参加し、さらに語学追加コースをすることで、英会話力
の向上と現地の環境に慣れる時間を持つという方もいます。

資格・経験：医療系分野の知識や経験があることが望ましい
要求される英語力：中級
こんな人にオススメ：医学生・ 資格を持った医療従事者
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語学留学・語学追加コース その他のプログラム

ボランティア活動だけでなく、
語学力の向上を目指して

海外ボランティア・インターンシップ参加にあたり、英語でのコミュ
ニケーションが必要不可欠です。レッスンはプロジェクトアブロー
ドの現地オフィスや学校の教室、カフェなどで行われます。授業時
間は平日に2～3時間ほどで、資格を持った地元の講師の方と授
業初日に相談しながら、開始時間や授業の内容を調整します。
この機会に会話力を上達させたいという方や、インターンシップ
に参加される方にお勧めのコースです。

コース内容

語学留学プログラム
語学を学ぶことのみに特化したプログラムで、授業以外の時間は自由行動となります。自由な時
間を利用して光や他のボランティアとの交流、その国の歴史を学べる博物館などに出かけたりす
ることができます。

【活動の一例】 
英語留学（2週間）+ 国際開発プログラム (4週間）
合計活動期間：4週間

語学追加コース 
語学追加コースは、海外ボランティア・インターンシップと併行してレッスンを受講できるという特徴
があります。ボランティア活動を行いながらレッスンを受講することで、学んだ英語をすぐに活動に活
かすことができるコースです。授業時間数は、活動期間に合わせて5時間・14時間・30時間・60時間か
ら選択できますので、ボランティア・インターンシップの活動期間に合わせて都合の良いものをお選
びください。

【活動の一例①】 
チャイルドケア（2週間） + 国際開発（4週間）
語学追加コース（14時間）
合計活動期間：6週間

【活動の一例②】  
公衆衛生（4週間） + 看護（4週間）
語学追加コース（30時間）
合計活動期間：8週間

6:00

7:00 起床
8:00 朝食・準備・出発
9:00 プロジェクトアブロードのオフ

ィスで英語のレッスン
・日常会話
・医療英会話
・プレゼンテーションの練習
・宿題だった日本文化紹介
の発表

10:00

11:00

12:00 帰宅
13:00 昼食
14:00 自由時間

・他のボランティアと交流
・市場を散策
・観光など

15:00

16:00

17:00

18:00 夕食
19:00 自由時間

・他のボランティアと交流
・宿題

20:00

21:00

22:00 就寝

6:00

7:00 起床朝食・準備・出発
8:00 保育園で活動開始

・簡単な英語教育
・図画工作・歌や踊りなどの
アクテビティ
・外で遊ぶ
・手洗い・歯磨きなどの衛生
指導

・食事の補助・洗濯・掃除など

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00 移動・昼食
14:00 英語のレッスン

・日常会話
・プレゼンテーションの練習
・宿題で与えられたトピック
の発表

15:00

16:00

17:00 帰宅
18:00 夕食
19:00 自由時間

・他のボランティアと交流
・宿題

20:00

21:00

22:00 就寝

1日のスケジュール例（フィリピン：語学留学）

1日のスケジュール例：
南アフリカ共和国：チャイルドケア + 語学追加
コース

※授業時間は講師の方の都合により一日あたり1～3時間で変
動する場合があり、開始時間が午後になる場合があります。予
めご了承ください。

※授業時間は講師の方の都合により一日あたり1～3時間で変
動する場合があります。QRコードよりプログラムの詳細ページがご覧いただけます。

•	 タンザニア：マサイ族文化体験	
マサイ族の集落にある宿舎で滞在しながら、英語教育や学校建築など
に携わります。

•	 モンゴル：遊牧民生活体験	
大草原に暮らす遊牧民のゲルで滞在します。家畜の世話や放牧、水汲
み、乳製品作りなど生活に必要な作業を体験します。

•	 カンボジア：クメール文化体験
カンボジアの伝統的な陶芸や舞踊、郷土料理などを体験するほか、ア
ンコールワットやキリング・フィールドなども訪問します。

•	 フィジー：村落生活体験	
田舎の集落にある学校で教育活動を行いながら、農作業など生活に必
要な作業を手伝います。

•	 ペルー：インカ考古学	

•	 ルーマニア：古代&中世考古学	

古代インカ帝国やローマ帝国に関連する遺跡で発掘作業に携わりま
す。ワークショップを通して理解を深めながら、発掘や出土品の管理と
修復、発掘現場の保全、遺跡の地図作成を行います。作業を通してその
遺跡がどの年代に、何の目的で作られたか、どのような人々に利用され
たのかなどを探求できる、ロマン溢れるプログラムです。

資格・経験：不要
要求される英語力：初級
こんな人にオススメ： 考古学に興味がある方

活動が行われているのは中国の上海。現地の企業で実践的な経験を積み
ます。業種は金融、コンサルティング、貿易、IT、ファッションなどが中心で
す。職種はマーケティング、セールス、人事、広報などがあります。海外の企
業や、特定の職種で経験を積みたい学生や社会人の方にお勧めのプログ
ラムです。

資格・経験：不要
要求される英語力：中級～上級
こんな人にオススメ：海外の一般企業でインターンとして活動をしてみた
い人

活動が行われているガーナでは、主にイヌやネコなどを扱う動物病院で活
動します。その他、近郊の酪農家を訪問しヤギやブタ、ニワトリなどの家畜の
診療の補助を行う場合もあります。獣医療を目指す学生であれば、活動内
容は視察と補助が中心となります。

ビジネス獣医療&動物保護 

異文化体験 考古学
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大学生活でしかできないことを自分の目で確かめたい
僕は大学2年の春休みに3週間
参加しました。大学に入学して
から1年が過ぎた頃、大学生活
でしかできないことで、自分の
やりたいことがやりたいと考え
るようになりました。そこで、海
外で今しか行けなさそうな場

所に行くこと、語学留学ではなく英語を使って活動をする
ことで何かないかと探していました。その時に丁度興味
を持ったことが子どもの貧困でした。テレビやインターネ
ットで子どもの貧困について知ることはできますが、それ
を実際に自分の目で確かめたいと思いました。ボランティ
アに参加することを決め、インターネット上で探していた
ところプロジェクトアブロードを見つけました。プロジェ
クトアブロードは、活動の開始日を自分で決めることがで
きるため参加しやすいと感じました。また、当たり前なの
ですが自分で考えて行動することが必要とも書いてあり
ました。このことは他の会社よりも強調されているように
感じ、挑戦してみたいと思いました。しかし、ボランティア
をこれまでしたことがなく、久しく海外に行ってなかったの
で不安を抱いていました。そこでオフィスに個別相談しに
行ったところ、アフリカのケアプロジェクトなら活動しやす
いと勧められ、参加することに決めました。

すべてが新しく刺激的だったタンザニア
活動した場所はアルーシャ市内にある教会のデイケアセ
ンターで働きました。クラスは年齢順に3クラスに分かれ
ています。僕は1週間に一度、それぞれのクラスで授業を
しました。活動時間は7時半から16時半まででした。7時
半から8時まで子供達を受け入れます。その後、教会でお
祈りや朝の朝礼をし、9時半辺りから15時半まで授業があ
りました。お昼頃には、ポリッジを飲む時間、外で遊ぶ時
間、昼ごはんが設けられています。15時半から16時半まで
は保護者が来るのを待ちながら、昼寝をする時間でした。

授業の科目は英語、算数、健康、環境でした。授業内容は
アルファベットや数字の書き方、文字やものを識別するた
めの指導(aをaと言えるようにするなど)、身体や衣服の綺
麗にする仕方の指導などでした。

授業をする際に子供達に英語は通じなく、本当に教えた
い時には通訳をしてもらっていました。しかし、自分の口
で教えた方が良いと感じていたため、保護者を待つ間の1
時間に現地の先生から少しずつスワヒリ語を習いました。
少しのスワヒリ語しか習うことはできませんでしたが、最
初の頃よりもスムーズに授業を進めることができました。
片言の言葉でも自分の言葉で伝えることによって、子供
達はより僕の言っていることを聞こうとしてくれました。ま
た、一度だけ先生が朝なかなか来ないことがありました。
そこで、僕のみで授業をすることになりました。子供達か
らすると、僕はよく遊んでくれる人というイメージが強かっ
たのだと思います。そのため、授業を始めようとしてもな
かなか席についてくれません。そこで、表情をいつもの笑
顔ではなく真剣な顔にし、スワヒリ語で着席するように言
いました。すると、子供達は授業が始まると感じ、授業を
始めることができました。小さなことですが、表情や自分
で伝えようとすることがとても大切でした。大人に話す際
も表情豊かになるべく自分の力で話すことが、海外でも
国内でも大切なのだと思いました。

現地の学校は、アルーシャで貧困層の子供たちが集まって
くる教会です。しかし、僕が思っていた以上に貧困さを感
じませんでした。その理由の１つとして、アルーシャはタン
ザニアの中では比較的大きい都市であることが挙げられ
ると思います。それでも貧困であると感じることもありま
した。例えば、子供達の鉛筆がボロボロで一人1本しかな
いことや、消しゴムが1クラスに2つしかないというような
ことでした。そのため、消しゴムを使う際は誰が使うかで
喧嘩になることもありました。また、現地の子供たちと外

遊びをする際に遊具などが少なく、多くの遊びをすること
ができません。子供達は鬼ごっこなど、何も使わないで遊
ぶことを知りませんでした。先生も休憩をする時間のよう
で、遊びを知らないということもあるとは思うのですが、
遊びを教えることがないのだなと感じました。遊びは、ル
ールの中で楽しむことや社会性など学べるのではないか
と考えました。その点から考えると、日本の幼稚園児と触
れ合うことが少ないので比べることは難しいのですが、
日本の子供の方が社会性はあるのではないかと感じま
した。貧困とは少しそれましたが、ルールを守ることなど
は現地の子にとっては大切なことなのではないかと思い
ます。

仕事がない日には、現地のボランティアと一緒に出かけ
ることもできました。もちろん話す言語は英語のため英会
話の能力の向上にもつながったと考えています。他のボラ
ンティアと話すと日本にはない考えや習慣を知ることが
でき、アフリカのみならず他の国の文化も触れることがで
きました。多くの文化を知ることで、良い刺激になったと感
じています。

ボランティアを通じて実感したコミュニケーシ
ョン能力
今回参加して一番感じたことは、英語の能力の低さでし
た。他の国の人は母国語が英語でないのにも関わらず、
多くの表現を持っていると感じました。また多くの日本人
は、英語を使って大勢で話している時は聞くのに必死でよ
く黙るとも言われました。僕もその一人ではないかなと
思うので、コミュニケーション能力や語彙力の向上にまず
は勤めたいと考えています。今回のボランティア活動を直
接何かに繋げることは難しいとは思います。ただ、何にど
う繋げられるか考えながら生活していきたいと考えてい
ます。

参加者の声

大学生
タンザニア
チャイルドケア
3週間

留学したい気持ちから出会っ
たボランティアという選択肢

私がプロジェクトアブロー
ドを見つけたのはインター
ネット上のwebサイトでし
た。大学生活を送る中でず
っと留学への願望があり、
大 学 3 年 生 が 終 了した タ
イミングで思い切って休学

し、留学することを決めました。留学の方法を模索す
るにあたり、私が在籍する大学が展開している交換
留学や大学関連の留学イベント等も考えましたが、
それらは語学留学のような語学勉強が主になってし
まう点や参加者が大学生と限られてしまう点から、自
分のしたいこととずれてしまうと感じ、一般の企業が
展開する留学システムを調べることにしプロジェクト
アブロードを見つけました。

プロジェクトアブロードの特徴として魅力的だった
のは、活動内容や活動期間・活動開始日が自由に決
められる点、語学力について別段資格なしで参加で
きる点（語学勉強が主なる活動にならない）、留学先
での確実なサポート体制が確保されている点です。
語学留学ではなくボランティア活動をしたいと思って
いた私にとってプロジェクトアブロードのボランティ
アプロジェクトは、世界中のあらゆる国で自分の興
味のある分野に沿って選ぶことが可能でした。さらに
私は人生初の海外滞在だったので自分の語学能力
や滞在先での生活にも不安がありましたが、活動先
では担当アドバイザーがついてくれるということで、
プロジェクトアブロードで留学に挑戦することにしま
した。

ケアプロジェクトは最も基礎的なボランティア活動
の一つで、このプロジェクトを展開している受入 れ
国が数多くあり活動国の選択肢の多さが魅力的でし
た。また、ケアプロジェクトは主に小さい子供たちの
お世話をするというもので、語学能力が充分でなくと
も活動し易い点が留学初心者でも選びやすいプロ
ジェクトでした。カンボジアを選んだ理由は同じアジ
ア圏内で生活水準が最も低い国の一つだからです。
その一方で、カンボジアでのボランティア活動に参加
する人は多く、サポート体制も充分だと思い選びま
した。

月曜日から金曜日にカンボジアのプノンペンにある
幼稚園に通い、子供たちのお世話の手伝いをすると
いうものです。幼稚園に通ってくる子供たちはだいた
い3歳から6歳で、彼らに混ざって一緒に遊んだり昼
食の準備を手伝ったり、入浴の手伝いをしたりしま
す。さらにもう一つ大きな役割として、英語の授業を
受け持ちます。私は活動参加期間が3か月間と他の
人と比べて長かったので、衛生面の改善（例えば幼
稚園で使用している玩具の洗浄や古くなった歯ブラ
シの交換等）は一同じ幼稚園で共に活動している他
のボランティア生に任せることにし、私は子供たち
の学力向上に取り組むことにしました。

現在カンボジアでは観光業が盛んに行われています
ので、英語が話せるということは将来に大きく関わっ
てきます。ですので、英語の授業はとても重要です。私
が担当した幼稚園では、当初から３・４歳の年少組と
５・６歳の年長組の二つに分かれてそれぞれで授業
を行っていたので、ある程度のレベル分けは出来てい
ました。しかしその中でも個々のレベルにかなり差が
みられ、全員が楽しく授業を受けることは難しいよう
でした。そこで、まずは全員の学力の把握をすること
から始めました。そしてそれぞれの学力に合ったテキ
ストやプリントを一人一部ずつ作りました。このよう
に、学力差に応じたそれぞれのテキストを作って指導
方針についての一定の型を作っておくことで、私の活

動期間が終了した後も継続して子供たちの勉強のサ
ポートができるようにと考えました。

英語教材を自ら作成しカンボジアの子供
たちの習熟度に合わせた授業
また、授業で使うイラストや図表なども新たに作り直
してきれいな物に一新することで、子供たちが興味を
持ちやすいようにしました。教室の壁には子供たちに
貼り絵をしてもらって作ったカレンダーをかけ、子供た
ち自身に毎日カレンダーをめくってもらうことで、生活
の中に自然とある英語に慣れ親しんでもらう一方で、
自分たちが使う教室は自分たちでしっかり管理し大切
に使うことを覚えてもらうようにしました。他にも、子
供たちと遊ぶ中で他者と協力することや譲り合うこと
などを教えたり、衛生環境の改善として教室の大掃除
や昼寝に使う枕カバーの洗浄等も幼稚園の先生方と
相談しながら取り組みました。

カンボジアでの生活は想像よりもとても快適でした。
住居はボランティアアパートですので24時間警備体
制があり、同じくカンボジアでボランティアに参加し
ている他のボランティア生と暮らす形になります。部
屋は基本的に個室ではなく2人部屋や4人部屋のよう
に数人でシェアしていましたが、シャワーは各部屋に
あり冷房も完備されていたので不便はほとんどあり
ません。食事に関しても3食ともボランティア寮のスタ
ッフの方が用意して下さるので心配はないです。休日
の過ごし方についてですが、基本的に土曜日と日曜
日、加えて祝日が休日になります。ボランティアアパー
トがあるプノンペンはカンボジアの首都ですので、周
辺には観光スポットがたくさんありますし、食事がで
きるレストランなどもあります。夜になると毎日ナイト
マーケットが開かれるので、そこでお土産を買ったり
ショーを見て回ったりもできました。また、少し遠くま
で足をのばせば世界遺産のアンコール・ワットもあり
ますので、他のボランティア生と一緒に出掛けてみる
のも良いと思います。

世界を肌で感じたからこそ実感できた成長
今回の活動の中で最も必要だったことは、自発性・積
極性です。プロジェクトアブロードのボランティア活
動は、用意されたコンテンツで予定された活動内容
をこなしていくのではなく、必要なコンテンツを自ら
作り自分がするべき活動内容を策定していく必要が
あります。ですから、現状について改善できるところを
自発的に探して、改善のために何が必要でどう改善

していくかを積極的に提案していく積極性が必要に
なります。

今回のケアプロジェクトでは、まず幼稚園の現状か
ら改善すべき点を探して最終的な達成目標を設定し

（子供たちの学力向上にむけての一定のガイドライ
ンの策定）、そのために必要なコンテンツを制作し（
個々の学力に合わせたテキストや新しい教材作り）、
その使い方や意図を幼稚園の先生方に指導し長期
的に使用してもらうようにしました。活動が終了する
3か月後には、子供たちは以前より長く集中力が持
続するようになり、また英語での会話が増えたことも
感じました。さらに、先生方も子供たちの学力向上に
ついて強い関心を持つようになってくれたので、自発
性・積極性を持って計画的に行動することは成功し
たと評価しています。

私は将来、法律に関連する職業に就きたいと思って
います。ですので、この活動が何か直接関わってくると
いう訳ではありませんが、日本を離れて広い世界の
一片を肌で感じ、そこで小さいながらも自分の立て
た目標を達成したことは大きな自信につながったと
思います。この活動で得た自発性・積極性はこれから
先、社会に出て活動するにあたってとても重要な能
力だと思います。それらをしっかり生かして今後の進
路に役立てていきたいと思います。

大学生
カンボジア
チャイルドケア
11週間
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自分への挑戦として選んだ海外ボランティア
わたしは、大学生のうちに
やり残したことは海外ボ
ランティアに参加すること
だったので、大学4年の前
期に大学を休学して、海外
ボランティアに参加するこ
とを決めました。Projects 
Abroadでの参加を決めた

のは、滞在する期間や出発日等を自分で自由に決めること
ができたこと、また、ツアーなどとは違い、現地での活動内容
もきっちりすべて決まっているわけではなく、自分でやりたい
ことを考えて活動することができることに魅力を感じたから
です。自分への挑戦という意味も込めて、 Projects Abroad 
にて海外ボランティアに参加することを決めました。幅広い
年齢の子どもたちと関わりたいと思ったので、滞在した全10
週間のうち初めの4週間は幼稚園で活動する Care Project 
、後からの6週間は小学校でのTeaching Projectに参加しま
した。

ネパールの子どもたちのために何ができるだろう？
わたしは、10週間通して、 Shreekul Bidhyalaya という、日本
で言う保育園から高校がつながっているような学校で活動
しました。この学校は算数、理科といった他の教科を英語で
教える学校でしたので、基本的に先生は英語を話すことがで
き、生徒も小学校3，4年生にまでなると、英語でのコミュニケ
ーションがとれました。

Care Projectでは、保育園にて先生の手伝いをしました。子
どもたちのお世話をすること、遊ぶことはもちろん、アルファ
ベットを書く練習のフォローをしたり、宿題のチェックをした
り、教室の掃除をしたりもしました。この年の子どもたちは、
もちろんまだ英語が話せず、ネパール語でのやりとりだった
ので、子どもたちが何を伝えているのかがわからず困ること

も多々ありました。ですが、なんとなく表情やジェスチャーで
理解できたり、現地の学校の先生がこの子はこう伝えている
よ！と英語で私に教えてくれたりしていました。子どもたちは
本当にフレンドリーで、笑顔がかわいくて、言葉は通じないけ
ど、時間が経つにつれてどんどん心を開いてくれたので、本
当に嬉しかったです。

Teaching Projectでは、基本的に現地の先生の授業のフォロ
ーをしました。また、私がこの学校にいる期間だけ特別に、1
～4年生のクラスで日本語の授業を行う機会を頂きました。
子どもたちは日本の文化や日本語に興味津々で、私が多く
の日本語を教えてからは、「こんにちは！」「さようなら！」とあ
いさつをし、授業中にクラスがうるさいときには子供たち同

士が日本語で「しずかに！」と注意し合っていました。

英語の会話レベルも高く、子供たちの勉強への意識やモチ
ベーションもとても高い学校だと感じましたが、学校の環
境、習慣は日本と全く違いました。狭い教室に、約40人の生
徒が詰め込まれていたので、1人のスペースはノート1冊を広
げた分くらいで、みんな狭そうに文字を書いていました。鉛
筆や消しゴムも1人1つもっていないので、みんなでシェアし
て使っていました。地面に落ちたものを平気で食べていまし
た。手は洗う習慣はあるものの、石鹸がそもそも置いていな
かったので、洗っているのか、濡らしているのかという感じで
した。綺麗にモノを使う習慣がなく、新しいものもすぐに汚く
してしまいます。そして毎日子どもたちが下校する時間には、
教室が紙くずやご飯の食べかすでぐちゃぐちゃになっていま
した。でもそれがみんなの当たり前で、習慣でした。例をあげ
だしたらキリがないですが、そういった光景を目の当たりに
するたびに、ボランティアとして来た自分になにができるだろ
う、できることはないかと考えながら、できると思った小さな
ことを行動に移していました。

苦しさを乗り越えたからこそ本気で向き合えた
わたしは長く滞在したからこそ、ボランティアが楽しい！という
気持ちだけでなく、大変なことも苦しいことも経験すること
ができました。食中毒になって本気で日本に帰りたいと思っ
たこと、ボランティアとしてできることの少なさを感じ、悩み果
てたこと、現地の習慣になかなか慣れなかったこと。でもその
出来事、経験がなくしては、自分は、ネパールと、現地の人た
ちと、学校と、生徒や先生と、しっかりと向き合うことができな
かったと思います。ネパールで生活して、活動して得た経験、
そのとき感じた気持ち、すべてが今となっては財産です。楽し
かったことも大変だったことも、すべて踏まえて、本当に行っ
てよかったと思っています。ここでの経験を心にしっかりと留
めて、忘れずに、今後も生活していきたいと思います。

プロジェクトアブロードとの出会いと長年の夢  
プロジェクトアブロードは夏休
みに短期で出来る海外のボラン
ティアを探して見つけました。私
は現在大学で社会学を学んでい
て、将来は外務省を志望してお
り、いつか発展途上国に行ってボ
ランティアをして、現地での生活

を体験してみたいという思いがあったのですが、他の団体で
は最低１年以上滞在しなくてはいけなかったり、経験や特別
なスキルが必要だったり、安全上の理由などでグループ幹部
以外の同行を拒否されたりしていたので、それらの条件を満
たしていなくても参加出来るこのプログラムを知った時は、
ようやく長年の夢が実現出来ると思い、嬉しかったです。私の
ようにボランティアをしてみたいけどまだ自信がなかったり、
仕事や学校の関係で長期間のコミットメントが難しい方には
プロジェクトアブロードはとても合ってると思います。現地ス
タッフのサポートも万全ですし、いつでも活動出来る体制が
整っているので、いきなり現地に行っても何もできないで帰っ
てくることになるんじゃないか、とか、海外渡航の経験が少な
いから現地の人とコミュニケーションをとるのは難しいんじ
ゃないか、と心配されてる方も安心して参加出来るのではな
いでしょうか。

生徒の意思を尊重した授業
私の場合、元々海外大学正規留学をしていたので、英語教育
に不安はありませんでした。また現在大学で日本語教師を
しているので、外国人に日本語を教えるという経験も活かせ
て、楽しみながら先生のお仕事が出来るだろうと思い、教育
のプロジェクトにしました。他の活動先は分からないのです
が、フィリピンの場合、ケアと教育の子供達がいる施設は併
設されており、途中で変えることも出来るので、まだ自分の
英語レベルが分からない、とか、幼い子供とあまり接点がな
いから対応できるか不安、という方にはおすすめ出来ると思
います。

私は一週間という超短期の滞在でしたが、現地スタッフの方
達のサポートもあり、滞在期間中に様々な活動をすることが
出来ました。中でも私が印象に残っているのは私の専攻分

野でもあるジェンダーについての授業をしたことです。性教
育や権利といったセンシティブな内容にも触れたということ
もあり、あまり自分の考えを押し付けるのではなく、ディスカ
ッション形式で進めたのですが、カトリックの信仰が根強く残
るフィリピンの人達の考え方や少し保守的な価値観も知る
ことが出来、とても有意義な授業になったと思います。私が
一番に強調したかったのは、ジェンダーや他の社会的な制
約にとらわれずに将来の選択をして欲しいということだった
のですが、生徒のみんながとても真剣に私の話を聞いてくれ
て、考えてくれました。もし私の授業が彼らの人生の選択肢
や視野を広げるきっかけにとしたら、それは本当に凄いこと
だなあと思います。紙や印刷などの物資が不足しているにも
拘らず、学校からとても立派な感謝状を頂いた時には感動し
ました。教育は確かに語学を教えるのがメインなのですが、
もし自分の専門分野や、こんなことをやってみたいというリ
クエストがあれば、要望を伝えてみると、現地の学校の先生
も柔軟に対応してくださるので、確証は出来ませんが、ある
程度のアレンジは出来ると思います。

日本での物質的に豊かで便利な生活に慣れている私達にと
って、やはり発展途上国の生活は不便なことが多いかと思
われます。特に水回りは敏感な人には慣れるまで時間がか
かるかもしれません。その一方で、私はイギリスでのホームス
テイ経験もあるのですが、食事に関してはアジアの国の方が
口に合うと感じました。フィリピン人の方々の性格として、と
ても親切でホスピタリティ精神旺盛なので、私のホストマザ
ーは滞在中、お腹は空いているかとか、暑いとか寒いとか本
当にいつも気にかけてくれて、快適に過ごすことが出来まし
た。ある日何気無く海に行ってみたいという話をしていたら、
ホストマザーが「じゃあ今から行こう！」と彼女のお気に入り
のビーチに連れて行ってくれて、近くの公園で一緒にディナ
ーを食べたのも良い思い出です。休日のアクティビティとし
ては、私はカワサン滝に行きました。公共交通機関が無いの
で、時間はかかってしまうのですが、人生初のキャニオニング
体験して、日本で見たことのないような美しい自然の絶景を
楽しむことが出来、その価値はあると思いました。色々他に
も滞在先はあると思うのですが、自然や海が好きな方には、
セブ島はおすすめです。

お互いが尊重しあえるボランティア活動を
私はプロジェクトに参加する前と後でフィリピンや発展途上
国、そしてボランティア活動に対する印象が完全と言って良
い程変わりました。プロジェクトアブロードの貢献もあり、正
直私が日本で受けていたより教育水準はとても高く、バラエ
ティ豊かだと感じました。特別なスキルも無く、そんな短期間
で何が出来るんだと思われる方もいらっしゃるかと思います
が、少しずつ、でも確実に現地の教育現場は変わりつつある
と思います。生徒たちはとても素直で利発な子供が多く、アテ

（お姉さん）と慕ってきてくれます。好奇心旺盛で質問ぜめに
あうので、戸惑われる方もいらっしゃるかもしれませんが、朝
私が登校する時にみんなが外で私を待っていたり、手紙をく
れたりする姿を見て、こんな私でも誰かの役に立てるんだな
と感じることが出来ました。確かに物質的な不足は否めな
いのですが、彼らの教育への熱意や成長するパワーにはこち
らが驚かされることが多く、人間性の豊かさから学ぶことは
多くあるのではないでしょうか。確かに日本は経済的に発展
していて、私は何不自由無く育つことが出来ましたが、ボラン
ティア先の人々にも”助けてあげる”という姿勢では無く、リ
スペクトを持って対等に接することが大切だと学びました。
前述の通り、私は外交官を目指しており、日本人として発展
途上国にどう貢献出来るか考える良いきっかけになりまし
た。現在日本は外交政策の一環として日本語教育に力を入
れており、現地で日本語を教えるという経験は将来進路にも
直結していると思います。直近ではボランティア活動の経験
から感じたことや、現地の人とのコミュニケーションから学
んだことも大学の勉強に生かすことが出来ています。

思い切って踏み込んだ日本語教育ボランティア
酷暑の行方も定まらない真夏の日本からメキシコ・グア
ダラハラへ。一か月に渡り、日本語教育ボランティアの
立場で参加し、活動してきました。滞在先のグアダラハラ
にある、公立の大学 CUCEA (Centro Universitario de 
Ciencias Económico Administrativas) で、日本語学
習のサポ－トが主な役割。日々の活動の中での出来事、
プログラムの進め方、それによる自分なりの印象などに

ついて、述べてみたいと思います。滞在中は、現地の皆さんの連携のおかげで安全に
良い方向へと事が進み、ひたすら活動に専念することが出来ました。これも一重に
チ－ムスタッフの皆さんの適切なアドバイスと援助の賜物です。関係の方々、本当に
お世話になりました。心よりお礼をお伝えします。

プロジェクトアブロ－ドは冊子で偶然見かけましたが、そこに立つ自分の姿が浮か
び、未知の可能性に自身を託してみたい気がしました。決断までに時間はかかりま
せんでした。また、迷っている余裕もない、人生後半の最終折り返しにいましたから。

日本語教育ボランティアの分野を選んだ理由の一つには、人生の節目に、自身の体
力と気力を確認したい気持ちがありました。また、自分に向く分野で、それが必要と
されるのであれば尽力したいこと。他言語にはない日本語独自の、心に響く表現の
美しさや文字の成り立ちなど、日本語の多くの魅力を、転換期ともいえる今の時代に
一つでも多く届けたい、という日頃からの思いがありました。

日本を伝える喜び
月曜日から木曜日にかけては、担当M先生によるクラスごとのカリキュラムに沿って
クラスに一緒に参加します。あくまでもアシストの立場ですが、時にはクラスを任され
ることもあり、その場合はなるべく日常生活で役立つ単語や語句などを取り上げて、
実践で生かせるよう、分かりやすい表現を使うようにしました。渡航前に新聞の切り
抜き、カラ－刷りの広告、写真、フラッシュカ－ドや幼児向けの絵本も教材に役立つ
機会がありました。学習者にとって特に、助詞、接続詞、形容詞は困難と思われます。

余談ですが、日本の指導書に記載されている文法とは方法の異なる場合もあるよう
に感じました。実際、ルーツの異なる学習者にとって、導入法は色々あって良いのでは
と思います。バスの中で数人と日本語会話練習をしながら帰宅したこともあります。ま
た、日本語の試験が近いある日は、授業の後、熱心な女子学生と二人、図書室で学習
することもありました。皆、学びにとても熱心です。その気持ちに添いながら、必要とさ
れる立場にいる今を幸せに思いました。情熱は様々な困難を可能にする鍵です。

金曜日は、希望してワ－クショップを3回実施することになりました。＜カリグラフ
ィ－の日＞＜日本食事情と海苔巻き＞＜折り紙遊びと日本語ゲ－ム＞。どれをとっ
ても私には愛着があり、親しめる作業でしたから、準備の段階からとても楽しみでし
た。食材の調達や、炊飯器に至るまで、現地のプロジェクトアブロードスタッフの皆さ
んのチームワ－クにすっかりお世話になりました。当日は、参加者（各20名位）の溢
れる笑顔に安堵し、ここでも伝える喜びを直に感じました。

メキシコでの生活の楽しみ
CUCEAへは終日市内バス（Camión）を利用します。曜日によっては、まだ暗いうち
に家をでるため、バス乗車に慣れるまで結構時間がかかりました。バス停はなく、乗
車は手で合図し、定時刻もありません。時間には余裕を持つのが賢明と知りました。

乗車するうち、車内ではドライバ－と乗降者に優しいル－ルが成り立っていることに
も気が付きました。生活者の目線であればこそです。

ステイ先のお宅は、中心街から少し離れた静かな環境で、到着前に一人部屋を希望
していました。50代のご夫婦はとても円満で親身。活動先から帰宅する私を待って
昼食を共にし、その日の出来事を聞いてくれたり、お互いの話題にも事欠かずで、私
自身はその笑顔と対応に癒され、励まされていました。メキシコの、最も一般的な家
庭の暮らしぶりを間近で知ることが出来たのは幸いでした。冷蔵庫に収まる食材か
らも、世の中の景気が見て取れます。

食事は自分でも作る機会が何度かあり、それは気分転換にもなり、お互いを深く知
る機会にもなりました。飲料水に関しては、特に配慮が大切です。常に留意しながら
自己管理が不可欠。それでも体調を崩したときは、とにかく早めに持参の薬か、もし
くは近くの薬局で調合してもらうことです。ステイ先の家族に良く話しておくことが最
優先でしょう。（自身の体験から）

活動時期がちょうど雨期であり、連日にかけて、夜半か明け方、時には夕方になる
と短時間の激しい雨が降りました。ひとたび雨にあった後の道路はすでに浸水状態
で、しばらく歩くことも困難です。そのため、私は冠水した汚水まみれの道路を、靴な
しで歩くこともありましたが、後でこの判断はひざ下にかけて頑固な吹き出物の原
因ともなっていました。

ある週末はチャパラ湖に近い街 (Ajijic)に住む知人の邸宅に招かれて、一晩過ごしま
した。彼女の提案で、翌日は10名のご近所の皆さんと共に＜和食day＞となりまし
た。食事作りは私の役割で、彼女は白とブル－を基調にした見事なテ－ブルコ－デ
ィネ－トを演出し、中庭にあるその一角は格別な空間に仕立て上がりました。また、
次の週末はバスツア－を予約してテキ－ラの工場と村を見学。或いは平日に出来な
かったことを部屋で整理したり、近所のマ－ケットや書店に立ち寄ったりするするの
も楽しみのひとつでした。

滞在先の家族にも色々な事情があります。お互いが気持ちに寄り添うことで、思いは
一つに。自分に出来ることは、なるべく家族に負担を掛けないよう家事をこなす心が
けも大切かと思います。

世界に貢献できる人になるために
初めてプロジェクトアブロードの情報を目にしたとき、まず年齢へのためらいがあり
ました。でも同時に活動の主旨や内容を読み進んでいくうち、海の向こうで必要とさ
れる自分を思い浮かべる時、迷いはなくなっていました。一か月間の活動を通して、
当初の予想を大きく超えた沢山の＜ご褒美＞がもらえました。それはまず、自身がす
んなり受け入れてもらえたことへの嬉しい驚き。また、海外で出会えたもう一人の自
分です。そこには今まで知らずに（眠っていた？）可能性に目覚めた自分がいました。

グアダラハラで芽生えた友情の数々、家族の温かさ、そして現地オフィスの皆さんの限
りないサポ－トと励ましはこれからの道のりを生きる目標ともなります。機会あれば、
今後も＜必要とする人たち＞へ＜必要とされる人＞として受け入れられ、自分なりの
貢献ができたらと思います。そのためにも、健康こそは今後も一番の目標です。

大学生
ネパール
チャイルドケア・
教育
10週間

大学生
フィリピン
教育
1週間

社会人
メキシコ
日本語教育
4週間

2928 www.projects-abroad.jp



休学期間に専門性を生かしたボランティア
活動を

まず初めにこのプロジェク
トに参加したきっかけです
が、1年間大学を休学し外
国を何カ国か回りたかった
こと、また大学で水産学を
専攻していることもあり生
物に関しては小さな頃から

好きだったことから参加を決めました。英語について
は語学学校に少し通っていたので問題は無いだろうと
思っていました。

空港到着後、バスに乗ってスタッフとのミーティングポイ
ントまで4時間弱かけて行く間、ほとんど何を言ってい
るのか分からず、他の参加者が言っていることも分かり
ませんでした。自分の英語力に自信をなくしましたが、
一緒に活動していくとそれぞれの出身国により発音に
クセがあるのだという気付きを得ました。言語に関する
問題については、めげずに会話をすればするほど早く
慣れることが出来ると思います。活動中でも意見交換
をすることが多く、こちらが真剣に伝えようとすることは
参加者もスタッフも理解しようとしてくれるので、トライ
してみることが大切なのだと思いました。これは国民
性なのか個人の性格なのか分かりませんが、｢どっちで
もいい｣というのにはかなりムッとされるので、自分が
思うことは伝えた方が絶対いいと思います。たとえ活動

のない日に遊びに行って
いる時でもです。

活動の目的を理解
できた環 境 保 護プ
ロジェクト
活動については、初週に
ダイビングライセンスの
取得、その次の週以降は
主にsurvey dive、植林
活動、海岸清掃活動、勉強会をしました。Survey dive
では対象の魚、サメなどの数を数えたり、それらの体
長を調査したりするダイビングです。植林活動では海
沿いでマングローブの苗木を収集し、ボランティア用の
建物の敷地内にある栽培地に植え直しました。海岸清
掃では、海岸を歩きながらごみ拾いをしました。

Survey dive ではある一定のサイズ以上の魚を対象
にするのですが、なぜそのような決まりがあるのか。そ
してサメの生態保護活動なのにマングローブの植林
活動もするのか。活動を実際にしていくと「何で？何の
ために？」という疑問が出てくると思います。先ほど挙
げた勉強会では、これらの疑問はもちろん1つ1つの活
動をする理由があることを教えてくれました。スライド
ショーや動画で分かりやすい説明をしてくれますし、分

からないことやもっと理解を深めたいことを質問する
と丁寧に教えてくれます。やはりただ言われたことを
するよりも、各活動の目的や目標を理解しておかない
と中身の薄い経験しか出来ないと思うので、やるから
には積極的に関わる方が充実した時間を過ごせると
思います。

僕は上記の4つの活動以外にも Shark dive、 BRUV、 
幼稚園での教育活動を行いました。これらの活動に
ついては季節やボランティアの人数によるものなのか
詳しくは分かりませんが、僕の滞在期間(4週間)では
1～2回ほど活動しました。 Shark dive については他
の方の体験談でも確認出来るかと思いますが、何匹
ものbull sharkを間近で見ることができます。潜る前
には注意事項の説明があり、その通りに従うと事故が

起こる可能性は極めて低いと思います。こちらのダイ
ビングは一般の観光客の方とも一緒になることがあ
るので、感想を共有してみるといいと思います。次に
BRUVですがこれは簡単に言うと海中に設置するカメ
ラです。BRUVは天気が良く波が穏やかなどいくつかの
条件が満たされないと実施出来ないそうです。こちら
も何のためにやるのか、勉強会で教わったうえで、これ
までに記録してきたものを見せてもらえると思います。
最後に幼稚園での教育活動についてですが、僕がいた
時の活動内容というのは園児達が何かを学べる様な
内容の絵本を作り、一緒に読むというものでした。テー
マは何でも良いということでしたが、絵本を作ったこと
はなかったので準備にかなり苦戦しました。園児達も
基本的な英単語しか分からないようで、フィジー人ス
タッフに助けてもらい何とかやり遂げました。

現地生活の様子と参加後の気持ち
フィジーでの生活についてですが、ボランティア寮の周
りには徒歩圏内にバーのあるリゾートホテル以外、娯

楽がほとんどないので休日遊びに行く時にはバスかタ
クシーを利用しました。交通費は物価の割には安いの
で、個人的にはとても助かりました。これは季節にもよ
ると思いますが、朝晩冷えることもありますし蚊も多い
ので、薄めの上着や長袖の服、ムヒ等はあったほうがい
いと思います。物価は個人的に高く感じましたが、水や
食事は支給されるので嗜好品を買わなければ休日の
外出に回せると思います。遊びに誘ってもらった時に予
算的に厳しいと言って断ったとしても、その後もどこか
行く時には誘ってくれたので無理な時には断っても問
題ないと思います。また全体的に人も温かく陽気で、フ
ィジーならではの音楽や文化も体験できると思います。

今振り返ってみると、「なんでもっと積極的に話しかけら
れなかったのだろう」など多少の後悔はありますが、ダ
イビングのスキルはもちろん、水産学を学ぶ1人の人間
として研究に活かせる様なこと、新しい友達、日本では
出来ない経験など得たものたくさんあるのでこのプロ
グラムに参加して良かったと思います。

社会人になって見つけた人の役に立ちたいという思い
初めてプロジェクトアブロード
を見つけた時、私の率直な気持
ちは「やっと見つけた」でした。
社会人になってから海外旅行に
行くようになって、単身でアメリ
カなどに行きました。ただ観光
で行くことしかなかったため海
外で何かしたい、海外でボラン

ティアがしたいと思うようになりました。ただ日本の代表的
なボランティアグループだと、英語力や専門的な知識が必
要だったり、社会人のように長期休暇が取れない人は参加
できないものだったりが大半でした。

約2年間イベントなどに参加して、自分でも参加できるボ
ランティアがないか探していた中で出会ったのがプロジ
ェクトアブロードでした。プロジェクトアブロードは期間
も内容も自分に合ったものが選べ、社会人の自分でもい
けるボランティアがあると知った時には凄く心が熱くなり
ました。

前述の通り、医療などの専門知識がない私でも何かできる
ことがないかと考えていました。好きなバスケットボールだ
ったら現地の人に協力ができるのではないかと思いまし
た。スポーツを通して現地の人と交流し、現地の方の笑顔
を増やしたいと思いスポーツプロジェクトを選びました。

「習うより慣れた」ガーナでのボランティア生活
基本的にはホストマザーの作ったお弁当を持って活動場
所まで行き、お弁当を食べ終えた頃に練習が始まります。
まず椅子や得点板を準備し、軽いミーティングをします。そ
の後、3on3の試合が始まります。私はファールのカウント
や得点の管理などをしました。小学生の試合を見ていまし
たが、日本人の大人よりも大きな子達が沢山いることに驚
きました。その子とバスケをした時に、私のシュートを思い
っきりブロックされたのは忘れられない思い出です（笑）

3on3 の後は、女子のチームと男子のチームを日替わりで
指導します。基本的には現地の先生方やボランティアの方
が指導にあたります。ときどき私が練習メニューを考えた
り、メインで指導したりしました。練習中以外でも、子ども
たちが遊んでと寄ってきてくれておいかけっこをしながら
一緒に遊んだりもしました。子どもたちの笑顔をたくさん
見ることができる最高の活動場所でした。

ガーナの生活は、思っていたよりも凄く快適でした。毎日
ホストマザーが美味しい食事を作ってくれて、周りのボラ
ンティアの方々も優しく接してくれました。1日目は英語が
思ったよりも通じず少し落ち込んでいた時もありました
が、慣れてくると通じなくても何か話したいということを伝
えれば、相手は汲み取ってくれて、なんとか話を理解してく
れようとすることがわかりました。日本に帰る2日前に現
地スタッフの方が現地語を学ぶ機会を作ってくれ、その後

は現地語でホストマザーやホストマザーの家族などと話
しました。現地語で話すと現地の人が凄く喜んでくれるの
が印象的でした。「習うより慣れろ」をガーナの生活で理
解することができました。

スポーツは世界の共通言語
一番成長できたことは、協調性だと思います。ガーナ人の方や
他国のボランティアの方と話すことによって国籍なんて関係な
いということを学びました。今回の活動を通して言葉があまり
通じなくても、考え方や日々の習慣が違っても、握手して挨拶
すれば仲良くなれる。そんな事を感じました。

またガーナの人たちは明るく陽気でイギリス人はどんな時に
も格好いい（笑）など、日本にいただけでは、日本人と話した
だけではわからない外国人の良さを感じることができました。

今後は現在日本にいる外国人の方を集めたバスケットボール
チームを作ろうと思っています。また最近、精神障害者のバス
ケチームのボランティアにも参加するようになりました。世界
には色んな考えを持った人がいますが、スポーツを通して仲良
くなれる。本ボランティアで学んだ事を活かしてこれからも色
んな人と仲良くなりたいと思います。

また、社会人になっても海外でボランティアができることを広
めていきたいです。長期休暇が取れなくても、経験がなくても、
できるということを伝えていきたいです。

大学生
 フィジー
環境保護
４週間

社会人
ガーナ
バスケットボ
ール
1週間

高校生の時からあこがれていたアフリカ
私がアフリカに興味を持った
のは、高校時にあったゼミ活動
でした。私はアフリカゼミに参
加し、アフリカについて知る機
会が多くあり、いつか訪れてみ
たいと思っていました。また昔
から、自然や野生動物が好き

だったのもあり、多くの自然や野生動物に囲まれたアフ
リカでその環境を活かしたボランティアをしたく今回の
参加に至りました。

ケニアでの環境保護ボランティアで行ったこと
活動はグループでの行動となります。（人数が多い場合
は複数のグループになります）午前と午後で活動が異な
り、月曜から金曜まで毎日違うアクティビティが用意され
ています。活動先としては、滞在先でもある保護区内で
行われます。スタッフの運転で保護区内を周り、キリンの
調査や、保護区内の動物の統計を行ったりします。動物
の調査や観察が全てではありません。保護区内を歩いて
周り、トラップを探し動物が怪我をしないよう見つけられ
る限り集めます。また現地の方との交流もあります。コミ
ュニティを訪れ釜戸造りの手伝いをします。電気の十分
でない家庭も多い為、火がとても重要になります。火を
起こすため、保護区内の木を切りに行くことになります。
そこで、保護区内のある自然を守るためにも火を長持ち
させることのできる釜戸を一家庭ごとに作りに行きます。
コミュニティの一がどのような暮らしをしているのかを
自分の目で見ることができ、現地の方と話ができる貴重
な経験となります。

生活はキャンプベースでの共同生活でした。平日はアク
ティビティがありますが、休日はフリーになりますので、

大きな街に出て買い物をしたり、サファリパークのような
場所がありますので、そこに訪問する事もできます。ほか
のボランティアの子と計画を立て少し遠出をすることも
できます。私もほかのボランティアの子とバスを乗り継い
で、ハイキングにも行きました。キャンプベースでは、三
食もきちんと出ますし、フルーツも常においてあるので
お腹が空いたらよく皆でフルーツを食べたりしました。部
屋に収納棚があるので必要な荷物を棚に置くことができ
ます。またシャワーは午後５時から１０時までお湯が出ま
すのでその時間にゆっくり浴びることができます。昼間は
庭へ出て本を読んだり、夜はキャンプファイヤーもしまし
た。共同生活になりますが、何不自由なくボランティア生
活を送ることができました。ケニア料理の１つである「チ
ャパティ」（インドのナンみたいなやつです）をボランティ
アの皆で作ったりもしました！

将来は環境を守ることのできる人に
プロジェクトを通して、多くの自然保護区の現状を自分
の目で見て学ぶことができました。自然や野生動物を守
っていくことの重要性を改めて感じました。人の手によっ
て減少していく自然やその影響で絶滅危惧種動物が増
えている現状の中で、今ある自然や動物をきちんと守っ
ていくことがどれだけ重要であるかをこの体験を通して
学ぶことができたと思います。また現地の方の素晴らし
さも学ぶことができました。決して日本のように便利で
快適な暮らしとはいえない環境でしたが、彼らは常に明
るさを忘れずボランティアの私たちとコミュニケーション
を取ってくれました。“No hurry in Kenya”ということも
学びました。笑 確かに、時間通りに何かを行うことは大
切ですが、急がずきちんと自分と周囲の時間も大切にす
る彼らの考え方には感銘を受けました。アクティビティは
もちろん時間通りには始まりませんでしたが、日本とは

また少し違ったライフスタイルを経験できました！今回の
ボランティアの参加理由の一つに将来の職業選択を含
んでいました。興味のある自然や動物を将来職として就
くのか、また本当に自分に合っているのかを確かめるた
めでもありました。２週間の経験を通して自分の人生の
中で遅かれ早かれ、自らの職としてこの素晴らしい自然
や動物を守る１スタッフになりたいと思っています。

せっかくボランティアに参加するなら
このプロジェクトには国籍年齢問わずいろんな方が参
加をします。日本と違った価値観や文化を持つ方々とコ
ミュニケーションを取ることは素晴らしい経験になると
思います。たとえ英語に自信がなくても、文法が間違って
いたとしても、話すことはとても大事になります。このボ
ランティアに参加する人たち皆が第一言語が英語とは
限りません。私達日本人のように英語が第二言語の方も
多くいます。このボランティアはどれだけ自分をオープン
にできるかで充実さも変わってくると思います。私は2週
間という短い期間での参加でしたが、スマートフォンを使
いませんでした。もちろん現地でSIMカードを買えます。
しかし私はスマホのない生活をお勧めします。もちろん
ご両親からしたら、心配になるかもしれません。しかしせ
っかく日本とは違う世界にいます。スマホの画面よりも
現地の人、ボランティアの顔を見たほうがいいです！期間
にもよりますが、スマホの画面に向き合うよりも、現地や
自分の将来について考えるいい機会になると思います。

大学生
ケニア
環境保護
2週間
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初の海外一人旅でのボランティア
きっかけは、大学二年生の春休
みを使い長期で海外に一人で
行ってみたいと思ったことでし
た。旅行も考えてみましたが、
何かちゃんと目的をもってでき
ることがしたかったので、かね
てより行きたいと思っていた南
米の国々で環境保護系のボラ

ンティアを探してみて、プロジェクトアブロードに出会い、
ダーウィンが訪れたことで有名なガラパゴスでのプログラ
ムに大きな魅力を感じました。大陸に比べて治安もよさそ
うだったので、初めての海外への一人旅にはちょうどいい
と思いここに決めました。2日ほどかけて飛行機を3つ乗
り継いでようやくサンクリストバル島へ降りたときは今ま
でにない高揚感に沸き立ちました。

現地での活動
主な仕事は平日週3回のアシカのモニタリングとゾウガメ
の保護施設でのエサやりや掃除といった仕事、そして外来
植物の伐採です。アシカのモニタリングは朝5時出発、夜
明けごろのビーチや港にいるアシカの頭数や性別を調べ
ます。午後のモニタリングではどんなことをしているか、行
動もチェックします。他にも野鳥のモニタリングやゾウガ
メのエサの畑の整備、ビーチの清掃などがあり、僕の滞在
中には、地元の漁師たちから臨時の活動募集がかかり、
普段は人が立ち入れない海岸の漂着ゴミの清掃に漁師
の船の上で寝泊まりしながら2日かけて行ったりもしまし
た。かなり肉体労働も多いですが、自分の調子に合わせ
て活動に参加できますし、何より普段の生活や旅行なん
かでは絶対にできない仕事ができたのでどの仕事も思い
切り楽しめました。日焼け止めと虫よけスプレーは強力
なものを準備することをお勧めします。

エクアドルで仲間と協力しながら過ごした環
境保護ボランティア
普段の仕事は午後の3時ごろには終わるので、そのあとは
町から行ける様々なビーチを楽しんだり、パブでジュース
やお酒を楽しんでトランプをしたり。ほんのちょっと歩けば
町のどこへでも行くことができ、タクシーもいたるところに
停まっているので宿舎と町との間を気軽に往復できます。
現地の人たちがパドリングやサッカー、ダンス教室といっ
たイベントも用意してくれるのでガラパゴスを楽しむとと
もに地域の様々な人とも交流できました。

週末はオフなのでツアーに行ったり宿舎でのんびり休ん
だり、それぞれが思い思いに過ごします。僕は二週目に、
サンタクルス島へフェリーで旅行してきました。現地のス
タッフが割安でしっかりしたホテルを手配してくれたので、

一人でも旅がしやすかったです。ガラパゴスの島々はそれ
ぞれが形成された時代が違い、風景も動植物も互いに異
なる姿をしているので、活動先のサンクリストバル島だけ
でなく他の島々も訪れることをお勧めします。

充実していたオフの時間
普段は基本早寝早起きの生活。上にも書いたように朝早
くから午前思いっきり働いて、午後思いっきり自由に時間
を使うといった感じです。メリハリの付いた生活が好みの
人にはとても良い環境だと思います。昼食前後には宿舎
で休憩時間もあり、ハンモックでくつろいだりお昼寝した
り。食事は寮母さんが現地の様々なおいしい料理を提供
してくれ、飽きることはありませんでした。飲み水を含め普
段の生活の水は基本充実していますが、島の中で水はと
ても貴重なので大切に使わなければいけません。普段の

会話はほとんど英語なので英語がある程度しゃべられれば十分ですが、スペイン語も少
しでもかじっていくとホームステイ先の人や現地の人との会話がより楽しくなると思いま
す。

海外に行くのは今回が初めてなわけではありませんでしたが、一人で全く知らない、振れ
たことのない世界に飛び込むことはそれまでの自分に大きな影響を与えました。ガラパ
ゴスで過ごした3週間とそこでの多くの人との出会いは自分の世界を大きく広げました。
他の人たちにも、特に同世代の人にはぜひこのような貴重な体験をしてみてほしいです。

大学生
エクアドル
環境保護
3週間

地球のために自分ができることは？
フィリピンとタイのビーチリゾ
ート島が閉鎖されたという報
道を目にした。原因は生活排
水の垂れ流しによる汚染とゴ
ミの大量放棄だった。また、海
岸にクジラが座 礁、胃 袋から
80枚ものビニールが発見され

ている。海は、一体どうなっているのか、かつてダイバー
だった私自分の心が掻き立てられた。どんな小さなこと
でも構わない、何か地球のために、自分が出来ることが
ないか、海洋環境保護をキーワードにボランティアを探
した。それが、プロジェクトアブロードとの出会いとなり、
タイでの環境保護のボランティアを選択した。タイには、
過去、出張で幾度も渡航した経験があり不安は無かった
が、ダイビングは20年ぶり。近くのスポーツジムに通い、
感覚を思い出し不安を解消した。海外出張の機会が多
い為、バンコクでの乗り継ぎもスムーズ、クラビィに問題
無く到着。現地では、ローカルスタッフや先着の多くの若
者が暖かく迎えてくれた。宿舎は、共同の冷蔵庫が常設、
空調と温水の設備が整い全く問題を感じなかった。

タイで行った環境保護活動
現地では、週5日の活動の内、3日がダイビングによる海
洋調査、2日が海岸清掃や施設へのボランティア。海洋調
査では、20箇所の島をポイントに定点観測。海底では、グ
ループに分かれ、20m区間に予め定義した10種類の魚
を大きさと数をカウント。また、色見本を持参しサンゴの
形状と色を記録。200気圧ボンベで60分程度の潜水。こ
れを1日に2回実施。これらの調査結果はwebを通じデ
ータ入力、これを繰り返し、データを蓄積する。私自身2
週間の滞在で合計6日間、12ダイブを実施。水深4～5m
の明るいところでは、大きな水族館の中に居るようなカ
ラフルな熱帯魚に囲まれた。10m近辺では、アジやイワ
シ、カマスの群 れにも遭遇、ダイビングを楽しんだ。一
方、場所によっては、枯れたサンゴを多く観測した。　そ
こには、わずかの魚しか生息しておらず、まるで海底の
砂漠のようだった。しかも、ローカルスタッフによると枯
れたサンゴは広がっているとのことだった。この様に、海
底で起きていることを実際に見ることで、地球温暖化の
影響を肌で感じることが出来た。海底の状況をデータ化

し、それを蓄積することで変化が浮き彫りとなり、レポー
トが発行され、様々な機関に届けられ活用されると伺っ
ている。レポートを通じたアラームの発信に一躍を担え
たことに、今回の活動を通じ、光栄に思う。また、ダイビ
ング中、多くの釣りや仕掛け網のゴーストネット、スーパ
ーのレジ袋等のビニールを回収した。これらはポイ捨て
が原因と考えられる。昨今、マイクロプラスチックをキー
ワードとし報道されている通り、プラスチックは自然分解
されず堆積されるのみで、環境への影響が心配される。
僅かながらも海底のクリーン化を実施し、環境保護を体
験した。

これからも地球環境に貢献できることを
Blue planet、今後も、小さな事で構わない、少しでも 今
生きている地球に貢献したい。また、今回の経験を自身
に留めず、機会を発見し、幅広く共有したいと思う。最後
にこの機会を与えて頂いた日本法人の皆さま、現地スタ
ッフの皆さまには、大変お世話になりました。この場をお
借りし、心より厚くお礼申し上げます。益々のご清祥、ご
発展をお祈り申し上げます。

社会人
タイ
環境保護
２週間

ガーナを選んだ理由
プロジェクトアブロードのサイトを見たときに「自由で安
全」な機関だと感じたので選びました。実際に行ってみて
もプロジェクトは自由で自由時間もたっぷり確保されて
いて、いつでも現地スタッフが気にかけてくれていたので
安心できました。私はガーナで３週間建築のプロジェク
トをしました。ガーナの治安は西アフリカでもいい方だ
と聞いていたし、ネットで調べてみてもとにかくフレンド
リーとあったのでガーナを選びました。

滞在や食事について
私が滞在したのはアクラから１時間半ほどのところにあるマンフィです。田舎ではな
く都会ほど町がガヤガヤしているわけでもないという感じでした。現地に着くとハイ
テンションな現地スタッフが温かく迎えてくれてすぐに馴染みました。着いた翌日にト
ロトロという乗り物に乗って３０分ほどの所にある町でSIMカードを買い、ATMでお
金を引き出しました。いずれも現地スタッフが付いてきてくれて困った時には助けて
くれました。初めは一人で出歩くことが怖かったのですが犯罪などはなく安全な所
でした。他のボランティア達の家も歩いて行ける距離にあったので安心して過ごせま
した。

食事は１日３食で十分な量を出してくれて、お風呂には毎日入れました。私が行った
８月は現地の人がダウンコートを着ているくらい夜は冷えて寒かったです。私は寝る
ときにブランケットの上からバスタオルを2枚かけて、長袖長ズボンの上にパーカー
を着て靴下を履いて寝ていました。それでも寒くて目がさめる時もありました。それ
なのに昼間は何もしていなくても汗が出てくるくらい暑く、日差しも強かったので日
焼け止めは常に持ち歩いていました。ホームステイ先では度々停電することや水が
止まってしまうこともありましたが１日もすればすぐに直ったので困ったことはあり
ませんでした。洗濯は１週間に一回のペースでしていて手洗いです。家の近くにはシ
ャンプーや洗剤を売っているお店などもありました。

実際に行った活動
建築ではデイケア用のクラスルームを建てました。私がプロジェクトに参加し始めた
時には前のボランティアによってブロックは作られていたので、それを引き継ぐとい
う感じでした。主な作業は左官業とブロック積みです。左官業を行うのに必要なモー
ターを土とセメントを混ぜてつくります。ブロックを積んだ後にも、ブロックとブロッ
クの間を埋めるためにもモーターを使うので、モーターはほとんど毎日作っていま
した。シンプルで簡単な作業でしたが、日差しの強い中での重労働は大変でした。で
すが、他のボランティアと協力しながら作業を進めていったので楽しく活動できまし
た。途中のブレイクタイムで新鮮なマンゴーやスイカを食べる時が至福の時でした。

ボランティアの活動は午前中だけでしたが、午後には毎日参加自由のアクティビテ
ィーが用意されていました。月曜日と木曜日には近くの小学校へ行き、子供達が本
を読むのを手伝います。読めない単語やその意味を教えたり、その本に関しての質
問をしたりしました。火曜日は同じ地域に住むボランティアが現地のオフィスに集ま
って自分たちの活動について報告をしあいます。水曜日にはプロジェクトアブロード
主催の、現地の文化を知ったり交流を深めるためのイベントをします。私が体験した
のは現地のダンスとドラミング、ジョロッフライス作り、クイズ大会などです。金曜日の
午後と土日は自由なので、みんなで週末の予定を計画して観光やショッピングモー
ルへ行きました。

ガーナではみんな友達
私はガーナに着いた時からなぜか親近感があってホームシックにはならなかったで
す。ただ、虫が苦手なので部屋でヤモリを発見した時はパニックになりました。部屋
には天井裏に続くところに穴があったので、ヤモリはそこから毎日出入りしていてど
うしようもなかったです。なので、部屋にいる時はいつもビクビクしながら過ごしてい
ました。リビングでは少し食べ物を床に落とすとすぐに蟻の行列ができて気持ち悪く
なった時もありました。そういった時には早く日本に帰りたいと思いましたが、滞在
期間が残り少なくなってくるとガーナから離れるのが寂しかったです。

そう思えたのは現地での生活が驚くほど新鮮で楽しかったからだと思います。町に
出ると皆が私の昔からの知り合いのように声をかけてくれてみんなが友達でした。「
知らない人は友達、知り合いはベストフレンド、友達は家族」というガーナ人の考え
は素敵だなと思います。こういう考えがフレンドリーさに繋がっているのかなと考え
ました。現地の生活の中で「人と人とのつながり」を実感することが多く、日本にはな
い居心地良さがありました。フレンドリーだと聞いてはいたけれど私の知っているフ
レンドリーの常識をはるかに超えたフレンドリーさで、やはり実際に行ってみて良か
ったです。行こうか迷っている人がいたらぜひ行ってみてください！

高校生
ガーナ
建築
３週間
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幸福度が高い国フィジーで考えた「幸せの定義」
私 は 一ヶ月 間、フィジーで
ケア＆コミュニティービレッジ

（高 校 生スペ シャル）と村
落生活体験プログラム（一
般コース）に参加しました。
今 回 は 一 般コ ースの村 落

生活体験プロジェクトについてお話しします！ 最初に
ボランティアに興味を持ち始めたのは、小学生の頃
住んでいた中国での経験がきっかけでした。公共のゴ
ミ箱で誰かの捨てたハンバーガーを漁って食べる子
どもや、道端でボロボロの布を巻き付けて寝ている
親子など、日本では信じられない光景を何度も目の
当たりにしました。その時初めて外国には困っている
人が沢山いることを知りましたが、当時小学生だった
私には何もしてあげられませんでした。しかし高校生
になった今の私なら何かしらの形でサポートできる
のでは！と思ったのです。様々な国がある中でもフィ
ジーを選んだのは、「幸福度調査」で何度も世界一位
に輝いているからです！GDPが低く、インフラの整備
も整っていない国がどうして世界で一番幸せなのか、
私にはどうしても理解できませんでした。そこで、フィ
ジーの人と共に生活し、現地の人々の考え方を間近
で知りたい！と思っていたところ、田舎の村落にステ
イできる私にピッタリなプログラムを見つけました。
それがProjects Abroadとの出会いでした。

フィジーの人々から学んだ「心の豊かさこ
そ幸せ」
私がステイしたのは、ナンディタウンから車で５，６分
ほど離れたDratabu Villageという村でした。フィジ
ーの人々はとても温かく、どこを歩いていても”Bu-
la!” と笑顔で挨拶してくれます。村の中を歩く時はほ
んの少しの間でも「スル」（民族衣装）を巻かなけれ
ばならなかったり、都市にホームステイする他のボラ
ンティアとは違って主食が村で採れるキャッサバやパ
ンノキだったり、村落ならではの生活が経験できまし

た！ちなみにシャワーはいつも水でしたが、冬でも暑
いフィジーではすぐに慣れました。どうしても暖かい
シャワーが浴びたいときは、ホストマザーにお願いし
てバケツにポットで沸かしたお湯を混ぜてつかってい
ました。しかし、それ以前に村ではしょっちゅう断水が
起こります！

村落生活体験プログラムを通じて気が付く
ことができた本当の幸せ
主なボランティア活動はホストマザーの畑でキャッサ
バ植えなど農作業の手伝いや、そこで経営するお店
の建物の修繕作業でした。私はイラストを描くのが得
意なので、壁にペンキで絵を描くととても喜んでもら
えました！また村から少し離れた幼稚園で先生のサ
ポートもしました。フィジーでは子どもの人数に対し
て先生が少ないため、園児のお母さんも一日中幼稚
園で先生の手伝いや教室の掃除をしています。私の
活動していた幼稚園はインド系の子どもが多い幼稚
園だったので、フィジー人ばかりの村とはまた違った
話や文化を教えてくれました。フィジーでは小学校で
英語を習うため園児たちの話す言葉はあまり理解で
きませんでしたが、折り紙をプレゼントしたり手作り
の紙芝居を披露したりすると、言葉の壁は簡単に乗
り越えられました！他にも伝統工芸品の、ココナッツ
の葉で作るうちわやほうきを編む日もありました。バ
スやタクシーなどでの移動を全て一人で行わなけれ
ばならなかったのが最初は不安でしたが、そのおか
げでボランティアの帰りにフィジーの町を散策でき、
とても有意義な時間を過ごせました。知らない人で
も家の前を通り過ぎれば、“Mai Kana!”（家に来てお
茶でもどう？）と声をかける文化があるフィジー。水
が止まっていても、溜めておいたバケツの水でも体は
洗えます。Wifiが無ければその分ファミリーとのコミ
ュニケーションが生まれるし、家にオーブンが無けれ
ば隣の家の人が貸してくれます！フィジーの村落での
生活は発展途上国ならではの、モノが足りないなら｢

不便｣として捉えるのではなく、他の人とシェアして生
きていく「工夫」を教えてくれました。幸せはお金の量
や物質的豊かさでは無く、心の豊かさだったのです！

ボランティア経験から学びたいことが明確
に
私は栄養に興味があり、一ヶ月間日本とは違う食文
化を間近で体験しました。フィジーは肥満をはじめ
様々な生活習慣病の発症率の高さが問題となってい
て、バランスの偏った食事を何度も目にしました。そ
こで私の知っている限りの知識で彼らにアドバイスし
ましたが、「これがフィジアンスタイルだから！」と受け
入れてもらえませんでした。発展途上国で今までの生
活を変えさせるのはとても難しいことだと気がつきま
したが、フィジーの人々にはいつまでも健康で長生き
して欲しいです。そこで大学できちんとした栄養学を
学び、自信を持って人にアドバイスできる立場になっ
た後、もう一度フィジーに戻り、今度は栄養プロジェ
クトに参加してフィジーの人の健康を支えたいです！

活動を通して学んだ医療現場
私 が、プロ ジェクトアブロー
ドを知ったキッカケはインタ
ーネットでの写 真でした 。緑
のTシャツを着た学生さん達
が、笑顔で楽しそうにボランテ
ィアをしている写真をみて絶

対に参加したいと思ったのを今でも覚えています。実
は、今回プロジェクトアブロードに参加するのは二回
目で、前回はメキシコでの医療プロジェクトに参加さ
せて頂きました。以前参加したメキシコがとても楽し
く、本当にいい経験をさせてもらえたので、今回は、ガ
ーナの医療プロジェクトで、一週間程大学の同級生
三人と参加しました。医学部を卒業した直後だった
ので、卒業旅行もかねて最後にアフリカの医療状況、
公衆衛生等を学びたいと思ったのが理由です。また、
ガーナは英語圏で一週間から参加できるというのも
私たちにはとても魅力的でした。私たちが滞在してい
た場所は、ガーナの少し田舎の方にある街で空港か
ら三時間ぐらいかかりました。私は今まで、様々な国
をみてきましたがガーナのような独特な雰囲気を持
つ街に初めて出会いました。道路は塗装されておら
ず、赤土がむき出しになっており、でも街はとてもカ
ラフルで赤や、黄色、緑の家があり、窓から人々が手
を振ってくれるのです。ホームステイ先のママである
Annさんはとてもおおらかな優しい方で、ガーナの街
の人と同様とても明るい人でした。

ガーナでの医療事情
初日にオリエンテーションがあり、ガーナで気をつけ
なければならない事等を学んだ私たちは早速現地
の病院でインターンとして働く事になりました。私た
ちは４人いたので、２人ずつ２つのチームに別れ、私
たちは小児科病棟、片方は救急病棟での勤務になり
ました。ただ、ガーナの病院では日本と違い、医師が
２４時間滞在しているわけでもないので主に看護師
の方や、Medical Assistant（医師助手という日本に

はない職業）の方が色々な話を私たちにしてくれまし
た。医療助手とは主に欧米では既に確立されている
職業で、医師不足を補う為にガーナでは最近つくら
れた制度だそうです。ただ、現地の医療助手の方は、
まだまだ医師と違いできることは少なく、患者さんに
できることが少ないと言っていたのが印象的です。ガ
ーナでは主に、AIDS、マラリア、敗血症等が小児の死
亡原因として多く、特に日本でも有名な野口英世が
黄熱病を研究していた場所だけあり、黄熱病もとて
も多いと聞きました。

現地での活動
小児科病棟では、個室は無く、ベッドが列をなして並
んでおり、入院している子供の横で親御さんが寝てい
たり、看病していたりしていました。私たちが見学した
ときに一番驚いたのは、日本と違い自由度がものす
ごく高くて、入院している子供が外に遊びにいったり、
病棟のとなりにある遊具みたいな場所で遊んでいた
りいました。ただ、ガーナの病院は廊下が外廊下で、す
ぐに外に出られる環境にあるため自然にそうなってい
るのかもしれません。また、患者でもある子供が「play 
with me!」と寄ってきたりして、人見知りしない子が多
く、色々な話ができました。二日程小児科を回ったあと
は、NICUを私たちは回りました。ガーナではNICUを「
二キュー」とよび、常勤の看護師が三人程いらっしゃい
ました。赤ちゃんは全体で１５人程おり、感染制御に厳
しいのは日本とおなじでした。面会にくるお母さんも、
エプロンをつけてない、髪をしばっていないとの理由
から何人も追い返されていました。私たちはラッキー
なことに赤ちゃんを何回かだっこさせて頂きました。ま
だ未熟児の赤ちゃんなので、そんなに重くないだろう
と思っていたのに３０分程でギブアップしてしまいまし
た。ただ、ガーナではあまり未熟児で生まれる事は少
なく、妊娠合併症を持っていたとしても正常で生まれ
る事の方が多いと言っておりました。

残りの期間は、近くの学校での公衆衛生プロジェク
トを行ないました。公衆衛生プロジェクトとは、ガー
ナの学校には保健室がなく、日本の保健室みたいな
first aidを行なうボランティアです。ガーナの子供た
ちの中には、病院に行くお金もないので、このボラン
ティアでの治療を目当てにしている子も多いみたい
です。また、大人の方の検診もかねており、血圧を計
ったりして定期的な健康チェックも行ないました。あ
と、アフリカならではの症例も多く、子供たちの頭や、
体中に「リングワーム」が感染していたことです。リン
グワームとは白癬ともいい、主に不衛生な環境で生
活し、また動物等の接触が多い場合に感染します。し
かしながら、日本では、一般的な人がほぼ毎日お風
呂に入るので滅多な事で感染しません。このような疾
患を経験できるのもアフリカならではのものだと思
いました。最後に、ガーナでの医療プロジェクトを経
験して、参加して良かったと本当に思いました。前回
参加したメキシコとガーナでは、大きく異なり、ガー
ナでは公衆衛生での領域で学べる事がとても多くあ
ったように思います。ガーナはまだまだ発展途上で、
私たちのようなボランティアを必要としており、毎日
のように仕事があるのでとても充実した日々を送る
事が出来ました。プロジェクトアブロードのスタッフ
の皆様、本当にありがとうございました。

高校生
フィジー
村落生活体験
2週間

大学生
ガーナ
医療
1週間
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自分の専門を活かしたボランティア
学生の頃から海外でのボラ
ンティアには興味を抱いて
いました 。現 在、理 学 療 法
士として働いていますが、
大学時代に先生方の協力
で中 国の病 院でお手 伝い

する機会を頂いたことが、今度は自分の力で海外で
の経験を積もうと思う大きなきっかけになったのだ
と思います。私がプロジェクトアブロードと出会った
のは、社会人になって二年目のころです。海外ボラン
ティアに関する説明会にいくつか参加しましたが、プ
ロジェクトアブロードは自分が活動を行いたい場所、
活動時期・期間が選択できるという所が社会人の私
にとって非常に魅力的でした。今回はカンボジアでの
公衆衛生プロジェクトに参加させて頂きました。選ん
だ理由として、3年前にネパールで理学療法プロジェ
クトをやらせて頂いたのですが、その際にボランティ
ア先の病院に石鹸が常備されていなかったことや、セ
ラピストたちが手を洗う習慣がないことを目の当た
りにし、理学療法を伝えることよりも、まず公衆衛生
が先だ！と感じたことが一番の理由です。

理学療法から見たカンボジアの現状
カンボジアでの主な活動内容は、現地の子供たちの
耳や爪、簡単な傷口のケア、また手洗いや手指消毒
のやり方を伝えること、そして成人に対しては身長・
体重、血圧・血糖の測定を行い、生活指導も行いまし
た。活動場所は日によって異なり、学校や施設、都心
から離れた村、silk島に行き、毎週金曜日にはオフィ
スで患者様の情報を入力するなどの事務作業を行い
ました。どの活動場所も必ずトゥクトゥクで送り迎え
をして下さいます。

活動をする中で驚いたのは、自身の誕生日を知らな
い世代があることや、患者様のカルテ情報が正確に
出来ないことでした。患者誤認があってはならない病
院で働いている私にとって何だか腑に落ちない点は
多くあったと思います。また、出会った患者様の殆ど
は高血圧や高血糖であり、血糖値300～400 ｍｇ/㎗
の数値は初めて目にしたかもしれません。話を伺っ
ていると、多くは生活習慣に問題があり、私は椅子に
座って行える簡単なエクササイズをお伝えしたりもし
ましたが、食事に関しては栄養士のボランティアも必

要ではないかと強く感じていました。衛生面において
も常に考えさせられることは多く、比較的貧しいと思
われる村には、裸足や裸でいる子供が珍しくなく、ま
た服は着ていても下着を履いておらず、その状態でゴ
ミが散乱する地面に座ってしまう場面も見受けられ
ました。またどこへ行っても子供たちの肌に触れると
砂や土がついている感触がしたため、ケアの際は除
菌シートがあれば拭いてあげたいと思う毎日でした。

患者の意識から少しずつカンボジアの未
来を変えたい
生活においては、毎朝7時半に朝食を頂き、8時に集
合。お昼は滞在先に戻って食べたりお弁当を作って
頂いた日もありました。午後は13時～14時に活動開
始し、大体16時半～17時には滞在先に帰りました。
シャワーはお湯が出ないため、寒がりな私にとっては
辛いことではありましたが、太陽が沈まないうちにシ
ャワーを済ませその後は長袖を着て過ごすことで何
とか乗り越えることが出来ました。

休日には同じ滞在先の子と街に出たり、旅行にも行
きました。ボランティア活動だけでなく、キリングフィ
ールドやアンコールワットに訪れ、実際に目で見て学
びたかったカンボジアの歴史にも触れることが出来
たことは本当に良かったと思っています。

もっと英語が話せればより充実したであろうと悔やん
でいますが、周りの方が常に助けてくれたことで私は最
後までとても良い時間を過ごすことが出来ました。スタ
ッフや仲間には本当に感謝しています。今回の活動を
通して、出会った患者様たちが少しでも生活習慣に関し
て意識して下さること、出会った子供たちが一人でも多
く手洗いや手指消毒を習慣化し、その子が大人になっ
た時、またその子供たちへと伝わって行くことが出来て
くれるならば、こんなに嬉しいことはありません。

視野の広い自分と出会うために
これまでたった数箇所の発展途上国にて活動させて
頂きましたが、日本に帰国するたびに「何て便利で綺
麗な国なんだろう」と思い知らされます。こんなに恵
まれた国にいる私たちが少しでも発展途上国の現状
について情報を発信して行かなければいけない、と
個人的には思っています。まだまだ私には知らないこ
とがたくさんありますが、自分がボランティア活動を
通して得た経験や知識をこれからも伝えていきたい
と考えております。

これから海外ボランティアに行こうと検討している
方、実際に行動に起こすことは簡単なことではない
かもしれません。しかしその殻を破った先には、必ず
今までよりも視野が広がった自分がいると思います。
まずは最初の一歩を踏み出して頂けたら幸いです。

 社会人
 カンボジア
公衆衛生
3週間

作業療法士としての国際協力
私 が 作 業 療 法 士として活
動した病院は、タンザニア・
キリマンジャロ・モシにある
リハビリテーションセンタ
ーでした。ケニアとの国 境
近くに位置する、人里離れ

た村で首都からは離れていたため、患者さんの中に
は片道3時間をかけて来られる方もいらっしゃいまし
た。敷地は広大であり、東京ドーム1つ分程度あった
かと思います。多い時には100名以上の患者さんが
来院されました。患者さんの疾患は、身体障害・精神
障害・知的障害と様々であり病名を付けるのが難し
い症例も多くありました。その中で現地スタッフや多
国籍の方々と意見を出し合い、評価やプログラムを
立案していく作業はとても有意義でありました。アジ
ア人は見かけることはなく会話は英語であり、患者
さんはスワヒリ語を中心に話されておりました。その
為、現地の医師、看護師、リハビリスタッフ、メディカル
スタッフの方々にスワヒリ語、文化、タンザニアの医
療の現実について親切に教えて頂きながら活動をし
ました。生活スタイルや文化も異なる為、疾患の捉え
方や目標も日本とは異なり生活の質(QOL)に対する
考え方など学びになることが多くありました。

日本では味わうことのできないタンザニア
の文化
私生活では、ホームステイで他の病院で活動する多
国籍の方々と共同生活をしました。日本の生活と比
べると不便なこともありましたが、周りの人と協力
し楽しみながら生活を送ることができました。エアコ
ン・扇風機・洗濯機・水道・お風呂など日本で生活し
ている中で当たり前と思ってしまっていた物に対して

のありがたさを実感しました。休日は現地の人や活
動メンバーと市場に買い物や料理や外食、連休には
1泊2日でサファリやマサイ族の村を訪問しました。野
生のライオン、キリン、ゾウはとても迫力がありアフリ
カならではの自然を堪能しました。お互いの文化や
習慣など情報交換し、異国の文化の良さや日本の文
化の良さを再確認しました。食事の際には手を合わせ

「いただきます。ごちそうさまでした。」は私が帰国す
る頃にはホームステイ先、病院先の方々も私より進
んで行うようになっていました。共に時間を過ごす中
で、異なる文化を共有することは新鮮であり楽しく興
味深かったです。

医療面での支援の難しさ
アフリカでの活動は、医療格差を感じることや時には
目を背けたくなることもありました。しかし先進国の
日本の医療にはない工夫や知恵が多くありました。
自助具や歩行器など細かい物から大きな物まで、な
ければ自ら作るという発想は作業療法士として4年
目である私にとって感心するばかりでした。いかに日
本という国が豊かで、物に溢れているかを実感しまし
た。しかし一概に豊かさは測れるものではなく、様々
な形があることを頭では分かっているつもりでしたが
改めて考えさせられました。その人らしさとは一人ひ
とり異なるように、幸福度や満足度はその人自身が
感じるものだと改めて思いました。

タンザニアには医療の他にも魔術・神話・言い伝えな
ど、医学ではまだ解明されていないものがたくさんあ
りました。エビデンスに基づいた医療の重要性を痛
感すると共に、まだ解明されていないものに対しても
学びになりました。医学は日々進化しており、医療発

展に伴う弊害もありますが、実際にアフリカの病院で
活動した経験は価値のあるものになりました。活動
先の病院、生活を共にしたメディカルスタッフともイ
ンターネットや手紙で交流を続けているので、またい
つか訪れたいと思います。

悩んだ末の決断に心から満足できた
「百聞は一見に如かず 。百見は一考に如かず 。百考

は一行に如かず 。百行は一果に如かず 。百果は一幸
に如かず 。百幸は一皇に如かず。」

よく知られていることわざですが、実にこのことであ
ると強く思いました。活動を決断するまでには悩むこ
とも多くありましたが、活動を終え改めて心から参加
して良かったと思います。そして私の周りで関わって
下さった全ての方々にとても感謝しております。あり
がとうございました。

社会人
タンザニア
 作業療法
3週間
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プロジェクトアブロードとの出会い
大 学 時 代 にフィリピン、シ
ンガポール の 大 学 へ 短 期
交換留学等を通し、看護教
育や医療の現状を知りまし
た。しかし、世界のなかで最
も医療が遅れているといわ
れる発展途上国ではどのよ

うな医療が行われているかを自分で見て確かめたく思
い、中でも病院等が少ない郊外の地域での活動ができる
機関を探し、たまたま見つけました。また、私はトビタテ
留学ジャパンで留学予定だったため、その先輩からの情
報も活用しながら決めました。

プロジェクト選んだ理由と活動内容
タンザニアを選んだ一番の理由は、医者の数が世界で
一番少なく、医療者数の不足がアフリカの中でも問題に
なっていたからです。また病院がない地域でのアウトリー
チ活動などもあったためタンザニアのプロジェクトに決
めました。

私は首都から離れたアルーシャという市の少し田舎の
病院に行きました。始めは指示が全くなく、何をやるか分
からない状況でしたが、２週間しかなく、様々な医療現場
を見ることが今回の目標だったため、一般病棟と小児病
棟などを周り、一番自分に合っていて、できることが多い
小児病棟に決めました。また仲良くなったドクターが、病
棟をみたいと行ったら病院内を全て説明してくださり、
手術室なども中までは入ることができました。初めは午
前で帰っていましたが、午後に看護師の仕事があるよと

教えてもらったため、途中から午後も残り、看護師の業
務を手伝いました。スワヒリ語が分からず患者さんとコミ
ュニケーションをとれないことも多くもどかしいかともた
くさんありましたが、関わり続けることで、顔を覚えても
らえたり、感謝されることが増え、限られたなかで少しず
つやりがいを感じることができました。

また、薬の調合の仕方やカルテの見方、物品準備や簡単
な看護ケアを手伝わせてもらえ、看護師、医師などとも
仲良くなり、異なる医療についてディスカッションする機
会もありとても興味深かったです。また、他のヨーロッパ
から来ているボランティアの人たちとも関わる機会があ
り、日本の医療や制度がいかに発展しているかを学びま
した。また、目をつむりたくなる医療を目にすることもあ
りましたが、日本ではできない経験をたくさんでき、視野
が広がりました。

生活
ダラダラというミニバンに定員の二倍くらいの人数がの
っている交通機関がメインでした。治安は思っていたよ
りもよく、フレンドリーな人ばかりで歩いていると目があ
ったほぼ全ての人に挨拶されたり、話しかけられたりし
ます。

ホームステイ先もとてもいい家族で、ご飯もとても美味
しかったです。シャワーもお湯が出ますし、ほ ぼ日本と
変わらない生活が送れました。 休日はサファリやhot 
spring(温かくなかった)、スネークパークなど、フラットメ
ートやボランティアで仲良くなった人など必ずどこかへい

っていたので、アクティブに過ごすことができ、タンザニア
の文化を肌で感じ、思いっきり楽しめました。

学んだこと、成長したと思うこと
自分から積極的に学びに行くことの大切さを改めて感
じました。また、医療事情の違いを見て感じることで、文
化の違いや価値観の違い、今後の医療の課題などにつ
いて考え直すきっかけになりました。患者の知識不足や、
重症になってから患者が多く救えるはずの患者が救えな
い現状を目の当たりにし、非常に悔しくもどかしかったで
すし、知識普及の必要性も感じました。感染症はもちろ
んですが、肥満患者が多く、それによる糖尿病などの慢
性疾患が流行っていることを知り、肥満問題についての
興味が深まりました。また、アウトリーチ活動に参加した
際に、高血圧の患者に対し、薬を処方するだけで、体重
を落とすことや、食生活に対する健康教育が全く行われ
ておらず驚きました。単なる物品不足などだけではなく、
医療従事者の知識や教育レベルについても改善しなけ
ればならないと感じました。タンザニアにおける医療の
現状を知れたことで、視野が広がったように思います。帰
国後は残りの留学生活をし、日本の大学で残りのカリキ
ュラムを行うため、日本の医療を当たり前と思わず、様
々な視点から考えられる医療者として働いていきたいで
す。また炭水化物の摂取量が多く、特に中年女性の肥満
が目立ち、肥満問題について興味を持ったため、卒業研
究では、先進国、発展途上国の肥満問題について研究し
て行きたいなと考えています。

将来の夢への第一歩に選んだ国際開発インターンシップ
大 学 2 年 生の時 に1 年 間
アメリカに留学し、帰国し
て約5ヶ月間の長期休み
があったた めに、何か有
意 義 なこと、人 助 けがで
きることそして英 語 力を

活かすことをしたいと思い海外インターンをすることに
しました。ネットで片っ端から海外インターンの情報を探
り、そこで出会ったのがプロジェクトアブロードでした。

私は大学で人類学を学び、いろんな国の文化、関係性に
興味があり、将来は国際関係の仕事に就きたい気持ち
があったために多くあるプロジェクトの中でも国際開発
を選び、そしてバックパッカーの友人が勧めていたアフリ
カに行ってみたいという気持ちがあったので国際開発の
プロジェクトがある南アフリカ・ケープタウンに5週間行
くことを決めました。

仲間と協力しながらボランティアに専念した
5週間
私のプロジェクトは、ケープタウンのタウンシップ に位置
するWhere Rainbows MeetというNGOでインターンシ
ップを行うことになっていました。渡航前に、体験談や資
料を読み事前準備が大切だと分かったので、自分は行く
前から興味のあった人身売買問題について何かやろう
と決めました。インターン初日から何かをやって欲しい
などの指示はなく、自分がやりたいことを監督と相談し
て自分で進めなさいと言われました。自分より早く来た
メンバーたちにはビジネスを始めたり、ワークショップを
進めたりと皆やることがきちんとしていてそのためにま
だ何も達成していなかった自分にとても焦りを感じまし
た。しかし、同じプロジェクトのメンバーたちは皆優しく、
沢山協力をしてもらえたので、次第に自分がやりたいこ
とに関して自信が湧きました。その後は、何度か人身売
買についてのワークショップを開き、子供たちにはそれに
ついてのお絵描き大会を開き、施設内で人身売買につい

ての問題への注目を集めることができたと思います。そ
のほかの時間では施設内のキッチンや畑のお手伝いを
しました。そして、週一で行われるsocial skillsクラスに
も参加しカリキュラムに合わせてワークショップを開き
ました。自分はあまり暇な時間を作りたくはなかったの
で、常に施設内を歩き回り、人々と交流することでやるこ
とを見つけていました。

私のホストファミリーは皆優しく、ご飯も美味しい素敵な
ところだったと思います。同じ時期に来たルームメイトと
は毎日一緒に過ごすことでとても仲良くなりました。ほ
かのハウスメイトとも毎日ご飯を一緒に食べ、会話を重
ねることで仲が深まりました。週末は皆で遠出をして小
旅行に出かけたりもしました。その上、プロジェクトアブ
ロード主催の週一のSocialでは、他のプロジェクトに参
加していた友人たちとも関わることができ、皆世界各地
からやってきたので文化の差異など話すととても面白く、
沢山新しいことを学ぶことができました。ケープタウン

は観光地であるために、五週間滞在しましたが毎週末や
ることが尽きませんでした。なお、治安が悪いと聞きます
が、初日のオリエンテーションで言われることを守ってい
れば快適に過ごすことができます。

南アフリカで手に入れたかけがえのない仲間
と気づき
Where Rainbows Meetでは技術面で色んなソフトを
使いこなせるようになっただけではなく、自分でアイデア

を考え、スケジュールを決めそして人を集めるなど他人
に言われることをするのではなく、あくまでも自分自身
で考え、行動することの難しさを体験しました。ワークシ
ョップを開くたびに反省し、どうしたら次に繋がるのかを
考え、物事をどのようにしたら向上させられるかを探る
大切さも学びました。その上、現地の人々との交流を深
めることで、教科書などには載っていない固有の問題に
も触れることができ、とても視野が広がったと思います。
プロジェクト初めは焦燥感などにかられたりもしました
が、他のメンバーと協力することで良くなった場面も多
々あるので、人との繋がりも大事にしていきたいと思い
ました。
今回の経験は自分の将来にとても活かされると思いま
す。なぜなら、自分が現地で気づいたことや人と会話す
ることで学んだ新しいことなどは、大学の研究、そして進
学にとても役立つと思っています。人から聞いた話と自
分が実際現地に行って見たことは、感性も違ってくると
思います。またハウスメイトや同じプロジェクトで働いた
メンバーは皆、素晴らしい人ばかりで一生ものの友人が
作れたと思います。

大学生
タンザニア
看護
2週間

大学生
南アフリカ共和国
国際開発
5週間

モンゴルでのジャーナリズムインターンシップ

私は大学でモンゴル語を
専攻している1年生の夏
休みに「モンゴルについ
て好きなテーマでレポー
トを書く」という課題を出
され、ジャーナリズム全

般に興味があった私は、モンゴルにおける新聞などの
メディアの役割や変遷について書くことに決めた。

そこで「モンゴル　ジャーナリズム」と検索し、ヒットし
たのがプロジェクトアブロードの「モンゴル・ジャーナリ
ズムインターンシップ」だった。レポートの資料にならな
いことは一目瞭然でその時は気にも留めていなかった
のだが、課題を提出したあともプロジェクトアブロード
の存在を忘れられず、夏の終わりに説明会へ参加した。

そこでは幸いなことに、モンゴル・ジャーナリズムインタ
ーンシップの体験者もいらしており、直接話を伺った。モ
ンゴル語を専攻している以上、在学中に何らかの形で
モンゴルを訪れると決めていたため、その候補のひとつ
として大変参考になった。

結局、その次の夏は大学の短期語学研修に参加し、2週
間モンゴルで過ごした。この滞在は引率者や大学の友
達と行動を共にしたため、「守られた環境」に物足りな
さを感じた。そこで、半年後の春休みを利用して、自分
の力でモンゴルと体当たりで向き合うために、自由さと
信頼性を兼ねそろえたプロジェクトアブロードのプログ
ラムに参加することにした。

前置きが長くなったが、以上が参加の経緯である。

モンゴルでのジャーナリズムインターンシップの活動先
は、基本的には「モンゴル通信」という日本語の新聞社
なのだが、担当者とのやりとりで英語力を向上させた
いという意思を伝えると、英字新聞社にインターンでき
ることになった。

ところが、ただでさえ3週間の短い活動期間であるの
に、始めの1週間が「ツァガーンサル」という旧正月の祝
日で会社も休みになってしまう、という事実が渡航直前

に明らかになり、唖然とした。しかし今では、モンゴルの
伝統的な行事を現地のモンゴル人と一緒に祝えたこと
に、心底満足している。

ツァガーンサルでは、日本の正月のようにご馳走を用意
して親戚を迎えて客をもてなし、新年の挨拶を交わす。
ホストファミリーの親戚宅への訪問にも同行させても
らい、ツァガーンサルを丸ごと体験した。

これは私がモンゴル語を専攻しているからこその感想
かもしれないが、等身大のモンゴル文化に触れること
ができ、感無量であった。

そして満を持してモンゴル滞在2週間目から始まったイ
ンターンシップ。ここでは、ジャーナリズムのいろはを学
ぶというよりむしろ、ひたすら自分の能力を試された。

希望通りの英字新聞社に派遣されたはいいものの、「
モンゴル人」が「英語」で記事を書く場に「日本人」の存
在意義はないに等しいと気づき、途方にくれた。英語も
モンゴル語も中途半端な日本人が、ただでさえ忙しい
職場を煩わせてしまうことに対し申し訳ない思いもあ
った。

2日目に新聞社近くで行われていた日本関連のイベン
トに運良く同行することができ、見様見真似で取材を行
い、記事を書いた。英語はおろか日本語でさえ記事を書
いた経験がなく逃げ出したい思いだったが、そうして書
き上げ校正された記事は、翌々日発行の新聞の一面（！
）に掲載された。

その後は「モンゴル通信」の仕事をさせてもらったり、
その記事を英字新聞向けに訳してみたりとできること
をやっていったが、基本的に指示は受けないため、何を
やればよいかと思案する時間が多かった。恥ずかしい
話だが、自分でトピックを見つけて取材をするなり、自
分の手持無沙汰な状況を周囲に訴えるなりすべきだっ
た、と活動最終日にして気づき、自分の至らなさを悔や
んだ。

モンゴルにいることに満足して、インターンシップに対
する貪欲さが欠けていたと反省している。それでもすべ

てをひっくるめて、素晴らしい経験ができた、モンゴルに
行ってよかった、と心の底から思う。

-28℃は想像を絶する寒さだったが、家族や親戚、職場
のモンゴル人や、他のプロジェクトアブロードメンバー
とは、かけがえのない温かな交流ができた。

お別れの前、ホストファミリーの娘さんに「モンゴル語
も上達したね、次モンゴルに来た時もうちにおいでよ」
と言われたときは、異国でのささやかな奮闘が報われ
た思いだった。

あっという間の3週間であったが、書き尽くせないほど
の出来事を通して、自分にできること、できないこと、や
るべきことを身をもって学んだ。

「ここでしかできない」はどこでもあるが、私はそれを
モンゴルの、ジャーナリズムの場でできたことを誇りに
思う。

大学生
モンゴル
ジャーナリズム
3週間
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直感で決めたタンザニアでのボランティア
大学三年生の夏休みはな
にをしようか。多くの友達
は就活のためのインターン
シップをしていて、その中で
も自分だけ訳の分からな
いアフリカに行く決断はこ
のプロジェクトを通して一

番勇気が必要だったかもしれません。もともとバック
パッカーが趣味で「夏休みにアフリカのどこかに行き
たいな、でもそれなら自分のためになることはやって
みたいな」そういった想いで、ネットで調べていたらプ
ロジェクトアブロードと出会いました。大学では経営
学を勉強していたので、タンザニアのマイクロファイナ
ンスと聞いたときは直感でここしかないと思ったのを
はっきり覚えています。

タンザニアで行ったマイクロファイナンス
活動
現地での主な活動内容としては、経済的に厳しい立場
に置かれている女性の方たちへの小さな融資、ローン
の返済や簿記の管理、ビジネスとして自立するための
プレゼンテーション（数字の計算、簿記の管理、マーケ
ティング、ケーススタディなど）をします。基本的な流れ
としては朝9時にオフィスに向かい準備をしてから女
性のグループの村へ行く、そして昼に帰ってきて昼食
を取ってから午後には別のグループに行く、という感じ
です。女性のグループでは、ローンの返済や簿記の管
理などを手の空いている人が行い、他の人はプレゼン
テーションをしていました。その後は、時間があればグ
ループ内の一人のビジネスを実際に見学させてもら
います。私が担当したプレゼンテーションは「負の数の
計算」「PDCAサイクル」でした。特に難しかったことと
しては、単純な計算を教えることです。これは、女性の
中には教育をまともに受けてきてない人や勉強した
けど忘れてしまった人がたくさんいるからです。正直、「
単純な数学もできないでどうやって自分のビジネスを
管理しているの？」とイライラすることもありました。そ
れでも、なんとか工夫してうまく説明して理解してもら
った時はとても嬉しかったです。普段、大学でそれなり
にプレゼンテーションをこなしてきて、スタッフにもい
いプレゼンだったと言われたことやそのスキルが世界

でも通用するとわかったことは、私にとって非常に大
きな自信になりました。また、私が積極的にスワヒリ語
で挨拶しようとする姿勢や頑張って教えようとする姿
勢のおかげか、名前を覚えてくれたこともとても嬉しか
ったです。

タンザニアでの生活
生活面に関しては、オフィスのスタッフやホストファミ
リー、同じボランティアの仲間がとてもフレンドリーで
親切だったので全く困ることはありませんでした。プロ
ジェクトアブロードが安全なホストを提供してくれるの
で安全面でも困りません。食事面に関しても、米が基
本だったので日本人の私たちにとってはありがたいと
思います。ローカルフードのウガリやバナナ、チャパテ
ィなどとても美味しかったです。むしろ、日本人の私よ
りも欧米系の人たちの方が食事に苦しんでいたような
気がします。また、通勤でオフィスに向かう時はローカ
ルバスの「ダラダラ」を使っていました。日本でいうハイ
エースのような車で、朝のラッシュ時には20人弱詰め
込みます。いつもパンパンに人を詰め込んでいました
が、タンザニアにいるからか不思議と日本の満員電車
より楽しい気がしました。そして、普段の過ごし方もと
ても有意義なものでした。仕事が終わってから同じ家
のボランティアの人と近くのローカルバーに飲みにい
って語ったり、本物のサファリでアフリカの大自然に感
動したり、週末にはザンジバルに行ってリラックスした
り、と全てが忘れられない思い出です。

マイクロファイナンスボランティアを通じ
て学んだこと
プロジェクトアブロードを通して学んだことは2つあり
ます。１つ目は、タンザニアだけでなく色々な国の人と
触れ合えて色々な文化を知れたことです。様々なバッ
クグラウンドを持った人との出会いが私の経験値を豊
かにしてくれました。オフィスの方々との何気ない会話
でも日本との違いを大いに感じることができたし、ス
ワヒリ語やタンザニアの文化についても知れて良かっ
たです。そして、現地の人に直接言われたことでとても
印象に残っていることがあります。それは、「アフリカと
いうイメージだけが先行していて悲しい。タンザニア
は平和な国だしもっともっと色々な人に知ってもらっ

て色々な人に来て欲しんだ。」という言葉です。実際、
アルーシャは本当に平和で着いてから数日でそれは
感じていました。でも、実際に現地の方にそれを言わ
れた時は、胸に刺さったというか感じるものが本当に
大きかったです。また、同じボランティアの仲間もヨー
ロッパからたくさん来ていて、その国ついてもたくさん
知ることができました。

そして２つ目は、コミュニケーションを取ることの大切
さです。日本人は空気が読める人間だと言われます
が、そんなことは世界では無意味です。仕事でコミュニ
ケーションをしっかり取らなかったがために、ミスをし
てしまったことがありました。それを通してコミュニケ
ーションをとってスタッフに確認することの大切さを学
びました。また、女性の方たちにプレゼンテーションを
するにしても、信頼関係を築かないことには何も始ま
りませんでした。初めて女性にプレゼンテーションをし
た時は、淡々と話しましたが微妙そうな顔をしていま
した。それからはグループに到着したらまず挨拶をし
て、何を言っているかわかりませんでしたがスワヒリ語
で会話をしてからプレゼンしました。そうすると真剣に
プレゼンを聞いてくれるようになり、最後には笑顔で
Asante sana（ありがとう）と言ってくれました。コミュ
ニケーションを取らないことには信頼関係は築けない
し、信頼関係がないことには価値あるものが生まれな
いと思います。

今回の経験を通して、世界について本当によく知れた
と思います。将来、私はどのようなことがしたいかは具
体的には決まっていませんが、ぼんやりとは頭にあり
ます。一般的な企業への就職にしても海外と関わるよ
うな仕事はしたいし、今回のプロジェクトアブロード
を通してNGOや国際開発系の仕事も面白いなと思い
ました。いずれにしても、世界と関わるような仕事がし
たいという考えは確かに自分の中にあります。世界に
は様々な価値観を持った人が存在していてそれを受
け入れないことには何も始まらないということを学び
ました。

新たな一歩
2017年９月末で、11年半勤
めたメガバンクを退職し、
転職先もまだ決まっていな
かった私は、せっかく数ヶ月
自 由 になる時 間 があるの
だから、こういう時でしかで
きないことをしようと思い
ました。

そして次の瞬間には、「途上国でボランティアがした
い」と思っていました。学生時代にインドで３ヶ月、ケア
のボランティアに参加した時の刺激を思い出していま
した。そしてせっかくなら、自分の社会人経験を活かせ
るものが良いと考えました。インターネット上で「海外
　ボランティア　社会人」と検索すると、いくつかの団
体のウェブサイトが見つかりましたが、期間のフレキシ
ビリティの観点でProjects Abroadに決めました。

活動内容
私は、カンボジア・プノンペンでのマイクロファイナン
スのプロジェクトに参加しました。自分の銀行員とし
ての経験が、多少なりとも活かせるのではと考えた
からです。カンボジアにおけるマイクロファイナンス
取り扱い機関の数は、世界一とも言われていますが、

「小口融資」という共通点はあっても、法令上グレー
なのでは？とも思える短期の高利貸しから、私が参
加した無利息のものまで様々です。このプロジェクト
は、Khemaraというカンボジアで最も古い地場NGO
の1つが、Projects Abroadと一緒に実施しています。
マイクロファイナンスを通じて資金を貸出し、アドバイ
スをすることによって、小規模の自営業を営む人々が、
ビジネスを成長させることができるように援助するこ
とを目的としています。ローンの申し込み、契約、貸出
の実行、返済金と貯金の回収という、ローンのプロセ
ス全体を、４～８名ほどのグループ単位で管理します。
一つのグループは、同じコミュニティに属する者で構
成されるため、全員顔見知りです。これは審査におい
ても、コミュニティにおけるレピュテーションを把握す
るのに役立ちますし、ご近所同士、頑張って働いてビジ
ネスを伸ばしてきちんと返済しよう、というインセンテ
ィブも働きます。

また、借入金を１年間に24回に分けて少しずつ返済し

てもらいますが、１回の返済につき、一定金額の貯金
用のお金も預かり、銀行口座を保有できない借入人の
ために貯金をします。さらに、借入実施にあたっては、
会計の考え方、マーケティング、貯蓄などのテーマに
ついてのトレーニングを行います。基本的なことでは
ありますが、多くの借入人にとっては新しい知識であ
り、借入の実施と同等に重要な活動と言えます。ボラ
ンティアは、このプロセス全体に関わります。新規ロー
ン貸出の検討に当たって、候補者とインタビューを行
い、Projects Abroadの社員と議論をして借入人の選
定（審査）を行います。トレーニングも行いますし、貸出
実施後、資金の回収のための訪問も行い、ビジネスの
状況を聞きながら、適宜アドバイスもします。また、必
要な書類を整え、返済管理も行うなど、ペーパーワー
クもあります。

現地での生活
プノンペンで住んでいた家は、中心部からトュクトュク
で30分ほどかかる郊外でしたが、非常に清潔で広い
部屋が用意されていました。また、朝昼晩と食事は用
意されており、とても美味しい料理でしたので、快適に
生活できました。世界各国からプノンペンにボランティ
アに来ている仲間と同じ家に住むので、キッチンで一
緒に食事しながらお話ししたり、週末は旅行に行くな
ど、交流を深めたりすることができます。カンボジアの
人々との交流ももちろん大切ですが、他の国から様々
なバックグラウンドを持って来ている他のボランティア
との交流も非常に有意義です。

印象深い出来事
プロジェクトから得たものは多すぎて、全ては書きき
れませんが、一つだけ心に残ったことを書きます。４週
間の滞在期間中に、７人からなるグループに貸出を実
行しました。７人のうち、３人は食用のカエルを売る商
売をしていると言います。労働環境はとても良いとは
言えず、真夜中の０時から朝の６時まで、捕獲された大
量のカエルを捌いて売り物の状態にする作業が続くの
だそうです。土日などの休みを取ると、お客は逃げてし
まうため、毎日働くのだそうです。３人はもっと大量に
カエルを仕入れるお金を借りて、ビジネスを大きくし、
生活を楽にしたい、と言います。私たちの懸念は、労働
時間の長時間化でしたが、「もっと仕入れても、時間内
に十分捌いて売れる。むしろ、量の取り扱いが大きい

方が、大きな顧客がつくため、小口の客に当てる時間
が減らせる」とのことでした。貸出の実行にあたり、彼
女たちが実際にカエルを捌く作業をしているところを
見に行きたいとProjects Abroadの社員に頼んだと
ころ、快諾してくれました。朝の４時半に集合し、トュク
トュクで15分ほど揺られ、早朝の市場に到着すると、
想像を超えた大量の人々が商いを行い、空気は活気
に満ちていました。活きの良い魚があちこちでたらい
の中で跳ねていました。野菜や果物、お肉などありと
あらゆる生鮮食品の売買が行われていました。少し探
すと、３人を発見しました。市場のメインストリートを少
し避けたところに場所を陣取り、彼女たちを含めた１
０人弱が、大量の血まみれのカエルを囲んで、絶え間
なくカエルを捌いていました。彼女たちが私たちを見
つけると、とても嬉しそうに声をかけてくれました。私
たちがカメラを向けると、とても誇らしげにカエルを片
手にポーズをとってくれました。彼女たちはカエルビジ
ネスのいろいろなことをたくさん話してくれました。と
にかく嬉しそうで、誇らしげでした。正直に言って、カエ
ルを捌く現場は、想像以上にひどいものでした。活気
がある市場の中とは言え、早朝で冷えるし、暗いし、大
量の血まみれの死んだカエルに囲まれて、ひたすらカ
エルの山からカエルを取り出し、小さなナイフで手作
業で一つ一つ捌き、それを真夜中の０時から６時間、毎
日行う。自分も血まみれになる。でも彼女たちは、その
仕事を毎日必死に行うことで、自分の家族の暮らしが
成り立っていることを知っている。そしてもうすぐ無利
子で（彼らにとっては）大きなお金が借りられる。その
お金を借りて、ビジネスを大きくし、家族の暮らしを良
くできるのも、今こうしてこの仕事を頑張っているから
だと理解している。だから、こんな現場でも、あれだけ
の素敵な笑顔をカメラに向けることができる。

東京での生活を振り返り、彼女たちよりずっと「まと
も」な仕事をしながら、彼女たちほどの明るい笑顔を
持って毎日を生きている人が、どれだけいるだろうか
と疑問に思った。大きな組織に属して、つまらないこと
に愚痴をこぼしている元同僚や友人たちに、ぜひ彼女
たちの、血まみれのカエルに囲まれた彼女たちの誇ら
しげな笑顔を見せてあげたいとそう思った。働くことっ
て、こういうことだよなって、そう思いました。これが今
回のプロジェクトの、私にとっての最大の学びである
と考えています。

大学生
タンザニア
マイクロファイ
ナンス
4週間

社会人
カンボジア
マイクロファイ
ナンス
4週間
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ホストファミリー

プロジェクトアブロードが提供する滞在先は、活動国や活動内容に応じて
以下のいずれかになります。いずれの滞在先においても、同性の方とルー
ムシェア形式で滞在をします。

各滞在先は高級ホテルのような非常に充実した設備や快適性は期待で
きませんが、シンプルながらも居心地のよい空間となるよう努めています。

ボランティア寮

ゲストハウス・バンガロー

～知っておきたい滞在先～ ここが違う！
• 洗濯: 原則として手洗い。滞在先により、滞在先近くのクリーニ

ング店などを利用できることもあります
• シャワー: 水シャワーのみの滞在先が多く、お湯のシャワーを

利用できる滞在先は限られます。場合により断水が発生するこ
ともあり、アフリカの滞在先ではバケツにためてある水で体を
洗うこともあります

• 冷暖房: 冷暖房は完備されていないことが多く、気温の高い国
ではファン（扇風機）が設置されていることがあります

• 電気: 24時間使用可能ですが、停電が発生する場合もありま
す。環境保護プログラムの滞在先では、電気を利用できる時間
が限られる可能性もあります

• インターネット: 一部を除き滞在先ではインターネットへの接
続は行えません

ホストファミリー選定基準
ホストファミリーは現地オフィスが下記選定基準を満たしている
と判断した家庭とのみ滞在先として契約を結び、皆さんに提供
をしています。
• トイレ、シャワールームが用意されているか
• 寝室は一定の快適さが保たれているか
• 3食の食事は提供されるか
• 周囲の環境は一定の安全が保たれているか
• プロジェクトアブロードの理念に共感し、参加者の方を受

け入れるホスピタリティを持っているか
• 英語でコミュニケーションが可能な人が一人以上いるか

参加費用について

宿泊費
活動期間中の宿泊費用

食事
1日3食の食事。一部活動国において、昼食時に食事を提供
するのではなくプロジェクトアブロードから一定額をお渡し
そのお金でお昼を購入いただく場合があります

空港送迎
現地到着指定空港から滞在先、滞在先から現地出発空港ま
での往復の交通費

活動に関係する交通費
滞在先から活動先までなど、活動に関係する交通費

週末旅行（団体プログラムの場合）
期間限定プログラムで実施される週末旅行の費用

ウェブサイトでご案内をしている参加費用には、参加費用
に含まれているものといないものがあります。

参加費用に含まれないもの
活動国までの渡航費
ご自身で手配、もしくはプロジェクトアブロードの提携旅行代理店を
通しての手配も可能。詳細はお申込み後にご案内をしています

ビザ
活動国、滞在期間により必要な場合と不要な場合があります。詳細は
お申込み後にご案内します

予防接種
活動国により入国に際して予防接種が必須な場合と推奨という位置
づけの場合があります。詳細は医療機関（トラベルクリニック）へ直接
お問い合わせください

活動国での個人的な支出
活動期間中に個人的に購入する日用品、お土産などは別途ご負担を
いただいています。週末などに個人的に旅行に行く場合も参加費用に
は含まれません

海外旅行保険
海外旅行保険はご出発前に必ずご自身で加入いただくようお願いし
ます。海外旅行保険手配において、プロジェクトアブロードが推奨する
エージェントのご紹介も行っています

滞在先について

※こちらに掲載している写真は滞在先の一例です

参加費用に含まれるもの
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① マイページ
参加者専用に作られるマイ
ページ(MyProjectsAbroad)
の情報をもとに、渡航前準
備を行います。下記でご案
内をしている項目について
は、渡航準備アドバイザーよ
り電話やメールで別途詳細
をご連絡します。

② 航空券手配
航空券の手配を開始しま
す。ご自身で手配を行う、も
しくはプロジェクトアブロー
ドが提携している旅行代理
店を通して航空券を手配す
ることも可能です。航空券
の手配が完了後、eチケット
の控えをご連絡いただくよ
うお願いをしています。

③ 必要書類の提出
パスポートのコピーや保
護者同意書（18歳未満の
方のみ）など、渡航前に提
出を求められている書類
がある場合は速やかにご
準備いただくようお願いし
ています。

④ 予防接種
予防接種を受ける場合は
お近くの医療機関にお尋
ねください。予防接種は事
前に予約が必要な場合も
ありますので、余裕をもっ
てご準備ください。

⑤ ビザ
渡航国、滞在期間によりビ
ザが必要な場合がありま
す。申請に必要な書類、申
請方法をマイページ「ビザ
申請方法」にてご案内いた
しますので、ご自身で申請
を行っていただきます。

お申込み後の流れ

渡航前準備
渡航準備アドバイザーからメールやお電話で下記の通りご案内をいたします。ご出発までに不明点
はすべて明確にしていきましょう。

ご出発
荷造りを済ませ、パスポートや航空券（eチケットの控え）など忘れ物がないように準備を整えた
ら、いよいよ出発です！到着指定空港でプロジェクトアブロードのスタッフまたはドライバーが皆
さんをお待ちしています。

ご出発に向けた最終のご確認
渡航10日ほど前を目途に渡航準備アドバイザーより最終確認のご案内をメール、お電話でいたし
ます。

参加費用残金のお支払い
お申込み時にお支払いいただいた申込金29,500円を差し引いた残りの参加費用は、プログラム
開始1ヶ月前を目処にお支払いください。

受入れ確定
参加を希望されるプログラムでの受入れが可能かどうか活動国の担当者が最終的に判断をしま
す。受入れの確認完了後、正式にお申込み受理のご連絡をメールにてお送りします。

お申込み
お申込みはホームページより24時間受け付けています。参加したいプログラムが決まったら、プログラム
開始3ヶ月前を目途にお申込みを行ってください。オンラインでのお申込みと同時に、参加費用の一部で
ある申込金29,500円を銀行振込もしくはクレジットカードいずれかにてお支払いをお願いいたします。3
ヶ月を切ってお申込みを行う場合、事前にお問い合わせください。 1

2

4

6

3

5

 到着指定空港で現地スタッフま
たはドライバーがお出迎えします

現地スタッフが滞在先
へご案内します

【活動国到着】

自 由 時 間です。他 のボランティアの方と旅 行 に行くこ
とも可 能です

現 地スタッフが帰 国 便 にあ わ せて空 港 送 迎 を手
配 のうえ、ドライバー が空 港までお連 れします

活動国での祝祭日を除く月曜日から金曜日に活動が行わ
れます。日中を中心に一日あたり5時間から6時間程度活
動に携わります。活動終了後は原則自由時間となります

【週末】

渡航準備を整えて出発
出発地はどこからでも
OKです。

【出国】 【滞在先へ】

【活動終了・帰国へ】

活 動 日 初 日に、現 地スタッフがオリエンテーションを行います。 
安 全に関する内 容や滞 在 先から活 動 先までの移 動 方 法をはじ
め、活 動の概 要の説 明 も行います。両 替、SIM カードの購 入 が
必 要 な場 合、オリエンテーションの際にご案 内します

【オリエンテーション】

【活動日】

出発から帰国までの流れ
4544 www.projects-abroad.jp



よくある質問
Q. どの程度の英語力が必要で
すか？
A. いずれのプログラムであっても英語力に
規定は設けていないため、英語に自信がな
いという方でもご参加は可能です。ただ、現
地スタッフからの説明や案内、各国から参
加するボランティアの方とのコミュニケーシ
ョンはすべて英語となるため、最低限英語
で意思疎通を図れる語学力が求められる
とお考え下さい。

Q. 活動国の言語は覚えておく
必要はありますか？
A. 原則としてありません。ただ、アフリカの
フランス語圏や中南米のスペイン語圏では
活動先や滞在先で英語が通じない可能性
があるため、これらの国への渡航をお考え
の場合は英語に加えてフランス語、スペイ
ン語も事前に学んでおくことが重要です。プ
ロジェクトアブロードの現地スタッフは、活
動国を問わず英語でのコミュニケーション
が可能です。カンボジアのクメール語など
現地特有の言語は、あいさつ程度の表現を
覚えておくことが理想的です。

Q. 活動に付随する資格や経験
は必要ですか？
A. 原則として不要です。資格などをお持ち
でなくても活動に参加可能です。ダイビン
グを伴う環境保護プログラムにご参加され
る場合、活動を通してダイビングの資格を
取得します。医師免許などをお持ちの方で、
医療系の活動に参加する場合は活動先に
より直接医療行為に携われる場合もあり
ます。

Q. 安全について
A. すべての活動先は、一定の治安が保たれ
ているとイギリス本社が判断をしたうえで
活動を行っています。例えば地震などの天
災やテロといった突発的な事態が発生した
際は、現地スタッフが全ボランティアの安全
確認、必要に応じた避難誘導または待機指
示などを行うので、それらに従って行動する
ことが求められます。現地スタッフからオリ
エンテーションの際に安全に関する案内も
行いますので、必ずその説明にもとづき行
動するようにしてください。

Q. 申込みの期限はいつまでで
すか？
A. 原則としてプログラム開始3ヶ月前を目
途にに行ってください。3ヶ月を切ってから
お申込みをいただいても受入れは可能な
場合もありますが、ビザ申請や予防接種と
いった渡航前準備にかけられる時間が短く
なるため、3ヶ月を切ってお申込みをいただ
く場合は事前にお問い合わせください。

Q. 活動先に日本人スタッフは
いますか？
A. すべての活動国において、日本人スタッ
フ、日本語を理解するスタッフはおりません。

Q. 活動国ではインターネット
に接続できますか？
A. 活動国でインターネットに接続する方法
はいくつかあります。一部活動国では使用
できない可能性がありますが、最も安価な
方法としてSIMカードを現地で購入し、ご
自身の携帯電話に差し替えてインターネッ
トに接続する方法です。他には日本からポ

ケットWifiをレンタルしていく方法、現地で
Wifiに接続できる場所でインターネットを
利用する方法などがあります。お申込み後
に、別途資料にてご案内いたします。

Q. 持参するお金はどの程度必
要ですか？
A. 目安として2週間から4週間程度のご参
加期間で3万円～5万円ほど持参いただく
ようご案内しています。現地では宿泊費用、
活動に伴う3食の食事は参加費用に含まれ
ていますが、個人的な外食、週末に旅行な
どに行く場合の費用、お土産を購入するお
金などは個人負担となります。体調を崩し
て医療機関を受診した場合、ご自身で建て
替えた後に保険請求を行う必要がありま
す。現金以外の手段として、海外のATMでキ
ャッシングが行えるVISAもしくはマスター
カードのクレジットカードなどをあわせて
持参するよう推奨しています。

Q. 洗濯はどのように行えばい
いですか？
A. 原則として手洗いとなります。滞在先に
より洗濯機が使用できるケース、滞在先の
お手伝いさんに一定額を支払い洗濯しても
らうケース、滞在先近くにあるクリーニング
店を利用するケースもあります。

Q. 奨学金利用について
A. 奨学金を利用してご参加いただくことも
可能です。奨学金申請にあたり必要な書類
がある場合は事前にご連絡ください。

その他の情報
航空券手配
航空券は参加費用に含まれておらず、別途手配が必要です。航空券に関して、以下いずれ
かの方法にて手配いただくことが可能です。

1)提携旅行代理店手配：

プロジェクトアブロードが提携している旅行代理店を通して手配する方法。お申込み
後にご希望などを伺い、その内容に基づき旅行代理店よりお見積もりをご連絡いたし
ます。自己手配と異なり、搭乗に際して何らかのトラブルが発生した場合も24時間受け
付けている日本語サポートサービスを利用できます。乗り継ぎが発生する場合も乗り
継ぎ時間などを考慮したうえでお見積もりをご案内いたします。海外への渡航にあまり
慣れていない方は旅行代理店を通して航空券の手配を行うことをお勧めしています。

2)自己手配：

ご自身で航空会社のホームページなどから手配する方法。渡航先へ乗り継ぎが発生
する場合、必ず乗り継ぎ時間が十分に（最低2時間以上）確保されているかご確認く
ださい。飛行機の遅延、キャンセル等が発生した場合、ご自身で搭乗する予定であっ
た航空会社と交渉する必要があります。また、高校生の方は、各航空会社や乗り継ぎ
地が定める未成年者の単独渡航に関する注意事項を必ずご確認ください。

ビザ
渡航する国、滞在期間に応じてその国での滞在許可証となるビザの申請が求められる場
合があります。ビザの申請方法、必要書類等必要な情報はお申込み後にご案内をしてお
りますので、その内容に沿い、ご自身でビザ申請を行っていただきます。

海外旅行保険
海外旅行保険はご出発前に必ずご自身で加入いただくようお願いします。海外旅行保険手配に
おいて、プロジェクトアブロードが推奨するエージェントのご紹介も行っています。

予防接種
渡航にあたり必須となっている予防接種を除き、厚生労働省検疫所のウェブサイト

「FORTH」に掲載されている情報などをご参考いただき、専門の医療機関にお問い合わ
せのうえ接種されるか自己責任のものご判断をいただくようお願いしています。

キャンセルおよび変更
お申込み後のキャンセルおよび変更は、書面での通達を受理した日に応じて対応いたし
ます。変更に際しての手数料は7,950円から13,950円いずれかの金額が発生します。ま
た、キャンセルされる場合は以下に基づきキャンセル料金が別途発生します。

(a) 開始日から起算し３ヶ月以上前のキャンセル通知 － キャンセル料金：１万円

(b) 開始日から起算し２ヶ月以上３ヶ月未満のキャンセル通知 － キャンセル料金：支
払済みの金額の１/３

(c) 開始日から起算し１ヶ月以上２ヶ月未満のキャンセル通知 － キャンセル料金：支
払済みの金額の２/３

(d) 開始日から起算し１ヶ月未満のキャンセル通知：返金なし

開始日から起算し3ヶ月以上前にキャンセルを通知した場合、申込金はキャンセル料金1
万円を差し引いたうえで残金を返金いたします。申込金のみをお支払いし、開始日から起
算し3ヶ月未満でキャンセル通知をした場合、申込金は返金対象となりません。

お問い合わせはこちら
（いずれも平日午前10時から午後5時） 

 ✓  0053-132-0078 

 ✓ Info@projects-abroad.jp

 ✓ LINE：@projects.abroad

 ✓ チャット相談

～説明会、オンライン説明会、個別相談も随時開催中～
詳細はウェブサイトをご覧ください。

4746 www.projects-abroad.jp



※「トビタテ！留学JAPAN」は留学促進キャンペーンであり、
 個別のプログラムを推奨するものではありません。

プロジェクトアブロード日本支店
フリーダイヤル： 0053-132-0078  |  info@projects-abroad.jp
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