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あしなが育英会は専⾨学校、⾼専（4・5年）、短⼤、4年制⼤学、
⼤学院で学ぶ奨学⽣を対象に、1年間の海外留学研修制度を設けています。

2019年度は中国の北京、台湾、フィリピンのケソンとマカティ、ベトナムのホー
チミンとダナン、インドネシアのスラバヤとチルボン、ウガンダのナンサナ、セ

ネガルのダカールで38名の学⽣が研修を⾏いました。異国の地で１年間暮らしな
がら『国際性』『広い視野』を養い、⾃分⾃⾝を⾒つめなおし鍛えるまたとない

チャンスです。ふるってご応募ください。

あしなが海外研修は
海外で1年間、ボランティア

やインターンシップ、
語学研修などを行う
プログラムです。

提出書類の内容、⾯接、課題、派遣前研修合宿での

参加態度、研修に対する熱意、本⼈の希望などを総

合的に判断して、2021年度海外留学研修⽣を決定

します。�

※2020年11⽉6⽇（⾦）〜11⽉8⽇（⽇）、2021年

2⽉18⽇（⽕）〜2⽉21⽇（⾦）に派遣前合宿を⾏

います。

⼤学の休学費⽤（30万円まで）、往復航空券、海外

旅⾏保険代はあしなが育英会が負担します。その他

に予防接種代、ビザ代、現地の住居費、⾷費などの

費⽤がかかりますが、個⼈負担額が12万円〜35万円

程度になるよう、派遣国ごとに算定した⾦額を研修

⽀援費として各研修⽣に給付します。但し、研修中

の遊興費、国内旅⾏等にかかる費⽤などは個⼈負担

となります。

研修国及び募集人数
ウガンダ   ⾃主研修：若⼲名

  レインボーハウス：1名

  ウガンダソフトボール協会：若⼲名

  COTS�COTS�Ltd.�インターン：1名

セネガル   ダカール・あしながセネガル：5名

ルワンダ   キガリ・KISEKI：1名

トルコ    イズミット・コジャエリ⼤学：男⼥各2名

イタリア   ベネチア・カ・フォスカリ⼤学：2名

インドネシア スラバヤ・アイルランガ⼤学：2名

  チルボン・インバダ外国語⼤学：2名

ベトナム   ホーチミン・さくら⽇本語学校：2名

       ダナン・さくら⽇本語センター：2名

フィリピン  ケソン・法務省保護観察局：2名

       マカティ・⽇刊まにら新聞：2名

       マカティ・ユニカセ：1名

台湾     Taiwan�Fund�for�Families�and�

�Children�(TFCF)：2名

応募資格
応募および派遣時に本会に在籍する奨学⽣（専⾨学校・

⾼専4〜5年・短⼤・⼤学・⼤学院）�であること、学年

は問いません。�

研修内容
各地の研修内容の詳細は研修紹介のページで確認してく

ださい。また、あしなが育英会のウエブサイト

（www.ashinaga.com)に掲載されている【2021年度海

外留学研修募集開始のお知らせ】の記事の下部にあるリ

ンクから【2019年度海外留学研修紹介ビデオ】と【2019

年度研修⽣帰国報告】の動画もご覧ください。

選考

派遣期間
2021年3⽉から2022年2⽉中旬まで 

�出国⽇、帰国⽇は派遣国によって異なります。�

研修支援費と個人負担額

2021年度あしなが
海外留学研修について

2

英語力
TOEIC�IP�500点程度、英検準２級〜２級程度が望ま
しい。�



 あしなが育英会は新型コロナウイルスの世界的な感染を受けて、2020年3⽉26

⽇に2020年度海外留学研修を完全に中⽌することを正式決定し、すでに出国し

ていたセネガル、ベトナム、フィリピン、ルワンダ研修⽣13名は、本会の要請を

受けて直ちに帰国しました。1994年から継続して⾏ってきた海外留学研修を完

全に中⽌することは苦渋の決断でしたが、本会は研修⽣の健康・安全を第⼀に考

えました。�

 現時点においても新型コロナウイルスの世界的な感染が終息しているわけでは

ありません。むしろ感染が拡⼤している国もあります。しかし本会は、2021年3

⽉の派遣時期までに各研修国における感染が安全なレベルまで収束し、研修⽣を

派遣できることを想定して、2020年8⽉1⽇から2021年度海外留学研修⽣の募集

を⾏います。�

 とはいえ、新型コロナウイルスの感染に関しては先を予測するのが⾮常に困難

な状況です。2021年3⽉の派遣時期において、もしくはそれ以前の時点で、研修

⽣の健康・安全が確保できないと判断される派遣国については、派遣を延期、ま

たは中⽌することがあります。もし2021年度の派遣が中⽌になっても、2021年

度の研修⽣資格は2022年度まで継続されます。�

 �応募を決める際に以上のことを予めご承知おきください。

新型コロナウイルスへの対応
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ベトナム社会主義共和国

2021年度海外留学研修
― 研修先・研修機関・研修内容について―

①さくら日本語学校 ②さくら日本語センター
ホーチミン　定員：2名

ベトナムのホーチミン市において最も歴史の

ある⽇本語学校。1989年に⽂化省認可のもと
「本格的な⽇本語教育」と「双⽅向の⽂化交

流活動」を⽬的に⽊内永⼈⽒（ベトナム名:�グ
エン・ヴィン・チュン）により設⽴された。

留学⽣派遣⽀援、ベトナム⼈⽇本語教師養成

クラスのほか、学内で多彩な⽇本⽂化紹介プ

ログラムを実施している。�

ダナン　定員：2名

1996年に「さくら⽇本語学校」の分校
としてダナンに設⽴された。⽇本語教

育だけでなく⽇本⽂化を紹介し、草の

根交流の役割を担う⼈材を育成してい

る。5階建ての校舎は、⾨をくぐると
⽇本庭園があり、3階の和室は⽇本⼈
とベトナム⼈学⽣の交流の場となって

いる。�

備考：どちらの研修先もベトナム⼈学⽣と⽇本語で積極的に会話し、交流することが

求められる。イベントが近づくと準備でかなり忙しくなる。ホーチミンとダナンの研

修⽣交換プログラムがある。勤務時間が⻑いが昼休みが約3時間あるため、昼⾷後アパ
ートに戻って休憩することができる。研修中は報酬が⽀払われるため、他国の研修よ

りも⾃⼰負担額が少なくて済むことも魅⼒。

住居:�①アパート ②センター内の職員寮、またはセンターが契約するアパート�

研修内容：①②とも⽇本語クラスの授業アシスタント、⽇本⽂化を紹介する⾏事を企

画・実施、研修の後半は⾃分で⽇本語の事業を受け持つこともできる。�

インドネシア共和国
②国立アイルランガ大学①私立インバダ外国語大学

スラバヤ　定員：2名

2005年に設⽴された英語学科、⽇本語学
科からなる私⽴⼤学で規模的には⽇本の

専⾨学校に近い。特に⽇本語教育に⼒を

⼊れており、毎年⾏われる全国⽇本語ス

ピーチコンテストで優勝者を出したこと

もある。�

チルボン　定員：2名

アイルランガ⼤学は、東ジャワ州スラバヤ

市東スラバヤ区に本部を置くインドネシア

の国⽴⼤学で1954年に設⽴された。現在13
の学部があり、本会研修⽣の受け⼊れ先で

ある⼈⽂学部⽇本研究学科（4年制）は2006
年に設置された。�

研修内容：⽇本語学科の授業アシスタン

ト、学⽣勉強会、会話会、週1回のラジオ
放送、⽇本⽂化紹介イベント、学⽣と協⼒

して様々な地元交流イベントを⾏う。チル

ボン周辺地域の中学や⾼校を訪問して⽇本

語の授業に補助教員として参加する。

研修内容：⽂学部⽇本語学科の授業アシス

タント、⽇本⽂化紹介プログラムの企画、

実施、⽇本語で学⽣と様々な交流。�

備考：⼤学の研修⽣に対する期待度は⾮常

に⾼い。現地の学⽣からは学内外において

⽇本語での交流が求められることから、親

しみやすさとコミュニケーション能⼒が求

められる。学⽣は素朴で親しみやすく、⽇

本語学習に対する意欲が⾼い。研修中は⽣

活補助費が⽀払われる。�

住居：⼤学が所有する職員⽤宿舎�

備考：ネイティブな⽇本語を話す研修⽣に

対する期待度が⾮常に⾼い。特に現地の学

⽣からは学内外において⽇本語での交流が

求められることから、社交性、積極性の

他、コミュニケーション能⼒が求められ

る。アイルランガ⼤学の教職員スタッフは

みな温厚で⽇本語も堪能。研修期間中は家

賃補助費が⽀払われる。�

住居：アパート

4



中華人民共和国：研修中止
【研修中⽌のお知らせ】

北京聯合⼤学が2020年6⽉24⽇に国際交流学院を閉鎖したため、2021年度以降本会からの研修⽣の派遣を中⽌しま
す。��
 

中国研修は1年間中国語を勉強する語学留学プログラムとして、2008年に北京の中国⻘年政治学院でスタートしまし
た。以後毎年継続して学院に研修⽣を派遣しましたが、2017年12⽉に突然学院が他の⼤学と統合されることが決まっ
たため、2018年度から本会の研修⽣を派遣することができなくなりました。しかし北京聯合⼤学の国際交流学院が中
国⻘年政治学院から語学留学プログラムをそのまま引き継ぐことが決まり、2018年度以降も研修⽣の派遣を継続する
ことができました。2020年度は新型コロナウイルスの影響で研修⽣派遣を中⽌したため、北京聯合⼤学国際交流学院
での語学留学プログラムは、実質2年で終了となりました。
 

現在、中国研修プログラムを引き継いでくれる⼤学を調査中ですが、中国における新型コロナウイルスの感染が終息す

るまでは難しい状況です。

台湾
財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會　Taiwan Fund for Children and Families

(TFCF) 

⽶国のキリスト教系の基⾦の⽀援のもとで1950年に設⽴された⾮営利団体。貧窮する家庭と保護を必要とする18歳
以下の⼦供のために様々な⽀援活動を⾏っている。東⽇本⼤地震・津波遺児⽀援のため、あしなが育英会へ寄付を

送るなど、30カ国以上で⽀援活動を⾏っている。�

台中　定員：2名

研修内容：TFCFが運営する障害児や親と暮らせない⼦供、不登校児のための複数の施設を数か⽉ごとに移動しなが
ら、ボランティア活動に従事�

備考：中国語の⽇常会話が可能になるまでの期間は、研修先のスタッフとのコミュニケ―ンをより円滑に⾏うため、

英語の基礎会話⼒が求められる。⼤学で児童⼼理学や児童福祉などを専攻している学⽣に適している。

住居：TFCFの施設内にある職員⽤アパート�
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備考：⼦供の訪問調査は必ず保護監察官が同⾏するため危険はない。⼦供のケアは保護監察局の担当者から許可が得られ

れば、⾃分で考えた独⾃のプログラムを⾏うことができる。例：ストリートチルドレンも参加できる読み書き、計算、マ

ナーなどを教える⻘空教室。フィリピン⼤学では様々な英語の講義の中から⾃分が興味のある講義を選んでSpecial
Student�として聴講することができる。ただし単位を取得することはできない。これまで研修⽣はアメリカスタイルの講
義を楽しんでいる。TOEIC500点もしくは英検2級以上が絶対基準−TOEIC�は⼤学、⼼塾、研修合宿で⾏うIPテストのス
コアでも構わない。

フィリピン共和国
①法務省保護監察局 The Parole and Probation Administration (PPA)

(PPA)�は仮釈放もしくは執⾏猶予中の犯罪者（初犯）の社会復帰を助けるために保護観察を⾏うフィリピン法務省
(Department�of�Justice)�所属の機関。�

ケソン　定員：2名

研修内容：

研修前期：PPAの研修⽣として保護監察官に同⾏し、クライアントと呼ばれる刑務所を仮出所中、または執⾏猶予中の犯
罪者（初犯）の厚⽣プログラムへの参加、家庭訪問調査、刑務所で次期クライアントの調査、薬物予防教育セミナーの補

助。

研修後期：フィリピン⼤学ディリマン校での英語授業聴講。現地企業やNGOでのインターンやボランティア活動。
フィリピン⼤学は1908年に設⽴されたフィリピンにおける最⾼ランクの⼤学であり、国内各地に10のキャンパスと1つの
オープンユニバーシティがある。ディリマンキャンパスは最⼤の敷地と6万⼈以上の学⽣を有する。

住居：最初の3〜4か⽉PPAの宿舎に滞在したのちフィリピン⼤学の学⽣寮に転居�

②日刊まにら新聞

フィリピンの邦字⽇刊紙。東南アジア初の⽇刊邦字紙として1992年5⽉にマニラで創刊された。本社はマニラ⾸都圏
マカティ市。⽉１〜２回の休刊⽇以外は原則８ページの新聞を毎⽇発⾏している。現地在住駐在員や在留邦⼈のほ

か、公式サイトを通じた⽇本の購読者にとって情報源となっている。戦後に創刊されたアジア邦字⽇刊紙としては最

も古い�。

マカティ　定員：2名

研修内容：�原則として編集部に配属、まにら新聞に新規⼊社した記者と同等の基準でフルタイム（１⽇８時間原則）
で勤務する。�勤務は週５⽇間とし、完全週休２⽇制。⾒聞を広める旅⾏や充電期間として３カ⽉に１度、連続１週間
の休みあり。��

備考：TOEIC600点以上か英検２級以上、またはそれに相当する英語⼒を持つ⼤学２・3学年を終了した学⽣が対象。
英語⼒が基準を満たさなくても、TOEIC500点以上であれば、他に特に秀でた技能（⽇本語⽂章能⼒、フィリピン語能
⼒、写真・動画の撮影技術・グラフィックデザイン、広告・営業の知識・経験など）を有する学⽣も対象とする。将来

ジャーナリスト（フォトグラファー、ビデオジャーナリスト、メディアグラフィックデザイナーを含む）を⽬指す学⽣

が望ましいが、ジャーナリズムを学びながら国際社会の理解を深め、将来のキャリアに活かしたい学⽣も歓迎する。

住居：⽇刊まにら新聞から徒歩圏内にあるアパート。家賃補助あり。�
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トルコ共和国

住居：コジャエリ⼤学の職員⽤宿舎、または学⽣寮�

備考：TOEIC�730点以上が好ましく、積極的な英語でのコミュニケーシ
ョンが求められる。ユニカセに⽀払うトレーニング費⽤（年間約

￥220,000)、住居費（アパート家賃:年間￥270,000〜￥440,000）は研
修⽣が負担、その他の研修に必要な費⽤は本会が負担する(�航空券、海
外旅⾏保険、ビザ代、⾷費・⽣活費など）。希望により、ユニカセの

パートナー英会話学校が提供する「ビジネス英語講座」が受講可能

（費⽤は研修⽣が負担・午前中2時間�・週3⽇間程�￥24,000/⽉)。フィ
リピン⼤学での聴講、現地NGOでのボランティアも可能。ユニカセ出
勤⽇は昼⾷と⼣⾷が提供される。

③ユニカセ (UNIQUEASE)

フィリピンの貧しい若者たちに雇⽤の機会を提供することを⽬的に

設⽴された⾃然⾷レストラン。マニラ数少ない⾃然料理を出すだけ

でなく、国際協⼒活動を⾏うNGOや政府機関の関係者、国際交流に
関⼼を持つ在留邦⼈たちにとって貴重な「交流の場」となってい

る。�

マカティ　定員：1名

研修内容：�週に3⽇ユニカセ・レストランを⼿伝いながら⾃分の関⼼事
を事業化する。例えば、CSRの⼀環としてNGOとの連携に基づく⼦ど
ものサポートプログラム企画運営、フェアトレ事業活性化、栄養素の

研究や新規メニュー開拓、会計業務のサポート、ウェブやFacebook等
でのプロモーション強化、スタディやツアー企画運営、新⼈フィリピ

ン⼈⻘少年育成など。

住居：ユニカセの徒歩圏内のアパート。�

コジャエリ大学

イスタンブールから⾞で約1時間半、⼯業都市イズミット郊外にある
国⽴⼤学で1992年に設⽴された。11学部で約6万⼈の学⽣が学んでい
る。1999年の⼤震災で施設の75%を失ったが、2004年に現在のモダ
ンなキャンパスに移転した。�

コジャエリ県イズミット市　定員：4名（男女各2名）

研修内容：�
�1.コジャエリ⼤学の学⽣によるトルコ語、英語の個別指導
2.コジャエリ⼤学の講義の聴講�（英語・トルコ語）
�3.現地企業、NGOなどでのインターン、ボランティア活動�

備考：研修最初の3カ⽉は教育学部英語科の⽣徒がチューターとなり研修
⽣にトルコ語と英語の個別レッスンを⾏う。6⽉から9⽉まで⼤学が夏休
みの期間中は完全な⾃由活動期間になるため、インターンやボランティ

アなど、⾃分でやることを探さなければならない。9⽉に新学年が始まる
と研修⽣はコジャエリ⼤学の留学⽣向けトルコ語の授業を受講できる。

ほかにも⾃分が興味のある講義を受講できるが、受講は義務付けられて

いないため、インターンやボランティア活動に専念してもよい。トルコ

研修には特に決まったプログラムが⽤意されていないため、⾃ら現地の

企業、NGOなどにコンタクトを取り、インターンシップやボランティア
活動などに従事することができる。研修内容が⾃由な反⾯、研修⽣には

強い⾃主性が求められる。�
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イタリア

セネガル共和国

研修内容：渡航から�1〜2�ヶ⽉後に実施するフランス語テストに合格した後は、海外研修⽣各⾃の研修テーマに基づいた
⾃由研修を⾏う。研修テーマは学⽣の興味に基づき、渡航前から書籍やインターネット等で調査・計画をスタート。⾃由

研修の活動予定を考慮しつつ、時期によっては、あしながセネガルの業務補助、留学候補⽣・インターン⽣への⽇本語指

導、ケア、アカデミックプログラムへ参画する。これによってセネガルや他アフリカの学⽣と交流し、⽂化の相互理解が

期待される。これまでの学⽣の活動例としては、ものづくりやスポーツ普及活動等があり、その他にも現地�NGO・企業
でのボランティアやインターン、�教育をテーマとした調査・提⾔活動、武道・野球などの普及活動、また⻘年海外協⼒
隊の活動視察・補助、などの活動が考えられる。�

海外研修⽣が関わることが出来るあしながセネガルの活動は、以下の�3�つが挙げられる。��
1.�仏語圏の⼤学へ進学を希望する�100�年構想候補⽣のための勉強合宿（7⽉〜11⽉）��
2.�セネガル国内奨学⽣(⼩学⽣・⼤学⽣)を対象としたケアプログラム、アカデミックプログラム（通年）��
3.�⽇本の⾼校に留学するセネガル⼈候補⽣に対する⽇本語指導（11⽉〜3�⽉）�

備考：・セネガルでの⽣活や国際⾊豊かな事務所でスタッフ、インターンとのコミュニケーションを取るため、また⾃

由研修を円滑に進めていくためにフランス語の習得が必須（英語はオプション）。加えてウォロフ語�（現地語）の習得
も推奨。・セネガルでの⽣活や研修を考慮し、渡航前よりフランス語学習を始め、研修開始以降も継続して意欲的に取

り組める学⽣を採⽤。・現地⼤学の⽇本語クラブへの参加、候補⽣、インターン⽣への⽇本語指導（⽇本語教育）に興

味がある学⽣、数名優遇。・ダカール剣道クラブでの指導や稽古への参加ができる剣道経験者、数名優遇。�

住居：2021年2⽉〜2021年8⽉ ホームステイ� 
�������������2021年9⽉〜2022年2⽉ カ・フォスカリ⼤学学⽣寮��

イタリアのヴェネツィアにあるイタリアの国⽴⼤学。ドルソドゥーロ（Dorsoduro）地区にあるカ・フォスカリ
をキャンパスとして使⽤している。1968年に総合⼤学となり、現在8つの学部で構成され学⽣数は約19,000⼈。
1868年8⽉6⽇にイタリア初の商業⾼等教育機関として同年12⽉より授業が開始された。当初は海外との貿易取引
などの外交部⾨の研究機関および訓練学校としての役割を持ち、⽣徒は多数の外国語の授業を初年度より受ける

必要があった。全世界でも4番⽬に古いビジネススクールとなる。�

カ・フォスカリ大学
ベネチア　定員：2名

研修内容：�
１．�現地語学学校でイタリア語の勉強（4⽉〜6⽉）�
２．�⼤学の⽇本語学科教授の助⼿としての業務（⽇本
  �語資料作成や⽇本語授業のアシスタント）�
３．�⼤学の⽇本語学科学⽣との⽇本語での交流�
４．�興味のある⼤学の授業を複数聴講�
５．�夏休み期間中の⾃由研修、ボランティア活動�

備考：研修⽣はカ・フォスカリ⼤学の正式な学⽣として登

録され、健康保険、eメールアドレスなど⼀般学⽣と同等
の資格が与えられる。研修にかかる費⽤が⾼額なため、研

修⽣は年間32万円を負担する。�

アフリカ・サハラ砂漠以南�49�カ国の遺児を欧⽶・アジアの⼤学に留学させるためのプロジェクト『アフリカ遺児
⾼等教育⽀援�100年構想』を推進するために�2015�年に開設。仏語圏、⽇本の⼤学への進学を希望するアフリカ仏
語圏留学候補⽣のために、勉強合宿・準備合宿にて留学サポートの業務に従事。世界各地の⼤学⽣が合宿時のイン

ターンシッププログラムに参加し、国際⾊豊かな事務所となっている。�

あしながセネガル
ダカール　定員：5名

住居：あしながセネガル寮
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ウガンダ共和国
①自主研修
定員：若干名

③レインボーハウスインターン
定員：1名

②ウガンダ野球・ソフトボール協会研修
定員：若干名

④COTS COTS Ltd. におけるインターン
定員：1名

研修内容：⾃ら設定するテーマについて、ウガン

ダにおいて追及する計画を⽴て、⾃らアレンジ

し、追及していく。�

設定計画例：学校教育における「体育」指導の在

り⽅を考える。ウガンダレインボーハウス、近隣

の⼩中学校、地⽅部の⼩中学校等、「体育」の教

科としての位置付けや、その指導内容、教員指導

⼒など、現職教員や⽇本からの⽀援（協⼒隊員な

ど）に対するヒアリングを通じて、⾃⾝の経験と

の違いを整理し、レポートにまとめるとともに、

⾃⾝の将来（教員志望）計画に活かす。�

研修内容：あしながウガンダの運営するレインボー
ハウスにおける事業、運営両面について、スタッフ
の指導の下、自身の発案も加えながら、関連業務に
従事する。 

研修業務例：図書室運営・利用促進に係る検討 

現在のレインボーハウスにおける図書室は、そもそ
も読書という習慣がないことに加えて、多くの書籍
が整理、分類されておらず、また教科参考書、日本
語書籍など、レインボーハウス利用者に見合わない
ものとなっている。これらの整理・分類の他、子ど
もたちに利用してもらえる図書室とするための企画
検討を行い、実施する。 

研修内容：これまで日本の支援が続いてきた、ウガンダにおけ
る野球の振興、更に野球を通じた地域支援を行う。野球連盟の
元で現地野球チームに対する技術的指導の他、現地の小学校等
を訪問し、野球その他の手段を通じて子どもたちの課外活動、
地域活動支援を行う。2019年度まではJICA が派遣する青年・
シニアの協力隊員とともに活動を行っていたが、2020年度以降
はJICAが派遣を取りやめたため、研修生には自主的かつ積極的
に活動することが求められる。 

受入れ先の支援する提携農場（kira Farm）において、農業
分野での職業訓練に従事する若者ととも に有機農業に従事す
る。 
レストラン部門において、店舗価値を高めるためのアプロー
チ、アイデアを経営陣とともに検討し、  企画・実施する。 
不動産部門において、同レストラン敷地内の他テナントや外
部関係先を巻き込んだ場づくり、イベ  ントの企画検討・実
施する。 

研修内容：ウガンダにおいて、有機栽培農業を行うほか、日本
食レストランを経営する企業において、ウガンダの農業の実情
や課題を学ぶ機会とする。 

1.

2.

3.

（※なお、実際の従事業務については、研修生との調整により
変更があり得る。） 

応募条件:上記①については、農業実務経験があること、もしく
は農業関連専攻であること。採用に当 たっては、受入れ先との
面接により最終決定される。 

英語レベル�

健康診断書�

⾃分の「課題、やりたいこと」を持ち、明確に説明ができ、また⾏動に移すことができる学⽣�
⽇本とウガンダの架け橋になることができる学⽣�
ウガンダのコミュニティ、及び邦⼈社会の中で、節度と分別を持って⾏動できる学⽣�

応募要件:�

⾃主研修については、TOEIC500点相当を要件とする。その他については不問。邦⼈企業での研修�については、
要件は課さないが、到達レベルにより業務内容が変わる。

求める学⽣像:�以下の点を重視します。�
1.
2.
3.
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ルワンダ共和国

宿とレストランの経理・発注関係、スタッフ給料管

理などの施設運営に関する実務（※必須）��
ウェブサイトの改善・運営�

現⾏システムの整備・改善・運営および新規案件⽴

ち上げのための調査・企画�

KISEKI�寺⼩屋プログラム（新規）▪�サステナブル
な⽣理⽤品の普及（新規）▪�KEIRAKU�hands�of
amahoro�プロジェクト �
スラムツアー（基本的にはボランティアが担当）�
メディアマーケティング（ウェブサイト、SNS�等を
通した広報活動など）�
スポンサー候補に関するリサーチ・渉外など�

研修内容：�

1.�施設運営業務補助�

2.�各種⼩規模プロジェクトの運営⽀援�

（主な対象プログラムは以下）�

3.�その他、参加者からの提案に応じた活動（要相談）�
 �例）：現地の学校視察・交流、スポーツ系・保健系
の活動など�

主に運営補佐と寺⼦屋プログラムの⽴ち上げに携わ

ってもらいたいが強制はしない。⾯談を通して、�ひ
とり⼀⼈に合う業務を調整することができる。�
多岐にわたる事業を⾏っているためどんな分野の学

⽣にも活躍の余地がある。事業運営に関してはIT、�
会計(基本的なお⾦の管理)、マーケティング、SNS
運⽤、Webサイト運⽤など、そして各種プロジェ�ク
トに関しては教育・芸術、スポーツ、保育、保健な

どの知識やスキル、経験があるとなおよい。�
英語⼒は中学3�年⽣程度でも⼗分だが、スコアより
は基本的な単語などがわかり積極的かつ必要最低�限
のコミュニケーションが実践できる実⽤能⼒の⽅を

重視する。�

業務に求められるスキル�：

地域のコミュニティと連携し、シングルマザーの雇⽤創出、彼⼥たちが抱える課題の解決に取り組む団体。雇⽤を創

出するため、レストラン事業のほか・⽇本⼈宿�・最強のおばちゃん集団、ママ⼋百屋取りまとめ�・ママのセレクト
ショップ�・KEIRAKUマッサージトレーニングとSPA�・イベント各種（ヤードセールとファーマーズマーケット、ダ
ンスイベント、ファッションショーなど）・寺⼦屋�・⼀時保育サービスなど専⾨家とコラボレーションをし、多岐に
わたる活動を⾏っている。�

KISEKI
キガリ　定員：1名

備考：KISEKIに年間のトレーニング費⽤（⾷費・住居費
込み）としてUS$6,000�(￥660,000)�を⽀払うた�め研修
⽣が￥350,000を負担する。その他、研修に必要な航空
券、海外旅⾏保険、予防接種、ビザ�などの費⽤は本会が
負担する。�

2019年度海外留学研修生
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海外研修支援費
と個人負担

国⽴⼤学は原則として休学費はかかりませんが、私⽴⼤学の学⽣は1年間休学するために、⼀部例外はあるものの、数万円
から50万円近い休学費を⽀払わなければなりません（過去には150万円かかった例もありました）。これまで海外留学研修
に参加する学⽣は1年間の休学費を全額⾃⼰負担してきました。しかし、2018年度からはあしなが育英会が30万円を上限
に、研修⽣の休学費を負担しています。また、休学費が30万円を超える場合は、研修⽣に⼤学と減額の交渉を⾏うことを義
務付けています。�

海外留学研修⽣が研修国に渡航するためには1年間有効の往復航空券が必要です。⾦額は国によって異なりますが例年
¥55,000から¥280,000くらいかかります。2018年度から会が留学研修⽣全員の航空券を購⼊し、その全額を負担しています。

一人でも多くの学生が海
外留学研修に参加できる
ように、研修支援費を支

給します。

研修先機関 予防接種料 住居費 ビザ代 現地移動費 ⾷費・⽣活費 その他 計 学⽣負担 研修⽀援費

ウガンダ�⾃研/RH

ウガンダ野球

ウガンダCOTSCOTS

セネガル

イタリア

インドネシア・

チルボン

インドネシア・

スラバヤ

トルコ

フィリピン・法務省

フィリピン・

まにら新聞

フィリピン・

ユニカセ

80,000 0 $50�(¥6000) 20,000 300,000 0 406,000 120,000 290,000

80,000 22,000 $50�(¥6000) 20,000 300,000 0 428,000 120,000 310,000

80,000 0 $50�(¥6000) 20,000 300,000 0 406,000 120,000 290,000

*1

*2

80,000 20,000 20,000 400,000 0 520,000 120,000 400,0000

0 0 55,000 550,000 0 605,000 350,000 260,000*3

0 15,000 25,000 470,000 0 510,000 120,000 390,0000

100,000 12,000 0 300,000 0 412,000 120,000 300,0000

100,000 12,000 0 300,000 0 492,000 120,000 380,00080,000

*4

*4

ベトナム・

ホーチミン

ベトナム・ダナン

台湾

ルワンダ

30,000 50,000 30,000 300,000 35,000 495,000 120,000 380,00050,000

30,000 50,000 0 440,000 0 520,000 120,000 400,000

30,000 50,000 0 300,000 0 620,000 240,000 380,000240,000

40,000 0 0 300,000 0 400,000 120,000 280,00060.000

40,000 0 0 300,000 0 340,000 120,000 220,0000

0 0 30,000 400,000 0 430,000 120,000 310,0000

80,000 12,000 0 120,000 660,000 872,000 212,000 660,0000

*5

*6

*7

*8

これまで海外留学研修⽣はあしなが育英会が⽀給する海外研修⽀援費（30万円〜
45万円）から出国前に航空券、予防接種、ビザ等の費⽤を⽀払い、残りを現地での滞在
費に充ててきました。しかし派遣国によって最終的に個⼈が負担する額が⼤きく異なること

から不公平が⽣じていました。そこで、2018年度から海外研修⽀援費を以下のように変更しました。

休学費の負担1.

2. 航空券代の全額負担

海外留学研修には休学費、航空券代の他に下表のような様々な費用がかかります。そこで、各研修生の研修期間中の負担額が
¥120,000～¥350,000程度となるよう国別に【研修支援費】を支給します。 

*1�2019年度と同額を⽀給  *2,3,5�全額が未定のため分かり次第別途  *4�健康診断費⽤を含む  *6�フィリピン⼤学⼊学・⼊寮費⽤（受講
料は個⼈負担） * 7�取材に必要な通信費・移動費含む  *8�KISEKIに⽀払う1年間の研修参加費（あしながからKISEKIに送⾦）
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応募方法

2021年度海外研修の募集はすべてオン

ラインで受け付けます。以下のQRコードを読み

取って、申請書にアクセスできます。

また、インターネットの検索エンジン（Google,�Yahooな

ど）で「あしなが育英会 海外研修」と⼊⼒して、検索結

果の中から【2021年度海外留学研修募集開始】の記事をク

リックしてください。記事の下にある【研修申込】アイコ

ンをクリックするとオンライン申し込みができます。�

まずは、応募⽤レポートと個⼈シートのフォーマットをダ

ウンロードして作成してから、申請書に必要事項を⼊⼒

してください。証明写真と⼤学成績証明書をスキャン

したpdfファイルも⼀緒にアップロード

してください。�

応募方法

応募条件
応募時点かつ2021年4⽉1⽇時点で本会

奨学⽣であること�

単位習得状況を踏まえて翌年1年間の休

学が可能であること�

必要経費が負担できること�

留学研修に対して強い意志を持ち、派

遣前合宿に参加できること�

あしながさんをはじめ他者への感謝の

念をもって、あしなが育英会の活動に

寄与することができること

1.

2.

3.

4.

5.

応募期間
募集開始：2020年8⽉1⽇（⼟）�

第１次募集締切：2020年9⽉30⽇（⽔）

�第２次募集�応募者の⼈数等

によって調整のうえ、お知ら

せします。�

選考方法
�⾯接、レポート、英語能⼒

（必須の研修先）、第1回派遣前合宿

（11⽉6⽇〜8⽇）における参加態度をもと

に総合的に判断して、熱意が認められる

応募学⽣を第1回合宿終了後に仮採⽤

し、その後、与えられた課題を提出

した仮採⽤者を2021年1⽉中旬に

海外留学研修⽣として正式採⽤

します。

連絡・問い合わせ
あしなが育英会 リーダー育成課

〒102-8639 東京都千代⽥区平河町2-7-5 砂防会館４F

海外研修担当：飯塚 洋  チエン・イー・クエック

Email:�kaigaikenshu@ashinaga.org

2021年度海外留学研修申請書
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2021年度海外留学研修
派遣までのスケジュール

2020年8月

2020年9月

2020年10月

2021年度海外留学研修生の募集開始
あしなが育英会ウエブサイトで募集要項公開　
www.ashinaga.org

1日（木）

30日（水） 募集締め切り

適時 面接（各エリアで担当職員が行う）

2020年11月 6日（金）
～8日（日） 会場：あしなが心塾レインボーハウス（東京）

内容：研修OBOG説明会、課題プレゼン、他

第1回海外留学研修派遣前合宿

16日（月）
～20日（金） 仮採用者決定（予定）

30日（月）
前後

必須課題発表　読書感想文、
研修に関するレポートなど

2021年1月 11日（月）
前後

課題第1回提出期限
※必要に応じて予防接種、ビザ申請開始

2021年2月

2021年3月

2022年2月

2日（火）
～5日（金）

1日（月）
前後

課題最終提出期限

2021年度海外留学研修生採用者発表（予定）

16日（火）
～18日（木） 内容：海外生活の心構え・安全対策講習、最終意

思確認書・誓約書の提出
※出発日確定、航空券予約・購入、海外旅行保険
手配など

海外留学研修派遣前最終合宿

初旬～

中旬

研修地に向けて出国開始

帰国報告会（全員参加）
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2019年度海外留学研修生による
研修紹介

セネガルは大西洋に面しており、
海に沈む夕日を拝む美しい国です。
お米が主食で果物や魚も豊富にあり、
食事も美味しい。あしながセネガルの
ある首都ダカールは特に発展しており、
生活に困ることはほとんどないと思います。
研修だけでなく、ビーチでサッカーをしたり、
市場でお買い物したり、歌の練習をしたり、映画
をみたり、楽しく毎日を過ごしています。

最後に、この一年はみなさんの人生から独立した、
「別」の一年として存在するわけではありません。で
すが、この一年はみなさんの人生にとって、「特別」
な一年になることは確かでしょう。面白い人生を送り
たい、特別な一年を過ごしたいと感じたら、この美し
いセネガルに挑戦してみてください。温かいテランガ
の国が皆さんを待っています。

間取り

電気・水道

トイレ

洗濯方法

住居の悩み

備考

部屋の様子

約10畳。各部屋にバスルーム有り。

有。お湯も出ます。

洋式水洗トイレ

手洗い

断水がたびたび発生するが、バケツに
水を貯める等の対策可。虫が出るが防
虫剤を使用すればなんとか。あとは慣
れが解決してくれます。

Wi-Fi、扇風機、冷蔵庫、ウォーター
サーバー有。自炊できます。アフリカ
100年構想生がいる期間は昼食有り。

私の家

次期研修生に一言

研修内容

最初の3カ月を振り返って

海外研修に参加したきっかけ

Senegal 内田　祐紀哉
九州大学3年
農学部生物資源環境学科

by

　渡航から一ヶ月毎に行われるフランス語のテストに合
格した後、それぞれのテーマに基づいた自由研修に取り
組みます。今期の研修生は、フランス語やウォロフ語の
語学学習、セネガル布探しの旅、セネガル人と共同でセ
ネガルの工芸品の製作・販売、プログラミングのイベン
トの実施、養鶏場の経営といった活動に実際に取り組ん
でいます。私自身はダカール大学の水産の研究室に通
い、教授や学生と現場を視察したり、日々セネガルの海
について学んでいます。その他、NGOや企業でのインタ
ーンなど多様な活動が可能となっています。

　昨年のワールドカップで日本と対戦していたことが一
つのきっかけです。実際に決意したのは、様々な視点を
獲得したい、物事を自分の問題として捉えられる、寄り
添える人間になりたい、そう思ったからです。

　私の人生の中において、最も苦労した3ヶ月だったか
もしれません。研修のこと、これからの人生のこと。悩
みに悩みました。与えられることなく、自ら選び取って
いくことの難しさを痛感しつつもだんだんと自分なりの
答えが見え、自信が持てるようになり、今はこれからの
研修にわくわくしています。
　また、セネガルの現地の人と、アフリカ100年構想生
と、日本人研修生同士、もちろん職員さんを含め、人の
心に触れることが多くなったと感じています。これが私
がセネガルに来てよかったと思う一番の理由です。テラ
ンガ(おもてなしの意)の国で日々、人々の温かさに触れ
ています。

私の1日
8:00起床　　  9:00移動　
10:00研究室（ダカール大学）　14:00 昼食　 
15:00研究室（ダカール大学）
16:00帰宅　  　17:00 自由時間　ジョギングなど
19:00夕食・入浴等  　  20:30勉強     
22:30自由時間  　　24:00就寝

あしながセネガル
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私の家

次期研修生に一言

3カ月間の研修内容

最初の3カ月を振り返って

海外研修に参加した
きっかけ

私の1日

間取り

電気・水道

洗濯方法

住居の悩み

備考

部屋の様子

リビング、キッチン、寝室×２、ユニットバス

電気コンロ・冷蔵庫あり、お湯シャワー・洗面
台あり、水洗トイレ(紙も流せる)。

敷地内のワイヤーに干すor室内干し

停電がよく起きる

ベッド・クローゼット(棚・机は部屋によっ
てない場合がある)が各部屋にある。RHまで
は徒歩15分。ネズミと同居中。

ウガンダは豊かな自然があり温かい人々がいるとても
素敵な国です。私が住んでいるナンサナというところ
は首都カンパラへのアクセスも良く、生活に特に不便
さを感じることはほとんどありません。日本とは全く
違う環境に不安を感じて諦めてしまう方もいるかと思
いますが、渡航前に抱いていた不安なんて嘘みたいに
ウガンダでの生活は充実しています。年齢も性別もス
ペックも関係なく、のびのびと研修ができる場所だと
私は考えています。たくさんの方がウガンダ研修に応
募されることを願っています。

Uganda

あしながウガンダレインボーハウスでのインターン
シップ(Mother’s Craft Clubの支援、カタログ・パ
ンフレットづくり)
チューターによる英語のレッスン
寺子屋のこどものお家に1週間のホームステイ×２
ウガンダ心塾に１週間滞在(留学前キャンプへの参
加、AAI生に向けた日本人主催のイベント開催)
マケレレ大学の英語クラス受講
ケアプログラム・アウティングへの参加
UNICEFの方との面談
日本のジェンダー関連のNPO活動への参加（Web
ミーティングへの参加・ブログの執筆

西湖のつどいで海外研修制度のこと
を知り、興味を持ち始めました。も
ともと大学生のうちに海外に長期間
出ることを目標としていましたが、
具体的に何がしたいかは決まってい
ませんでした。しかしこの海外研修
制度の説明を受けた時、特にウガン
ダの抱える問題を知った時に私は無
関心ではいられませんでした。まだ
一年次だから早すぎるとか、アフリカは
危険だからとか自分を止める言い訳はたく
さんあったけれど今挑戦しなければ二度と挑戦
できないだろうと考え応募に踏み切りました。

この３カ月で私は日本にいた時よりもはるかに多くの
充実感を得ることができました。ウガンダに来て一番
良かったと思えるのは、自分のために使える時間がで
きたことです。せわしなくただ時間が過ぎていった日
本での生活とは違い、毎日が穏やかで新しい発見であ
ふれています。現地の人々との出会いはもちろんウガ
ンダでしかできない体験ができたことは今後の人生の
貴重な財産になるだろうと確信しています。また、大
学に通い、アフリカの人々と一緒に勉強できる環境に
もとても満足しています。

佐々木　里穂
都留文科大学1年
文学部英文学科

by

rainbow house
あしながウガンダ
レインボーハウス
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私の家

次期研修生に一言

最初の3カ月を振り返って

海外研修に参加した
きっかけ

私の1日

研修内容

　私たち研修生は、日本のプロ野球・メジャーリ
ーグを本気で目指している選手たちが住んでいる
隣の家で暮らしています。生活を続けていくうち
に私たちと彼らとの心の距離も近くなりました。
彼らには足りないものがまだまだたくさんありま
す。練習への取り組み方や生活態度など、私たち
が技術面以外にも伝えられることがあるのではな
いかと日々模索しています。
　ガヤザ地区の子供たちや学校訪問などを通し
て、野球の普及活動もしています。１回の授業で
１００人近くの生徒に教える難しさやルールが複
雑な野球をどうわかりやすく伝えるかを考えてい
ます。本当に時間が過ぎるのが早いですが、現地
人との交流を大切にし、何かを残してあげられる
ように活動に臨んでいます。

間取り

電気

洗濯方法

トイレ

部屋の様子

二部屋

あり

手洗い、家の前に干す

共用トイレあり

水道 貯水タンクあり、シャワーなし

　海外研修を考えているみなさん。みなさんは一年研修で
何がしたいですか？ガヤザでは黙っていては何も始まりま
せん。自分から何かを提案し、相談し、行動しなければ何
もないです。今までの受け身の自分から脱却したい人や０
から１を作り出すことに興味のある人にはぜひ来てもらい
たいです。そして何よりも大切なのは野球を愛しているこ
とです！！！(☚これ本当に大事)
　ウガンダ共和国に限らず、海外研修に挑戦する皆さんの
ことを心から応援しています！

Uganda

ウガンダ共和国のワキソ県ガヤザ地区を中心に野球の普
及、コミュニティ開発をメインに一年間活動しています。
ガヤザ地区のprimary（小学校）とsecondary（中学・高
校）計六校での野球・日本語指導に加え、ガヤザ地区のベ
ースボールクラブでコーチとして野球を指導しています。

自由な時間の多い大学生のうちに、
日本とは違う文化に触れるために最
低１年は海外で暮らしてみたいとい
う思いがありました。私は小学生か
ら高校まで野球をしていました。野
球からは技術以外にも、挨拶や礼儀
など多くを学ぶことができました。
その野球の普及活動に携わることが
できる、ウガンダ野球研修に大きな
魅力を感じて行く事を決心しまし
た。

小畑　充
国士舘大学2年
経営学部

by

baseball
ウガンダ野球協会
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研修内容（期間：2019年10月～
2020年1月）

私の1日

1年研修を振り返って

KISEKI短期研修に参加したきっかけ

次期研修生に一言

私の家

間取り

電気・水道

トイレ

洗濯方法

部屋の様子

リビング、キッチン、ユニットバス

ガスコンロ・冷蔵庫・電子レンジあり、
お湯シャワー・洗面台あり

水洗トイレ(紙も流せる)

洗濯機あり、スタッフに依頼可

収納あり。KISEKI内の宿泊施設で寝泊
まりするため、繁忙期は旅行客との同
居になり、対応に追われることもしば
しば。施設の戸締りも行う。

備考

　ルワンダでの生活はのびのびとしていて、たく
さんの自然に囲まれつつもアフリカのシンガポー
ルと言われるように、その発展具合はいい意味で
期待を裏切られると思います。KISEKIはみなさん
の「やりたい！」に誠実に向き合ってくれます。
やりたいことが見つからない人もいると思います
が、そういう方にも様々なチャンスを与えてくれ
るので、きっと自分の興味がわくものが見つかる
と思います。愉快で、歌がうまくて喜怒哀楽の激
しいスタッフと過ごすのは、まるでテーマパーク
にいるように楽しい時間になると思います。

rwanda

KISEKIの業務全般サポート（ランチ営業・弁当デ
リバリーなどのキッチン業務の管理、宿泊対応、
ミーティング進行、イベント運営、スタッフ管
理、経理など）
自身の希望によりその他の業務にも携われる。

鬼追　成花
京都外国語短期大学1年
キャリア英語学科

by

kiseki

　ウガンダでの自己研修を断念してKISEKIに移
ったことはこの海外研修において私の一番大き
な決断だった。結果、その自分の決断が沢山の
人との繋がりを生み、精神的にもその他多方面
のスキルにおいても非常に大きな成長を遂げる
ことができた。

　ウガンダで研修中、ホスピタリティ事業に教務を持
ち始めたころにKISEKIインターンの打診があり、ウガ
ンダで自己研修を進めるより現場で実際に動いてみた
いと考えたため。また、ウガンダではさまざまな場所
で多くのことを経験することができたため、今度は一
つのところに腰を据えて学びを深めようと決断した。
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私の家

次期研修生に一言

研修内容

最初の3カ月を振り返って

海外研修に参加したきっかけ

　大学で留学生向けのトルコ
語の授業や、トルコ人の学生
向けの英語の授業を受講しま
す。
　またトルコの文化やトルコらし
さを写真におさめて、これらの写真
を使ってトルコ人に日本らしさ、日本
人にトルコらしさを伝えていきたいと考
えています。

私の1日

間取り

電気・水道

トイレ

洗濯方法

住居の悩み

備考

部屋の様子

2DK　ベランダ付き　フラットタイプ
学内　（同性二人以上となる場合）

電気・水道あり　お湯も出ます

洋式（紙は流せない）

洗濯機又は手洗い（故障時）

生活するのに必要なものは揃ってい
る。暖房はあるが冷房はない。Wi-fiあ
り。

光熱費・家賃一切なし。3人で住むの
に十分な広さ。

備品

とにかくアリや蚊が多い。犬も多い。

　楽しむべきときは思いっきり楽しんで、
頑張るときは全力で頑張るメリハリと何か
をやり遂げたいという強い意志がこの研修
を最大に充実させるためのカギだと考えて
います。これをしっかりと覚えておいてく
ださい。
　あと言語もしっかりやっておいた方がい
いと思います。トルコの場合はトルコ語も
英語も両方ちゃんとやるといろんな扉が開
かれます。
ぜひこの研修を自分らしい色に染めましょ
う。

　トルコに来て一番感じたことは言語の大
切さです。トルコには英語を話せない人が
多く、彼らと話すためにはトルコ語が必要
です。しかし、ちょっと深い話をするとき
にはどうしても英語が必要になってきま
す。だからこの1年間はトルコ語だけと
か、英語だけとかで生活することは難しい
です。

turkey
横溝　イヴェス
青山学院大学2年
社会情報学部社会情報学科

by

　この研修に参加しようと思った理由は、社会人になる前
に、自分を大きく成長させるきっかけと時間が欲しかった
からです。
　このままだと、社会に通用する強い武器を待たないまま
大学を卒業しそうな気がしました。
　この研修で、トルコだからこそできる経験をして、自分
に足りないものを見つけるためにこの研修に参加しようと
思いました。

09:00~09:30 　起床、朝食
09:30~11:30　宿題　復習
11:30~13:00　昼食、授業の準備
13:00~15:00　トルコ語の授業
15:00~17:00　運動
17:00~19:30 　自由研修のための時間
19:30~20:30　夕食
20:30~21:30　お風呂
21:30~23:30　英語の勉強
23:30~01:00　自由時間
01:00~09:00　就寝

コジャエリ大学
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2カ月の研修内容

私の1日

間取り

電気・水道

トイレ

洗濯方法

部屋の様子

3歳年上の女の子とその両親と一緒に、大
きな一軒家でホームステイしている。自室
は12畳程度の個室。机、シングルベッド、
クローゼットがある。

あり。(水道水が飲める・お湯シャワーもあ
る)

あり（水洗）

洗濯機、室内干し

不便なことは何もないが、部屋干しした服が
いつも生乾きで臭いことや、あまりシャワー
を浴びないなど、ホームステイ先の習慣に慣
れるのが少し大変だった。９月からは大学の
寮に移る予定

備考

最初の4カ月を振り返って

海外研修に参加した
きっかけ

次期研修生に一言

私の家

　迷うのは少しでも興味がある証拠。チャレンジしたい
という心の声を大切にして、ぜひ一歩踏み出してほしい
です。絶対にやって後悔はしないはずです。応援してい
ます！

italy
主な活動は、カ・フォスカリ大学日本語
学科のインターンシップで、授業補助や、
教育プロジェクトの参加、期末試験のため
の業務補助、教授の研究発表の手伝い、学生
に向けて日本文化紹介やプレゼンテーション
などを行った。

またそれ以外には、毎日のイタリア語学習や、
ホームステイ生活を通して、イタリアについて多くのこと
を知ることができた。そして休日には、友達に誘われてパ
ーティーやイベント、スポーツクラブに参加したり、ヴェ
ネツィアとその周辺の街を散策したりした。

茶谷 春奈
大阪教育大学6年
教育学部

by

カ・フォスカリ大学

23:00～08:00 就寝
09:00～12:30 自主学習
12:30～13:00 昼食・家族と談笑
13:00～14:00 移動
14:30～18:00 大学での活動
18:00～20:00 イタリア語授業
20:30~21:30  移動
22:00～23:00 帰宅・家族と談笑

『誰もやったことがないようなチャレンジが
したい』という思いで、今回3度目の海外研
修に挑戦しています。今までにアフリカや東
南アジアの様々な国で過ごした経験があるの
で、今度は新たに、“ヨーロッパ”という未知
の世界へ飛び込んで、先進国の教育や文化を
学んだり、英語以外の言語を習得したりした
いと思い、イタリアに来ました。

　出発前に、“あんなことしたい、こんなことし
たいー…”と、頭の中で膨らましていた研修生活
とは全く異なった、しかし予想以上に楽しく、忙
しく、多くのコミュニティの中で日々を過ごすこ
とができており、やりがいを感じています。イタ
リア語をゼロから始めて、がむしゃらに勉強した
ことは苦しくもありましたが、今ではイタリア人
と色々な話ができるようになってきて、益々楽し
さを感じています。
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研修内容

海外研修に参加したきっかけ
私の1日

最初の3カ月を振り返って

次期研修生に一言
　ベトナム研修は基本的にはさくら日本語学校での業
務です。実際に働いている人たちと仕事をすることに
なります。「どのように仕事を進めていけばいいの
か」、「ベトナム人学生たちとの接し方」などを考え
ながら研修を行っていきます。今までの学生生活とは
大きく違い、考え方も大きく変わります。日々学ぶこ
とがとできます。さくら学校の学生たちは日本語が上
手なのでコミュニケーションも問題ありません。学校
でも外でもとても充実した日々を送ることが出来ま
す。
　もし研修に参加する前にベトナム語を勉強するなら
ホーチミンは南部の方言なので、教材が少ないですが
南部の言葉を勉強したほうがいいです！応募を考えて
いる皆さん、ぜひ頑張ってください！！！応援してい
ます！！！！！

私の家

もともと海外に興味を持っていたこともあり、
何かしらの形で海外に行こうと考えていました。
「西湖のつどい」で海外研修に行った先輩方の話をき
く機会があり、私もこれに応募したい！と思ったのが
きっかけでした。特にベトナム研修に行った人の話が
印象的で、その人のように自分を逃げられない環境に
置き、一年間もがいてみたいと思ったのも理由の一つ
です。また、私は大学で小学校教諭の資格を取るため
に勉強をしています。ベトナムの日本語学校なら、日
本語を教えることで経験に繋がると思いました。

　ベトナムにもだいぶ慣れ、運動会という一つ目の大
きな行事を無事終えることが出来ました。学校の学生
以外にも、日本のイベントで知り合ったベトナム人
や、近所の優しいベトナム人と仲良くなり、困ってい
るときはいつも助けてくれます。学校での生活と外で
の生活の両方で充実した時間を送ることが出来まし
た。

間取り

電気・水道

トイレ

洗濯方法

部屋の様子

６畳ほどが二部屋（一部屋は、ダナン
との交換研修用。普段は自分で使える
が、使わない）

あり

洋式水洗トイレ

共同洗濯機

職場まで徒歩15分

vietnam
ho chi minh

さくら日本語学校

関屋　あかね
和光大学2年
心理教育学科子供教育専修

by①イベントの企画及び運営
②学生との交流
③日本文化紹介授業の企画及び運営
④授業

備考
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研修内容

海外研修に参加したきっかけ

私の1日

最初の3カ月を振り返って

次期研修生に一言

私の家

　忙しくも楽しい日々を送らせていただいたので、あ
っという間でした。3ヶ月という時間は長いようで短
く、企画をたてて実施するにはむしろこれくらいの時
間が必要であることがわかりました。また、３ヶ月経
っても慣れない事はあります。ですが日常的なこと
や、現地の人の人間性など、多くのことがこの３ヶ月
でわかり始めました。とても充実していて、得るもの
が多い３ヶ月でした。(長谷川環)

　自分の苦手な事にちゃんと向き合うことができた３
ヶ月だったと思います。日本では避け続けられたこと
でも、「仕事」「海外」という制限と、周りの先生の
おかげで苦手なことに対する意識が変わりました。ま
た、学生と接する中で彼らの日々の努力を知り、「自
分は潰れてもいいから彼らのためになりたい」と本気
で思えるようになったことも、私にとって大きな習得
のひとつかもしれません。(菱田悠士郎)

vietnam
学生との交流　
イベントの　企画運営　
文化紹介授業
クラブ活動への参加など、学生
に関わる交流活動全般です。

１日仕事がある日、半日仕事
がある日、休みの日があります。
週の勤務時間は37時間ほどで、休
日が平日に１日あります。

1.
2.
3.
4.

　ベトナムでの研修は“仕事”です。大変なことももち
ろんありますが、必ず周囲の人たちがフォローしてく
れますし、大変な分得られるものも多いです。案ずる
より産むが易しです。少しでも興味があれば参加して
みてください。とても楽しいですよ！

　前年度の研修生のパンフレットを見て、自分達で企
画でき、学生と交流できる環境であることを知り、大
学で勉強していた公民館での企画などの能力を伸ばせ
るのではないかと考えたからです。また、外国の人と
仕事をする経験は、今後日本で仕事をする際にも活か
せると考えたからです。

da nang
さくら日本語センター

菱田　悠士郎
長谷川　環

by

間取り

電気・水道

トイレ

洗濯方法

部屋の様子

約６畳

あり（時々停電、断水あり）

洋式水洗トイレ

共同洗濯機

職場から自転車で約10分ほど離れた場
所。もう1人は職場の４階。

備考
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私の家

次期研修生に一言

最初の3カ月を振り返って

海外研修に参加したきっかけ

研修内容

私の1日

間取り

電気・水道

トイレ

洗濯方法

備考

部屋の様子

1部屋にトイレ付のシャワールームと
エアコン、ベッドが割り当てられる。

お湯なし

洋式トイレ（紙は流せない）

近所のランドリーに委託。
 1㎏ 6,000ルピア（約50円）

160万ルピア（約12,500円）

共同キッチン、冷蔵庫あり。wifiはあ
るがつながりにくい

家賃

indonesia
スラバヤ

アイルランガ大学

近藤　広夢
日本大学3年
法学部政治経済学科

by

　国立アイルランガ大学の
ティーチングアシスタン
ト（TA）として、授業の
補佐、論文、課題の添削、
学生との交流など。

　ここで必要なのは積極的にコミュニケーションを
とるという意志、それだけです。インドネシア人は
優しいので話せばだいたい応えてくれます。日本語
学科以外の学生と話すときには、インドネシア語が
必要ですから、来る前に勉強しておくと良いと思い
ます。もちろん、来てからでもたくさん学べます。
そして、異文化との接触はあなたに必ず価値観の変
化をもたらすでしょう。自分を変えたいと思うあな
た！ぜひインドネシアに来てください！暑いですが
食べ物もおいしくて楽しい場所です！

　最初こそ長かったものの、今ではあっという
間です。教えるということを通して、すでに自
分の「伝える力」は向上していると実感する反
面、語学力など、まだまだだと思うところもあ
りますが、それらをすべて踏まえて、今人生で
一番成長しているなという実感が得られてとて
も楽しいです。

　私はどうしようもなく人と話すのが苦手でした。
私は、そんな自分を変えるには、「日本語を教える
ということを通して物事の伝え方を習得する」とい
うことが必要だと考えました。ベトナムでも日本語
を教えるプログラムがありますが、インドネシアを
志望した理由は、将来地震対策にかかわる仕事がし
たかったので、地震の多いインドネシアなら将来の
ために学べることがあるのではと思い選択しまし
た。
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私の家

次期研修生に一言

最初の3カ月を振り返って

海外研修に参加したきっかけ

研修内容

私の1日

間取り

電気・水道

トイレ

備品

備考

部屋の様子

⼤学の隣の⼀軒家でシェアハウス。部
屋は６畳程度。ベッド、机、クローゼ
ットあり。

あり。シャワーは水のみ

手動水洗和式、自動洋式 両方有り

共有キッチン、冷蔵庫、エアコ
ン、TV、Wi-Fi あり

家賃・光熱費等無料。飲料�や�料、
⽣活⽤品を共⽤するため、⽉々
Rp50,000（約400 円）程度の�払い
あり。

indonesia
チルボン

インバダ外語大学

山下　杏奈
国際教養大学1年
国際教養学部

by

日本語授業のサポート(会話、
聴解、文法などの授業のアシス
タントや論文チェック)
コンテストの指導(スピーチ、
漢字、カラオケ、書道、作文な
ど) 
勉強会の実施
週一回のラジオ放送への出演
文化交流イベントの企画、実施
ホームステイなど

　インドネシアでは、基本的に欲しいものは何でも手
に入ります。食事は辛い文化が強いですが、屋台だと1
食約100円ととても安いです。ですから生活に困ること
はありません。気温が高く暑いですが、それと同時に
人の心も温かいです。海外研修は強い意志と目標をも
って行うことで、必ず自分にとっての良い経験となり
ます。環境変化や視野の拡大のためにも、あなたの挑
戦を応援しています。

　毎日暑くて東北人の私にとっては耐えがたい日
もあり大変ですが、生徒も、教職員の方も、地域
の人々も皆フレンドリーで、楽しく過ごしていま
す。生徒はよく色んなところに遊びに
連れて行ってくれて、日本との違いをたくさん感
じることができ、毎日が新鮮です。 私は虫が苦手
で、インドネシアに来た当初は外にいるのも嫌
で、部屋でも安心して寝られなくて警戒する日々
だったのですが、慣れというものは怖いもので、
今は夜に外で寝られるし、虫を見かけても無心で
いれるようになりました。私にとって大きな成�
です。

毎日課題の山で休む暇もない大学生活に疲れて
しまい、とくに将来もやりたいことも ない漠然
とした不安を抱えた日常から一度離れたかった
から。また、私の大学の留学先に インドネシア
との提携校がないため是非この機会に行ってみ
たかったから。

23

cirebon

0:00~6:30 就寝
6:30~8:00 起床・準備
8:00~12:00 勤務
12:00~13:00 昼食
13:00~18:00 勤務(授業は最長で20 時まで)
18:00~19:00 夕食
19:00~0:00 自由時間



海外研修に参加した
きっかけ

研修内容

私の1日

私の家

最初の3カ月を振り返って

次期研修生に一言

間取り

電気・水道

トイレ

洗濯方法

部屋の様子

20人ほど許容できる大部屋（20畳）の
ベッドの１つを借りています。

あり

あり（紙は流せない）

手洗い

エアコンあり、ネット環境あり、ウォ
ーターサーバーあり。8月からフィリピ
ン大学の授業が開まるので大学の寮に
移ることも可能（寮費は月6000円ほ
ど）。

法務省の宿舎施
設。約3か月滞在
後UPの学生寮に
移ります。

備考

　現在は乾季で毎日35度くらいまで気温が上が
り、とても暑いです。フィリピンで出会う方々は
とても明るく、親切に接してくれます。オフィス
の方はいつも私たちのことを気遣ってくれ、安心
して生活を送ることが出来ています。
　研修は、正直想像していたものと異なり、保護
監察局に関しては、週に2度ほどオフィスに通っ
ています。毎年研修内容や、研修場所が異なるた
め、一概に研修の頻度を断定することはできませ
ん。ですが、その分自分の興味のあることに時間
を使うことが出来ています。私は現在空いた時間
でJLPT（日本語能力試験）合格を目指す人への日
本語教室や、貧困地域に暮らすお母さんの生計支
援（フェアトレード）に携わっています。時間を
いかに自分のために、フィリピンの方々のために
使えるかが今の私の課題です。

philippines
フィリピン法務省保護監察局（PPA)

フィリピン大学（UP)

田口　慈江
明治学院大学2年
法学部政治学科

byquezon

保護観察下にある人達
を対象としたケアプログ
ラムへの参加、少年院の子
どもたちへの教育支援、フィ
リピン大学（UP）での聴講、
現地NGO・NPOでのボランティ
アなど

　一度学校やアルバイトから離れ、自分を見つ
めなおしてみたかったからです。どうしても日
本にいると多忙な日々を乗り切るのに精いっぱ
いで、自分に何ができるのか、自分は何をした
いのか考える時間がありませんでした。こちら
に来てからは、自分のために、周りの人たちの
ために使える時間が確保でき、非常に充実した
日々を送ることができています。

00:00～06:00就寝
07:00～08:00通勤・オフィス到着
09:00～12:00活動
12:00～13:00昼食
13:00～14:00帰宅
14:00～18:00個人研修・語学学習など
18:00～19:00夕食
19:00～24:00シャワー、レポート、語学学習

　フィリピン研修は大変自由度が高く、保護監察局での研修に加えて、外部で自分の興味分野に関するボランティ
アやインターンなどに携わることが可能です。保護監察局のオフィスでも、自分のやりたいことを提案すると、快
く相談に乗ってくれます。保護監察局の活動に関心がある方はもちろん、フィリピンの社会問題を知りたい、その
解決に取り組みたい方におすすめです。ぜひ、挑戦してください！！！
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海外研修に参加した
きっかけ

研修内容

私の1日

私の家

最初の3カ月を振り返って

次期研修生に一言

レストラン業務の手伝い：お手伝いとして接
客や盛り付け、ドリンク作りなどを行いま
す。パートの子達がいるので、その子達と協
力し、それぞれ担当を決めた上でその日のレ
ストラン業務を行なっていきます。
My Projectの企画、実行：ユニカセで研修し
ていくに当たってMy Projectを企画します。
これについて、少なくとも３回のプレゼンテ
ーション（企画、中間、最終）を行い、進捗
報告を行います。
トレーニング：ユニカセの代表である中村八
千代さんによるトレーニングです。週１回ス
タッフミーティングも含め、約４時間で行わ
れ ま す 。 こ れ と は 別 に PJ LINK
LanguageCenter様にてビジネス英語などを学
びにもいきます。

間取り
電気・水道

トイレ

洗濯方法

部屋の様子

６畳

あり（水シャワー）

あり・水洗

手洗い、または近くのランドリ
ー（洗濯・乾燥で130ペソ）

エアコン、キッチンあり。ネット環境
なし。空き状況により、住居変更あ
り。

備考

　体調を崩し、フィリピンに滞在できたのは2ヶ
月ほどですが、かなり濃い時間を過ごすことがで
きました。フィリピン人または他の国の人々だけ
ではなく、日本人もやってきます。日本語でまず
接客に慣れてから英語での接客に移っていきまし
たが、なかなか自分の接客に自信が持てずに消極
的でした。しかし、休みの日に訪れたカフェでの
接客に惚れ、「私もこんな接客がしたい！」と思
ってからは自信もつき、お客様にも積極的に接す
ることができるようになりました。自信があるだ
けで、取り組み方に違いが出てくることを知るこ
とができました。

philippines
ユニカセ

小笹　愛
明治学院大学2年
法学部政治学科

bymakati
　2017年度に第14期ウガンダ
研修生として、海外研修に参加して
いました。その時、研修国であるウガ
ンダについてほとんど目を向けることが
できなかったことが心残りでした。しか
し、心塾で研修していたというということ
もあり、「支援」というものについて考え
ることが多くなっていました。そんな時に
新規として計画されていたこの研修の話を
いただき、参加させていただきました。

01:00〜08:00　就寝
08:00〜10:00　洗濯、掃除、準備
10:30〜14:00　研修
14:00〜15:00　昼食
15:00〜20:00　研修
20:00〜21:00　夕食、帰宅
21:00〜01:00　シャワー、準備、自由時間

　研修を始める前からの事前準備がとても重要になって
きます。何を自分がしていきたいかという自分の軸は自
分が困った時に助けてくれると思います。また、レスト
ラン業務を手伝うに当たってメニューを覚えていること
が自信に繋がります。
　生活面に関していえば、大都会です。歩いていける距
離に大きなモールがあるため困りません。また、日本の
チェーン店や謎の日本食レストランなど日本食が恋しく
なってもいつでも食べることができます。
　何よりもフィリピンに渡航するまでにできる限り思い
つく事前準備をして、何を行なっていくかを定めれば、
より良い研修生活を送れることでしょう。
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研修内容

まにら新聞について

philippinesまにら新聞が、東南アジア初の日刊邦字紙
として産声を上げたのは、1992年5月。取材網
の整備から広告編集、宅配制度の確立…、すべて
ゼロからのスタートでした。当時の名称は『Kyodo 
News Daily』。共同通信が編集した紙面を中心に「日
本のニュースを毎朝届ける」ことが主な役割でした。

名称を『まにら新聞』に変更したのは、1996年1月。１面を
独自取材した記事で制作し、一般記事とともに、日系人や出稼
ぎ労働者問題、太平洋戦争などを取り上げた連載も随時掲載。
そのほか経済ニュースの短信を週に２回、まとめて掲載する
「エコノ・トレンド」や、主要都市の天気予報、英字紙などの
トップニュース、為替相場などもコンパクトに。現在は毎週月
曜日の２〜３面も独自編集し、識者のコラムや日常のニュース
を掘り下げた記事、ビサヤ・ミンダナオ地方のニュース、イベ
ントや映画情報などを紹介しています。
また、比日双方向の理解に役立ててもらうため、日本語面とは
別に、フィリピン人記者の独自記事や通信社などアジアの通信
社配信記事を使った英語面も編集していま
す。　　　　　　　　　　　　　　「まにら新聞」編集部

（マニラ新聞webより　http://www.manila-shimbun.com/）

住居・諸費用・ビザ

日刊まにら新聞

makati

原則として編集部に配属され、まに
ら新聞に新規入社した記者と同等の
基準で、ベテラン記者や編集スタッ
フが記事の書き方や編集のノウハウ
をみっちりと指導してくれます。取
材にも同行でき、国内の出張取材も
あります。基準を満たした記事を書
けば1面に乗せてもらえるチャンス
もあります。すべてはあなたの実力
次第！

2020年度新規派遣

求める学生の条件
TOEIC600点以上か英検２級以上、またはそれに相当する英語力
を持つ大学２・3学年を終了し、ジャーナリスト（フォトグラフ
ァー、ビデオジャーナリスト、メディアグラフィックデザイナー
を含む）を目指す意志を持つ学生。あるいはジャーナリズムを学
ぶことを通じて社会貢献を第一に考える職務に就く意志を持つ学
生。前述の英語の条件を満たしていなくても、TOEIC500点以上
で日本語文章能力、フィリピン語能力、写真・映像技術・グラフ
ィックデザイン、広告・営業の実務経験などがあれば対象となり
ます。

住居はまにら新聞から徒歩圏内にあるアパートです。マニラ新聞
から月額12,000ペソ（￥24,000＊電気・水道代を除く）の家賃
補助の他、携帯電話代、通勤、取材にかかる交通費が支給されま
す。ビザ更新のため3カ月に1度、隣国マレーシアのコタキナバル
に出国して1泊したのち再入国します。航空券、ホテル代・約
￥15,000はあしなが育英会が負担します。

勤務時間
週５日間・フルタイム（１日８時間
原則）で勤務し、完全週休２日制で
す。このほか、見聞を広める旅行や
充電期間として３カ月に１度、連続
１週間の休みがもらえます。しかし
マスメディアは時間が不規則な業種
です。時には早朝や深夜に勤務が及
ぶことがあります。
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研修内容

海外研修に参加したきっかけ

私の1日

最初の3カ月を振り返って

次期研修生に一言

私の家

　台湾に来た当初は不安と焦りしかなかった。なぜな
ら『言葉が分からない』からだ。言語の壁の高さを甘
く見ていた。一刻も早く言語の習得をしなくては！と
思い、様々な勉強法や教材などを試している。学校に
通わず独学で勉強をするため、3か月が経った今でも
自分に合った勉強法を見つけ出すことができていな
い。しかし、研修先の方々はとても親切でいつも、私
のことを気にかけてくれている。休日に遊びに連れて
行っていただくこともある。まだまだ言語の壁は高
く、ふとした時に『本当にこのままでいいのか？』と
不安や焦りを感じることもあるが、今は出勤するたび
に中国語で『お姉さん！』と笑顔で駆け寄ってくれる
子供達が私の笑顔とモチベーションを維持してくれて
いる。やはり子供の笑顔は最強だ。

間取り

電気・水道

トイレ

洗濯方法

部屋の様子

ダブルベッド、机、タンス、シャワ
ー・トイレ、共用リビング、キッチン
はないが一通りの家電製品はそろって
いる。

電気・お湯シャワーあり

洋式水洗・紙は流さずにゴミ箱へ

洗濯機あり

職場(研修先)が住居
核施設Wi-Fi・ウォーターサーバー有

備考

taiwan　3月～8月は新北市内。9月から
帰国までの間は澎湖で研修を行う
(7月現在新北市)。平日は幼稚園で
子ども達と過ごす。1か月ごとに担当
してくださる先生と、自分が担当する
子どもが変わる。土曜日は午後まで臨時
保育の手伝いを行った後に幼稚園の玩具を
消毒する。

〇主にやっていること:
・子どもの支援・子供が降園後の先生方の手伝
い・他のボランティアに中国語を教えてもらう・
異文化交流会(幼稚園とは異なる事業)・地域の子ど
も達の体験事業の手伝い　などなど。

　何か『志』を持っているなら、それを諦めずに
挑戦してほしい。『行けない理由』より『行きた
い理由を』優先する方が必ず成長に繋がります。
『意識高く』いることは恥ずかしいことじゃな
い。むしろ何かに『一生懸命な人』は素敵です。
様々な理由で断念するのは仕方ないことかもしれ
ないけれど、学生である『今しかできないこと』
『あしなが奨学生』だから与えられているチャン
スであることを忘れずに研修に参加するか否か判
断してください。私でよければ相談に乗りますよ
(笑)　海外研修に挑戦しようとしている皆さんのこ
とを応援しています！

　海外研修に参加した1番の理由は『子供達の笑顔
を守りたい』と思っているからだ。
これから国際化していく日本で、自国の保育だけ
を学んでいる自分が『子供達の笑顔を守ることが
できるのか』そう思ったときに、『できなく
ね？』という結論に至り、知らないなら実際に行
って学ぼうと思った。
　台湾を希望した理由は、母が中国人だからだ。
自分自身が少し違う生活習慣・子育ての中で幼少
期を過ごしてきた。そんなバックグラウンドがあ
るからこそ、母の母国である中国圏でさらに子供
についての学びを深めたい。と、そう強く思った
からだ。(あと、帰国したら母と中国語で会話をし
たいと思ったから)

田中 伶果
横浜保育福祉専門学校2年
保育こども学科

by
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taiwan fund for children
 and families (TFCF)

8:00　起床
9:00　出勤
11:30　給食
12:30　お昼寝
14:00　起床
15:30　子ども達帰宅
17:00　退勤
※退勤後は自由行動
0:00　就寝
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＊インターネット申込にはTOEIC SQUAREの登録（無料）およびログインが必要です。
＊また、地域によっては受験者多数のため希望地域で受けられない可能性もありますので
注意してください。

TOEICウエブサイト
https://www.iibc-global.org/toeic.html （QRコードからも読み込めます）

テスト日程


