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あしなが育英会は専⾨学校、⾼専、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。�
2020年度、2021年度の研修⽣派遣はコロナウイルスの影響で完全中⽌になりま�
したが、2022年度はフィリピン、インドネシア、イタリア、ウガンダ、セネガ�
ルへの派遣を再開しました。2023年度は完全再開を⽬指しています。異国の地�
で１年間暮らしな�がら『国際性』、『多様性』、『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。

2023年度あしなが
海外留学研修について

研修国及び募集人数

派遣期間
2023年3⽉から2024年2⽉中旬まで 

イタリア研修は派遣期間が異なります（P7参照）�
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研修国 都市 研修先 募集⼈数

台湾

ベトナム

フィリピン

インドネシア

イタリア

ウガンダ

ルワンダ

セネガル

国内各所

ホーチミン

ダナン

ケソン

スラバヤ

チルボン

ベネチア

ナンサナ

キガリ

ダカール

TFCF

さくら⽇本語センター

さくら⽇本語センター

法務省保護監察局�(PPA)

アイルランガ⼤学

IPBチルボン⼤学

カフォスカリ⼤学

あしながウガンダ・レインボーハウス

KISEKI

あしながセネガル

2名

2名

2名

2名

2名

2名

1名

トルコ イズミット コジャエリ⼤学

~5名

~2名

2名

若⼲名



あしなが育英会は新型コロナウイルスの世界的な感染拡⼤を受けて、2020年度と2021年度�
の海外留学研修を完全に中⽌しました。1994年から継続して実施してきた研修⽣の海外派�
遣を中断することは苦渋の決断でしたが、参加学⽣の健康・安全を第⼀に考えました。

2022年度はJICA、トビタ！テ留学JAPANなど他団体の派遣状況を参考にして、フィリピ�
ン、インドネシア、イタリア、ウガンダ、セネガルへの研修⽣派遣を再開しました。

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
が、2023年度については、感染が安全なレベルまで収束している、外国⼈の⼊国制限が解�
除されている、外国⼈の⼊国後の⾏動制限が解除されているなどの条件がほぼ満たされて
いる台湾、ベトナム、フィリピン、インドネシア、イタリア、トルコ、ウガンダ、ルワン
ダ、セネガルへの研修⽣派遣を予定しています。
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。2023年3⽉の派遣時期において、もしくはそれ以前の時点で、上記の条件が満たされ�
てい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。

また渡航できても、研修国によってはコロナウイルスの影響で⼈々の⽣活や社会状況が⼤
きく変わってしまったため、コロナ前のような研修活動ができない可能性があります。

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

2023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授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①IPBチルボン大学

（旧インバダ大学) 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
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フィリピン共和国
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

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。TOEIC600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。

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�
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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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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�

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：若干名

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。�



イタリア

セネガル共和国

研修内容：現地到着後約３か⽉間現地のフランス語学校に通い（あしながセネガルが費⽤負担）、渡航後毎⽉⾏われるフ
ランス語テストに合格した研修⽣は、各⾃の研修テーマに基づいた⾃由研修をスタートできる。研修テーマは渡航前から
書籍やインターネット等で調査し、活動計画を⽴てておく必要がある。研修⽣の活動は基本的には⾃由だが、時期によっ
てはあしながセネガルが⾏う以下の活動への参加が求められる。
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）

これまでの研修⽣の活動例としては、ものづくり、スポーツ普及活動、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、などが
挙げられる。

イタリアのベネチアにある国⽴⼤学。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。
研修内容：
１．�カフォスカリ⼤学でイタリア語コースの授業に参加
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：研修期間は他国と異なり2023年9⽉から2024年8⽉までの1年間。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�
⽣は年間約35万円を負担する。ただし、ウクライナ情勢の影響で現地の物価⾼騰、円安が進むと負担額が増える可能性が�
ある。

住居：ホームステイ、またはカ・フォスカリ⼤学の学⽣寮

カ・フォスカリ大学
ベネチア・定員1名　派遣期間：2023年9月～2024年8月

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あしなが育英会独⾃のプロジェ
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�年に開設された。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（AAI⽣）のために、勉強合宿・準備合宿などの留学サポートの業務を⾏う。
世界各地からインターンシッププログラムに参加する⼤学⽣が集まるため、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：2名
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ウガンダ共和国
あしながウガンダ・あしながウガンダ心塾

定員：～5名

ウガンダ研修⽣はあしながウガンダとあしながウガンダ⼼塾を主な拠点として活動する。
あしながウガンダはあしなが育英会がエイズで親を亡くした⼦供たちを⽀援するために2001年にウガンダのナンサナ�
村に設⽴した国際NGO。2003年にレインボーハウスを開設し、エイズ遺児への⼼のケア活動や、寺⼦屋と呼ばれる施�
設⼩学校で読み書きや計算などの初級教育のほか、⽇本をはじめとした海外への留学⽀援を⾏っている。

あしながウガンダ⼼塾はアフリカ・サハラ砂漠以南49か国の遺児を欧⽶、⽇本など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」を推進するための拠点として、2007年7⽉に完成した。英語圏・⽇本の�
⼤学への進学を希望する留学候補⽣（AAI候補⽣）のために、欧⽶の⼤学からインターンを招いて勉強合宿を⾏うな�
ど、留学⽀援の業務を担っている。

研修内容：
①あしながウガンダの運営補助 
②あしながウガンダ・レインボーハウスのプログラム補助（Teenage�Camp,�遺児の⼼のケアプログラムなど）
③寺⼦屋での授業のアシスタント 
④⼼塾で⽇本への留学を希望するAAI候補⽣のための⽇本語授業のサポート 
⑤寺⼦屋のプログラムの補助（Terakoya�Annual�Sports�Dayなど） 
⑥⼼塾で⽇本進学予定のAAI候補⽣のために⽇本紹介プログラムを企画・実施（⽇本での⽣活に必要な様々な情報を伝�
える。）
⑦⾃⾝のテーマに基づく研修（地⽅研修、インターン、ホームステイ、ボランティア活動など）
⑧マケレレ⼤学で英語コースの受講

応募条件：
①TOEICスコア650以上であること
②⼼⾝ともに健康であること
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備考：・セネガルでの⽣活、事務所スタッフ、インターンとコミュニケーション、また⾃由研修の円滑な実施のために
フランス語の習得は必須（英語はオプション）。加えてウォロフ語�（現地語）の習得も推奨される。
・渡航前からランス語学習を始め、現地到着後も継続して意欲的に語学学習に取り組める学⽣、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）に興味がある学⽣を求む。

住居：あしながセネガル寮



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：~2名

備考：年間のトレーニング費⽤（⾷費・住居費込み）と
してあしなが育英会からKISEKIにUS$6,000
(¥660,000)�を⽀払うため、研修⽣が予防接種代・ビザ
代・⽣活費約¥200,000を負担する。その他、航空券、
海外旅⾏保険などの費⽤は本会が負担する。

2022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⼤学に休学費を納めなくては�
なりません。⾦額は⼤学によって様々ですが数万円から50万円、過去には150万円かかった例もありました。そこ�
で、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ます。休学費が30万円を超える場合、差額は研修⽣に�
負担をお願いしています。

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。研修⽣の航空券はあしなが育英会が購⼊し、その費⽤を全額負担します。

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 計学⽣負担研修⽀援費

ウガンダ

セネガル

イタリア

インドネシア・
スラバヤ

インドネシア・
チルボン

トルコ

フィリピン

ベトナム・
ホーチミン

ベトナム・ダナン

台湾

ルワンダ

⾒込まれる⽀出

¥400,000

¥320,000

¥280,000

¥450,000

¥420,000

¥340,000

¥390,000

¥330,000

¥0

¥440,000

¥120,000

¥120,000

¥120,000

¥120,000

¥120,000

¥120,000

¥120,000

¥220,000

¥120,000

¥120,000

⾷費・⽣活費：¥440,000~、現地移動費：¥30,000�

予防接種代：¥40,000~、住居費：¥60,000~、⾷費・⽣活費：¥330,000~

予防接種代：¥40,000~、⾷費・⽣活費：¥330,000~

予防接種：¥30,000~、住居費：¥50,000、ビザ代：¥50,000、⾷費・⽣活費：¥380,000~�
フィリピン⼤学費⽤：¥35,000~

予防接種・健康診断：¥100,000~、住居費：¥80,000、ビザ代：¥12,000、⾷費・⽣活費：¥300,000~

予防接種・健康診断:¥100,000~、ビザ代:¥12,000、⾷費・⽣活費:¥300,000~

予防接種：¥80,000~、ビザ代：＄50USD、⾷費・⽣活費：¥300,000~

予防接種：¥80,000~、⽣活費：¥120,000 ＊KISEKIに⽀払う研修費＄5,500USDは本会が負担

予防接種：¥80,000~、ビザ代：¥20,000、⾷費・⽣活費：¥440,000~

ビザ代：¥15,000、現地移動費：¥25,000、⾷費・⽣活費：¥470,000~

1. 休学費

2. 航空券

上記１～３の他に研修支援費を支給します。 
海外留学研修支援費支給例　＊支給額は派遣年度の現地の状況によって変更されることがあります。
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�海外研修中の病気や怪我、事故や盗難などの被害に備えて、研修⽣は全員渡航前に海外旅⾏保険に加⼊する必要があ
ります。研修⽣の海外旅⾏保険はあしなが育英会が加⼊⼿続きをして、その費⽤を全額負担します。

3. 海外旅行保険

海外留学研修には休学費、航空券代、海外旅行保険代をはじめ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。

¥650,000 ¥350,000 住居費：¥440,000~、⾷費・⽣活費：¥550,000~、現地移動費：¥55,000~



応募方法

応募条件
応募時点かつ2023年4⽉1⽇時点で本会奨学⽣であること�
⼤学の単位取得状況を踏まえて翌年1年間の休学が可能であること�
研修参加費⽤が負担できること
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

あしなが学⽣募⾦の局員登録を済ませていること
応募を希望するが局員登録はまだという学⽣は以下のサイトで局員登録をしてください。�
https://www.ashinaga-gakuseibokin.org/about/staff-registration.html

2022年⻄湖のつどいに参加できること
つどい⽇程：
1年⽣：8/31~9/4
2年⽣以上の学⽣スタッフ：8/29〜9/4（8/29~8/30研修、8/31~9/4つどい）

＊あしなが育英会は海外留学研修をリーダー教育の⼀環としてとらえており、研修に応募する学⽣には、学�
⽣募⾦やつどいなどの活動にもリーダーとして積極的に参加してくれることを望んでいます。そのため今回�
から応募条件に以下の2項⽬が加わります。

⻄湖のつどいの参加申し込みをしていない学⽣は、2023年度海外留学研修にオンラインで参加申し込みを�
する際に、申し込みフォームの［⻄湖のつどいに参加する］にチェックを⼊れてください。後⽇つどい担当�
職員から案内のメールが届きます。

応募期間
募集開始：2022年7⽉15⽇（⾦）�
募集締切：2022年8⽉15⽇（⽉）

�
�
��

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。�

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
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応募方法 選考方法

海外研修担当：飯塚　洋　　チエン・イー・クエック
Email: kaigaikenshu@ashinaga.org

2023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。以下のリンクにクリックして、申請書にアク�
セスできます。または、上のQRコードをスキャンす�
ると、申請書にアクセスできます。

https://form.jotform.com/ashinaga_kaigaikensh�
u/2023

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。

1��⻄湖のつどいの会場で応募学⽣の⾯接を⾏います。

2.�応募者が多数の場合は、参加申込書、応募⽤レポー�
ト、つどいでの⾯接を基に第⼀次選考を⾏い、結果を９�
⽉25⽇までに連絡します。

3.�第1回派遣前合宿（11⽉4⽇〜6⽇）終了後に、合宿に�
おける参加態度、研修に対する熱意、能⼒を総合的に判�
断して仮採⽤学⽣を選考します。

4.�与えられた課題の提出が完了した仮採⽤者を2023年1�
⽉中旬に海外留学研修⽣として正式採⽤します。

申請書はこちら！

https://form.jotform.com/211731862122447
https://form.jotform.com/211731862122447


2023年度海外留学研修
派遣までのスケジュール

2022年7月

2022年8月

2022年度海外留学研修生の募集開始15日（金）

15日（月） 募集締め切り

8月31日（水）
～9月4日（日）

 

西湖のつどい：
応募学生の面談

21日（月） 仮採用学生発表

2023年1月

2023年2月

2023年3月

15日（日）
 

必須課題提出期限

日程・会場
は調整中

2023年度海外研修派遣前最終合宿
2022年度海外研修生帰国報告会

2023年度海外研修生渡航開始
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＊今後のコロナウィルスの状況によりスケジュールが変更になる可能性があります

2022年9月

2022年11月 4日（金）
～6日（日）

第1階2023年度海外研修派遣前合宿
会場：調整中　　ZOOMでの開催も検討中

25日（金）
読書感想文
研修に関するレポートなど

必須課題発表：

応募者が多数の場合は、第一次選考を行
い、結果を９月25日までに連絡



2019と2022年度海外留学研修生による

私の家

次期研修生に一言

研修内容

最初の2カ月を振り返って

海外研修に参加したきっかけ

2ヶ月間を振り返ると、日本と全く違うことが多いため、大変 
なことがたくさんありました。特に言語の壁を感じることが多
かったです。寮内なら英語は通じますが、寮外はフランス語の
ためジュース一本買うためにもかなりの労力を使いました。し
かし、そんな時はAAI生（西アフリカの海外留学候補生）やTJ 
生（セネガル人のあしなが奨学生）、インターン生が手伝って
くれます。また、辛いことがあったら親身になってその悩みを
解決してくれます。国、言語、人種全てが違いますが、とても
大切な仲間ができたことを実感しています。

私の1日

間取り

電気・水道

洗濯方法

備考

部屋の様子

3人で一部屋をシェア。Wi-Fi有。

有。ウォーターサーバー有。風呂は基
本シャワーですがお湯が出ます。

手洗い

ルームシェアなので初めは少し戸惑いますがす
ぐに慣れて、ルームメイトともすぐに仲良くな
れます。１人の時間をつくろうと思えば可能で
す。断水でシャワーとトイレの水が使えなくな
ることがあります。部屋には冷房の代わりに扇
風機があり、食事はAAI生がいる期間（土日は 
省く）は昼食と夕食が提供されますが有料（１
日500フラン、日本円で104円）。それ以外の 
期間は、自炊か近くの店で買うかの２択。蚊と
ノミが多いです。

研修紹介

Senegal

正直言って、セネガル研修は難しいです。というのも、 
セネガル研修は「あしながセネガル内で何かをする」と 
いうよりは、「外へ行って、自分で見つけて何か活動を
する」内容だからです。自由だからこそ好きなことはで 
きますが、フランス語がある程度話せない場合、英語が 
流暢に話せない場合はとても制限されることが多いで 
す。しかし、それでも努力してどうにか自分の目標を達 
成することはとても意義があることだと思います。私自 
身も、今現在、奮闘しながらも自分の目標達成のために 
日々、頑張っています。目標達成をした後の自分がどう 
なっているのかを楽しみにしています。セネガル研修は 
どんな人でも受付けていま。セネガルで挑戦してみたい 
人は是非参加してみてください。

オリファント穣秀亜
同志社大学3年

by

セネガル研修は他の研修と比べとて
も自由な研修です。基本は、3ヶ月のフランス

言語学校（1ヶ月はあしながセネガル負担、それ以外は自
費）、週１のウォロフ語の授業、各自の自由研修を行いま
す。フランス言語学校では、初めにテストを受け、その結
果に応じてクラス分けされます。ほとんどの人がA1から始
まりますが、努力次第で上のクラスに行けます。また、12
月にD E L F（フランス検定）があるので、それに向けて各
自頑張っています。
ウォロフ語の授業ではセネガルの現地の言葉を学べるだけ
なく、セネガルの歴史や文化も学ぶことができます。セネ
ガルで生活して不思議に感じたこと、疑問に感じたことを
先生に質問することでセネガルの事を深く理解することが
できます。
自由研修では、自分の好きなテーマを決めて活動を行いま
す。過去の例を挙げると、ブラインドサッカーの普及やセ
ネガル布の着物製作、セネガル人を対象にしたアプリ作
成、ダカール大学での研究、企業へのインターンなど様々
あります。自由研修は「自分」で人脈を作り、情報を集め
ないといけないので大変ですが、自分の努力次第でなんで
もできるので「行動力」や「課題達成力」を培うことがで
きます。

現在成長過程にあるするアフリカに興味を 
持っていたことが一つのきっかけです。実 
際に決意したのは、多様な視点を得たい、 
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と思ったからです。

7:00 起床　　 
07:00-10:30　自習　
11:00-13:00フランス学校　
14:00-22:30　自由時間　
23:30　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

研修内容
最初の2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

ガスコンロ、冷蔵庫、湯沸かし機、お湯シャワ 
ー、洗面台、水洗トイレ

手洗い→敷地内のワイヤーに干すor室内干し

断水、停電が起こる

ベット・クローゼット・机・棚が各部屋にあ 
る。シャワーの出が弱いのでバケツに貯めて 
浴びる。生ゴミはすぐに外に出さないとコバ 
エがわく。住居からあしながレインボー・ハ 
ウスまで徒歩で1時間、マタツ（乗り合いタ 
クシー）で30分(徒歩も含む)。

1年間知らない土地で知らない人と過ごすことは不安だ 
と思いますが、毎日楽しい冒険ばかりです！もちろん 
ハプニングが起こったり、言葉(英語と現地語)が伝わら 
ないこともあります。しかし、ウガンダの人たちは優 
しく真剣に聞こうとしてくれます。また、アフリカと 
聞いて「貧困・紛争・治安が悪い」などを思い浮かべ 
るかもしれません。しかし私は、それはあくまで固定 
概念に過ぎないと思ってます。ウガンダに来て、実際 
に自分の五感で楽しみ、たくさんの発見をして欲しい 
と思います。そして、あしながのウガンダ研修を希望 
する学生だけでなく、留学したいという気持ちがあっ 
て、それが許される環境にいるなら、そのチャンスを 
逃さずに世界を見て欲しいと思います。海外研修に参 
加することで、みなさんの眠っている可能性を広げ、 
新しい挑戦をする場所や自分の輝ける場所をみつける 
ことができます。行動に起こすことは勇気がいること 
だと思いますが、まずは一歩踏み出してください！！ 
応援してます！"Nkwagaliza emikisa！"(ガンダ語で幸 
運を祈りますという意味)

Uganda

レインボーハウスでのインターンシップ(授業見学、日本
語クラス、図書館作り)
心塾におけるAAI生に向けた日本語クラス
マケレレ大学の英語クラス受講
心塾インターン生による英語講座
ケアプログラムの参加
寺子屋キッズの野球クラブ活動
HungerZeroの方と打ち合わせ
NPO法人アジア保健教育基金の保健支援担当の方と計画
書を作成
セーブ・ザ・チルドレンとプラン・インターナショナル
の活動についての質疑応答をメールでやり取り

高校生の時に、あしなが育英会職員 
の山田優花さんの著作「チェンジ 
私のウガンダ2000日」を読んだこ 
と
神戸心塾でAAI生との交流(ルームメ 
イトがウガンダ人)したこと
高奨生のつどい、大奨生のつどいで 
AAI生との交流したこと
短期ウガンダ研修に参加したこと
先輩方の体験談を聞いたこと

この2ヶ月間はあっという間の日々でした。あり得な 
いことが日常的に起こります。当たり前という概念の 
違い、文化や価値観の違い、あらゆる社会問題に直面 
し悩まされました。しかし、アフリカ各国の同じ世代 
の学生と意見交流ができ、かけがえのない友達をつく 
れました！また、日本ではできない体験もしました！ 
そして、自分の興味関心を最大限に活かせる環境が大 
いにあると気づき、今は英語力を向上させています！

小川日向子
神戸親和女子大学3年
発達教育学部・児童学科by

あしながウガンダ
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以上の経験を通して浮かんだ疑問を実際に自分で確かめてみたい 
という好奇心から、参加しようと思いました。また、ウガンダ短 
期研修に参加して感じた後悔から、もう一度、1年間かけてウガ 
ンダという国を奥深くまで知り、教育と向き合いたいと思い参加 
しようと決意に至りました。

6:30 起床
7:45 通学
9:00～11:00 マケレレ大学の授業
13:00 お昼ご飯
14:00～16:30 レインボー業務
17:00 心塾でAAI生と交流(空手クラス、
　　　フィットネスクラスなど)
18:00 帰宅・買い物・夕食・自由時間など
24:00 就寝

2022年度



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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研修内容

私の1日

最初の2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

間取り

電気・水道

トイレ

洗濯方法

部屋の様子

あしなが学生3人でベネチア本島にあるア 
パートの一室をシェア。各自ベットルーム 
あり。バスルームやキッチンは共用。

風呂はなく、シャワーのみ。

あり

アパートの洗濯機で週に2回して外干し

イタリアでは、ほとんどの賃貸アパートに家 
具や電化製品一式が揃っているので、必要な 
もののみ追加。私たちの場合は、ドライヤ 
ー、ベットシーツ、勉強机など。

備考

ベネチアに住むという機会は、なかなかないと思うの 
で、少しでも行ってみたいと思ったら挑戦してみてくだ 
さい！応援してます！

italy
午前中はアパートから語学学校に通っていま
す。午後は9月からインターシップを行う
カ・フォスカリ大学の日本語学科の学生に会
ったり、勉強したりと自由な時間を謳歌して
います。最近は美術館・博物館の共通券を購
入し、ヴェネツィア内を散策しています。ま
た、ルームメイトはヨガ教室に通ったり、就
活の準備をしたりなどそれぞれ忙しく過ごし
ています。

岩木美月
筑波大学院1年
理工情報生命学術院
システム情報工学研究群
社会工学学位プログラム

by
カフォスカリ大学

23:00～07:00 就寝
08:00～08:30 徒歩30分
9:00~12:30 イタリア語学学校
13:00～14:00 昼食
14:00～18:00 自主学習（学校のアクティビティ
　　　　　　　に参加、大学の学生と会話練習）
18:30～19:30 晩御飯
20:00~23:00 自由時間 

「視野を広げたい。このままでいたくない」 
と考え、海外研修に参加しました。長年留学 
したいと考えていましたが、諸事情で参加で 
きず、また新型コロナウイルスの影響で大学 
に行けない日が多く、このまま修了しても学 
びを得られないと思いました。視野を広げ、 
知見を得て人間として成長したいと考え、イ 
タリアに来ました。

海外での２ヶ月は一瞬で過ぎました。1ヶ月目 
は、滞在許可証や生活の準備などに必死でした。 
2ヶ月目は、生活にも慣れイタリア語も少しずつ 
話せるようになりました。街を歩けば伝統的な街 
並みに囲まれ、歴史ある都市に住んでいることを 
実感しています。
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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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（菱田悠士郎)

2019年度



私の家

次期研修生に一言

最初の2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

備考

部屋の様子

部屋の中にはシャワー・トイレ・エア 
コン・ダブルベット・クローゼット・ 
ドレッサー・テレビがあります。

お湯は出ないのでシャワーは水です。

洋式（紙は流せません）

リビング・洗濯機・キッチン・冷蔵庫は 
共用です。Wifiも完備されています。

indonesia
スラバヤ

アイルランガ大学

森　咲野花
福岡大学2年
法学部経営学科

by

日本語スピーチコンテストに参加する日
本研修科学生への個別指導
日本語を使って日本語の本研究学科学生
と交流、ホームステイ
日本文化紹介イベントの企画・運営

国立アイルランガ大学の
人文学部日本研究学科の
teaching assistant として勤務
（日本語の授業のアシスタント、
卒業論文や課題の添削・採点など）

1年前、私も皆さんと同じように募集要項を何度も読 
見返していました。コロナ禍であったため、選抜さ 
れたとしても、派遣されるかどうかは直前にならな 
いとわからないということが1番ネックでした。未来 
の不透明さからくる不安、休学してこの海外研修に 
参加するということへの戸惑い、高校生のときから 
持ち続けていた海外への憧れ、様々な感情に揺れ動 
きながらも、最終的に私は応募を決心しました。あ 
のときの選択は間違っていなかったよ。
日々葛藤していた当時の私に、今は自信を持ってこ 
う声をかけてあげたいです。
 
 私は今、Instagramのアカウント 
（hutan_sayabunga）で日々の出来事を綴っていま 
す。写真や文章を通して海外で生活するというこ 
と、そしてインドネシアの雰囲気をきっと感じられ 
るはずです。ぜひ覗いて見てください。皆さんの新 
たな挑戦への後押しになれば幸いです^ ^

「ネイティブスピーカーとして、生徒のみんなに教科 
書やソフトウェアからInputする学びだけではない、自 
然な日本語に触れる機会を学生に作ってほしい」この2 
ヶ月間、日本語研究学科の先生から言われたこの言葉 
がずっと心の中にあります。私がインドネシアにいる 
意味を言語化された気がして嬉しくて、またそれがイ 
ンドネシアにいる間の私の使命であると思います。私 
は日本語を教える立場ではありますが、それ以上に学 
生やインドネシアで出会った人々から沢山のことを学 
んでいます。体感ではインドネシア来て、半年ぐらい 
経った気がしています。本当に充実した日々です。

大学生のうちに海外で経験を積み、将来のキャリアに活かし 
たい。高校時代に漠然と抱いた小さな夢は、いつも心のどこ 
かで私を支え、原動力になっていました。私がインドネシア 
研修を選んだのは、現地の同世代の学生たちに「日本語を教 
える」ということに大きな魅力を感じたからです。これまで 
私は、塾の先生のアルバイトや あしなが育英会のラーニン 
グ・サポート・プログラムの活動、所属する大学の交換留学 
生に日本語を教えるプログラムに参加してきました。その中 
で「教える」ということに難しさを感じつつも、その過程で 
得られる自信や喜びを知り、これらの経験を最大限に生かし 
たい、そして世界有数の島嶼国で様々な文化や価値観に触れ 
たいと考え、インドネシア研修への応募を決めました。

20

surabaya

5:00 起床（学校に行くまで時間があるので、洗濯
をしたり、家の周りを散歩したり、朝ごはんを食
べたり、身支度をしたりします。この時間に課題
の採点や添削、勉強などをしている日もありま
す。）
7:00〜17:00 勤務（時間帯は曜日によって異なり
ます）
17:00〜自由時間（スーパーに行って買い物した
り、生徒とカフェに行ったり、シャワーを浴びた
り、論文や課題の添削・採点をしたりします）
23:00 就寝

2022年度



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。飲料⽔や⻝料、
⽣活⽤品を共⽤するため、⽉々
Rp50,000（約400 円）程度の⽀払い
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⻑です。

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。
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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

2019年度



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1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

16人ほど許容できる大部屋のベッドの
１つを借りています.

あり

あり（紙は流せない）、お風呂と一緒

女性用の洗濯機あり、男性は手洗い

エアコンあり、ネット環境あり、共用 
スペースに食事用の大きい机、ソファ 
ー3つ、冷蔵庫と調理器具一式揃ってい 
る。風呂はお湯出ない。徒歩10分ほど 
の距離にスーパーあり。

備考

philippines
フィリピン法務省保護監察局（PPA)

フィリピン大学（UP)

田畑　心
日本大学3年
商学部・経営学科by

quezon

保護観察に関するセミナーの受
講、オフィスでの雑務（事務処
理）学校訪問、クライアントへ
の事情聴取、自宅訪問等、研修
の後半はフィリピン大学ディリ
マン校スペシャルスチューデン
トとして講義を受講

　海外で働きたいという想いがあり、その夢を叶える 
ために海外研修に参加しました。また、コロナウイル 
スが観光国にどのような影響を与えたのかに興味があ 
り、このフィリピン研修はそれについて学ぶ絶好の機 
会でした。ここで様々なことに挑戦し、ポストコロナ 
の時代を担える人材になることを目指します。

01:00～07:30 就寝
07:30～09:30 シャワー・通勤
09:30～16:00 勤務時間　※12時に昼食
16:00～17:00 帰宅
17:00～19:00 買い物・運動
19:00～20:00 夕食
20:00～25:00 語学学習・自由時間

 積極的に継続的に粘り強く頑張れるあなたにこの研修をおすすめします。ここではフィリピンの社会問題について 
学んだり、奉仕活動に参加したりすることができます。研修活動に制限がないため、他の団体で活動することも可 
能です。英語は学ぶものから使うものになるため確実に成長します。しかし英語がある程度話せる状態でないと研 
修内容を十分に理解することは難しいでしょう。不安な方は今のうちに準備しておいてください。ここでは頑張っ 
た分だけ自分に返ってきます。本気で何かを成し遂げたいのであれば、この研修に挑戦してみてください。
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 月曜から木曜日まで業務があります。前任者から活動は 
週2日しかないと聞いていたので、幸運だったと思いま 
す。しかしながら、職場にだけ行って何もしないまま終 
業時間まで待つという日もあり、自分から仕事をとりに 
いく必要があります。何かしら仕事をくださいと毎日お 
願いしているため、かなり積極性が身についたと思いま 
す。

  フィリピン料理を一通り口にしましたが残念ながら私の 
味覚に合いません。日本食レストランや日本製品は至る 
所にありますが、日本で販売されている価格の二倍はし 
ます。幸いなことに寮のキッチンは自由に使えます。カ 
ップラーメンしか作らない私でしたが、毎日自炊してい 
たら料理が上手になりました。
 
法務省での活動と並行して他の団体のボランティアプロ 
グラムに参加するつもりでしたが、国内のコロナ感染が 
収束していないため、どの団体も対面での活動ができる 
ボランティアの募集をしていません。その分の時間は今 
のところ料理の研究と英語の学習に使っています。

2022年度



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
各施設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

2019年度



2022年度海外留学研修生

6月の研修レポート
外を散歩したい、でもどこに行こう。そのとき思い浮んだのが日系スーパーでした。

Googleマップ上に表示された片道７km、徒歩で１時間半という文字。日本にいた頃の私であれば、さすがに歩 
きでいくのは諦めるはずです。しかし、ここはインドネシア。この１ヶ月で「Tidak apa apa」（大丈夫、大丈 
夫）というインドネシア人の精神が、私の中にも浸透したのでしょうか。行きは歩いてスーパーまで行き、帰り 
は配車アプリGrabを使えば何とかなるだろうという考えに至りました。

その土地が持つ雰囲気や音、香りや景色をじっくり楽しむためには「歩く」という移動手段が１番だな。そう確 
信した日系スーパーまでの道のりでした。気の赴くままに歩き、疲れたときには休憩し、写真を撮りたいと思っ 
たときには立ち止まってシャッターを切りました。１時間半かけて無事スーパーに到着し、棚に並ぶ日本の商品 
に懐かしさを感じながら、買い物をしました。「スマホの回線がつながらない」。その事態に気がついたのはス 
ーパーをあとにしたときのことでした。当然、アプリも開くことができません。途方に暮れかけましたが、つな 
がらないのはきっと場所とタイミングの問題だろうと思い「Tidak apa apa」という心持ちのもと、とりあえず 
出発しました。インドネシアの道は整備が十分ではありません。凹凸で所々穴が開いていたり、無造作にコンク 
リートブロックが転がっていたり、マンホールの蓋が開いていたり、ゴミがいっぱい落ちたりしています。そし 
てなんと言っても、道はバイクと車の量が溢れかえっており、日本で学んだ「歩道」という概念は通用しませ 
ん。
陽も落ちて、あたりは真っ暗でした。スマホの電波は一向につながる気配はなく、Googleマップさえ開けない 
ので、行きの記憶と勘を頼りに歩き続けました。歩き始めて１時間半。やっと見覚えのある通りに差し掛かり、 
あと15分くらいで家に着くだろうという目安が立ったところで、後ろから声をかけられました。

「Hello, Sayaka」
はっきりと私の名前が聞こえた気がして思わず振り返ると、そこにはバイクに乗ったおじさんがいました。顔と 
バイクに見覚えがあり、先日Grabを使って昼食を注文したときにごはんを届けてくれた方でした。Warung（屋 
台）で夜ごはんを食べているときに私が前を通り、心配して急いで追いかけてきてくれたそうです。「日本人だ 
と思ったら、Sayakaだった。こんな夜遅くに危ないし遠いし、荷物も重たそうだから送っていくよ」と言われ 
ました。バイクに乗るということに少し抵抗がありましたが、急いでごはんを食べて追いかけてきてくれたとい 
うところに溢れ出すおじさんの優しさを感じ、私が疑ってかかるのは少し違う気がしました。多分、このおじさ 
んは大丈夫だろうと考え、お言葉に甘えて家まで乗せてもらいました。バイクに乗ること5分ほどで、家に到着 
しました。家にある日本のお菓子を渡そう。そう思い、おじさんにちょっとここで待っていてほしいと伝えまし 
た。するとおじさんは私の言動で何かを察したようで、お礼はまた今度でいいよという話をして、「Sampai 
jumpa」と言ってそのままバイクで走り去ってしまいました。

研修レポート①
by
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森　咲野花
福岡大学2年
法学部経営学科

Sampai jumpa。日本語で「またね」という意味です。この言葉と、手を振り 
ながらバイクで走り去ったおじさんの背中が鮮明な記憶として思い出されま 
す。「また今度」なんてものは、これから先きっとありません。私は彼の名 
前を知らないし、Grabで何かを注文したとしても、また持ってきてくれるこ 
とは確率的に難しいです。考えれば考えるほど、彼の残した言葉には深みが 
あるような気がしています。今日の出来事を通して、見返りを求めない彼の 
親切心に基づいた自然な優しさに触れ、誰かのために行動する心の余裕を持 
っているところに心から尊敬しました。人間の鑑のように感じるし、彼の根 
底にある人間性の良さ、懐の広さと心の温かさが私にとって熱すぎるほど伝 
わってきました。誰かの行動でここまで心を揺さぶられ、感銘を受けたのは 
フィジーで「ケレケレ」という精神と出会ったとき以来で、私自身が持つも 
のさしの幅がまた少し広がったように感じています。そしておじさんからも 
らった親切心を、私も他の誰かにGiveしたいという思いが今ふつふつと湧い 
ています。この気持ちとおじさんから感じた心の温度感は、これからもずっ 
と忘れることなく持ち続けていたいです。



2022年度海外留学研修生

6月の研修レポート

もし自分が記者だとしたら、言語学校で出会ったロシア人家族を取材するだろう。ウクライナ危機から、安全を求 
めてイタリアに移ってきたロシア人家族。彼らが何を恐れているのか。何から逃げたいのか。ニュースを見ている 
だけでは、どうしてもウクライナ目線となってしまう中で、ロシア人の家族と出会えたことでロシア国内の人達の 
苦労や悩みを知れた気がする。

言語学校最初のクラスでは、母親ラリザさんと同じクラスだった。自己紹介の会話ゲームをしているときに、ロシ 
ア出身であることを小声で言ってきた。堂々とロシア人であることを言えていない印象を受けた。授業後、私たち 
日本人留学生に駆け寄り、ここに逃れてきた苦労を打ち明けてくれた。

彼女の長女がイタリア人と結婚をし、ベネチアに住んでいるため、26 歳の息子とその彼女とモスクワから来たと 
いう。戦争に反対であることを何度も繰り返した。観光ビザを取得し、ベネチアへ来たが、３ヶ月で切れるからど 
うしようか。ロシアへ戻ると息子は戦争へ送られるかもしれない。その前に、ルーブルの取引もできなく、飛行機 
代は通常の２０倍近くになっているという。今後のことが全くわからないのに、どうやってイタリア語の授業に集 
中できるのか。

この話を聞いたときは、もしかしてお金を持っている日本人だと思われて援助を求めているのか、打ち明けてくれ 
る目的が見えず彼女を恐れたのを覚えている。しかし、後々分かったが話をする誰かが欲しかったのだというこ 
と、政治上でも日常生活でもイエスノーが言えない日本人に打ち明けやすかったのだろう。

レベル2 のクラスでは息子エダーとその彼女のアイスルと同じクラスとなり、同じ年代の彼女らからも話を聞くこ 
とができた。二人とも、学生ビザを狙ってベネチア近辺の大学を受験している。ちょうど今月の24 日にアイスル 
は、パドバ大学からの入学許可を受け、モスクワに学生ビザを取得しに一度帰国した。その帰路も決して楽な道の 
りではない。航空便の軽減により、大幅に高騰した飛行機代。少しでも安く帰るために、ベネチアサンポーロ空港 
からイスタンブールへと飛び、そこからバスで国境を越える。 24 時間もかけて家族の元へと戻った。入学許可は 
あるが、ロシア政府から許可が降りるか。まだ先は見えない。エダーの場合はより難しくなる。ジェンダーの壁が 
ある。普段は多くの場合において女性であることがマイナスとなるが、エダーは兵役に行ける男性であることから 
、エダーの方が学生ビザを取得してベネチアに学生として戻れる可能性が低くなる。学生ビザを取得できたとして 
も、状況によっては国境を越える前にビザ取り消しとなることも。国境を完全に越えられるまで、安心できない。 
そんな緊張感の中で生きたことのない私にはその気持ちを完全に理解することはできない。苦労しているのはウク 
ライナもロシアも一緒であるはずなのに、周りからの見え方が全然違ことも悩みどころだろう。

エダーと同じクラスになって 1 週間が経ち、毎週新しいクラスメイトが入ってくる月曜日。自己紹介を一人一人し 
ているときに、 イギリスから来た女性が　“ Anti Russia ”　と言った。もちろん、彼女はエダーがロシアから来た 
ことをまだ知らなかったので、エダーに向けて言った事ではない。ヨーロッパからの学生が多い教室なら言ってい 
いと思ったのだろう。エダーは顔色ひとつ変えずにいたが、私は複雑な気持ちになった。日々、何気ないところで 
ロシア人のヘイトを聞くことがあるのだろう。そんな場所にこれから住んで暮らしていこうと、決心をしたことが 
すごいと思った。
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日本人は平和ボケしている。ロシア人家族 
との出会い、そしてパレスチナ人である留 
学生の友達と話友達と話をすると、彼らの 
当たり前が全く想像できないものであるの 
を知った。イタリアは移民を多く受け入れ 
ている国なだけあって、様々な国籍や価値 
観の人と交流することができる。この貴重 
な機会にいろんな人の話を聞いてみたい。



連絡・お問い合わせ

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


