NGO LOOB
現地インターン＆スタッフ募集要項
（2019年版)

LOOBは、“青少年が、国を超えて友愛と奉仕の精神を育み、持続可能な未来の創造に寄
与すること“ をビジョンとして2001年からフィリピンで活動する団体です。
「一方的な支援でなく、現地の人と共に学び成⾧する」をモットーに、草の根の青少年
活動とコミュニティ開発を行ってます。
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インターンシッププログラム
テーマ:

”動き、動かせる人へ”

～国際協力の現場でリーダーシップを学ぶ～

LOOBのインターン活動は、貧困層への教育支援、青少年育成、コミュニティ開発の活動
を通し、「自分で考えて行動し、人を動かしていけるリーダーシップを身に付けることを
目指します。そのために必要な●国際協力に必要な知識 ●英語＆コミュニケーション力
●異文化コーディネーション力を伸ばせるプログラムです。

受入れガイダンス

研修の流れ

・オリエンテーション（フィリピン理解、団体理解）
・業務理解・心構え・目標設定 ・座学のスタッフトレーニング

人と出会う
・NGOスタッフ
・青年ボランティア
・ホストファミリー
・英語講師
・子ども達や村人
・日本人のインターン生

体験する
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

教育サポート
ノンフォーマル教育
フェアトレード（ごみ山）
フェアトレード（先住民）
日本語文化
ツアー同行＆ファシリ経験
エコ＆環境教育
広報

力を試す
・スピーチ
・ミーティング
・プレゼンテーション
・ディスカッション
・ワークショップ企画
・イベント企画

評価フィードバッグ
・メンターからのアドバイス
・発表などに対するフィードバッグ
・振り返りディスカッション
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インターン募集概要（１～12ヵ月未満）
求める
人物像
参加条件

費用の
目安

英語力をコミュニケーション力を伸ばしながら、現地スタッフと知恵を出し
合い、教育サポートとフェアトレードの分野でリーダーシップを伸ばしたい
方。
・18歳から
・無給 （ボランティア活動中の交通費や雑費はLOOB負担）
・当会正会員で、当会有料プログラムの参加経験者または参加予定者
・渡航費・ビザは自己負担
・週6日
・活動地はイロイロ市内および郊外
・業務の合間にマンツーマン英会話（実費）を行うことも可能
（但し、2-3月、8-9月は繁忙期のためできない場合があります）
①まだ有料プログラムに参加したことがない方はESAPの73,000円
②インターン研修費
・活動期間が60日未満→月65,000円（＊住居光熱費、週6×３食付き）
・活動期間が60日以上→月48,000円（＊同上）
③日本～イロイロの往復渡航費 4～8万円
④ビザ代 ⇒ P8をご覧下さい。

有給インターン募集概要（12ヵ月以上）
求める
人物像
参加条件

費用の
目安

上記のインターンシッププログラムで半年間のトレーニングを積み、
７ヵ月目から現地スタッフと一緒に日本人代表の業務補佐ができる方。
特に、広報企画、教育サポート（日本のスポンサーへの発信）、
フェアトレード製品のマーケティング、ボランティア参加者の募集
戦略、ワークキャンプ＆スタディツアーなどの運営統括等ができる方
を求めています。
・23歳から
・航空券/ ビザ代（P8を参照）/ 海外旅行保険は応募者負担
・プログラム参加終了後から半年はインターン研修費および住居光熱費無料
（食事は３食×週６）
・7ヵ月目から当会規定の滞在補助費を支給、帰国時に航空券補助費を支給
・週6日（休暇月8日）
・活動地はイロイロ市内および郊外
・LOOBシェアハウスでの共同生活
・渡航前の国内研修もしくはSkype面談必須
・面談後、内定者とは１年間の活動誓約書を締結させて頂きます
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１. 子どもの教育サポート
A. 学資援助の管理
（3つの地域で、6-7月、10-11月）
貧困地域70名の子ども達の就学を支援しています。日本のスポンサーと現地の
子どもをつなぐため、お礼状やクリスマスカードの発送を準備します。
B. 週末ボランティアの企画・実施 （3つの地域で、毎週末）
毎週土曜日に、子ども達の英語力・表現力・社会性といったライフスキルを伸
ばすために支援先の村に出張します。現地のユースボランティアと一緒に英語
でレクチャーを企画します。（テーマ例:フィリピン伝記を英語劇に、アート
＆英語、日本の子ども達とビデオレター交換などなど）
C. カレンダー作成（活動時間:10～12月）
年末のカレンダー募金に向けて子ども達とカレンダーを作成しています。テー
マから販促までをインターンが主導で行います。
２．リテラシー教育補佐/栄養食配給 （1つの地域で、平日夕方）
ごみ処理場の近くにある公立小学校でNon –Readerと呼ばれる識字能力の低い
児童を対象に学習補助をします。2009年から実施してきた放課後の学童保育は
現在中止し、小学校でのリテラシー教育に移行中
3．フェアトレード管理/促進 （週２～3回ほど）
ごみ山のウェストピッカー達の新しい仕事を応援するため、ジュースパックと紙
ビーズの製作を支援。これらフェアトレード製品のデザイン開発、広報、生産者
への発注業務、在庫管理、他機関でのワンデーセールなど。
４．広報企画（週２～3回ほど）
現地で行われるさまざまな活動を日本人が中心になって、FBなどのSNSで活動
を発信します。日本にいる支援者が現地の声を聞く大切な情報源となります。プ
ロの広報アドバイザーがガイドします。
5．ワークキャンプ（2～3月、7～9月）
キャンプスタッフとなり参加者が目標を達成できるようにアシスト。
★キャンパーの交流や学びを深めるためのアクティビティ企画 ★通訳
★キャンパーの体調管理 などの裏方も大切な仕事です
6．スタディツアー／ESAP運営／ゲストのアテンド業務（2-3月、7-9月）
キャンプスタッフとなり参加者が目標を達成できるようにアシスト。
また、外部からの訪問者が頻繁にありますので、アテンドして頂きます。
7．異文化交流 （週２～3回ほど）
火曜夜に無料の日本語教室を開いています。また月に１回ほど、地方の団体を訪
問して日本文化を伝えることもあります。これらの活動はLOOBの教育支援や地
域支援への現地ボランティアを募る上でも大切な活動です。
8．エコ＆グリーン（環境教育、無人島キャンプ）（年2回）
毎年２回ほど、活動地の隣にあるギマラス島でマングローブ植林やサンゴ礁植林
を行っています。また小中学生を対象とした環境教育やキャンプ活動も行ってい
ます。
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インターンの1週間ダイアリー
午前

月
火

●スタッフ月曜ミーティング

午後

夜はこんな感じ

●トレーニング（座学）

●他のスタッフとワールドカフェ

それぞれの活動分担／進捗報告

●スタッフブログ更新

●英語マンツーマンの授業

●ゲストにLOOBの活動を紹介

●シェアハウスで日本語カフェ開催

●識字教室のサポート
水
木
金
土
日

●ジュースパック製品の発注

●教育省のセミナーに出席

●大スクリーンでみんな映画を観

●日本への発送作業

●小学校でピアニカ授業担当

る!

●英語マンツーマンの授業

●アクティビティのパネル製作

●フィリピン人ボランティアと夜中

●識字教室のサポート

までガールズトーク

●ワークショップの準備

●夕食の後、明日の準備に。

●活動に必要なものを買い物が
てら、ダウンタウンを探索

●フェアトレードの検品作業

●週末アクティビティの準備

●アクｆティビティ開催村へ

●今日は疲れて早く寝ちゃった

●Kids English Activity本番

（笑）

●今日はゆっくり寝ていたい。

●近所の子ども達とバスケ

●日本の家族とスカイプ

でも朝から大量の洗濯だ!笑

●お菓子作りに挑戦したり。

インターンの土曜日ダイアリー
07:00

起床、シャワー 08:00

朝食

09:00

英語アクティビティの教材準備

11:00

リハーサル

12:00

ボランティアさんたちと昼食

13:00

バンに乗って出発!

14:00

Kids English Activity開始!

16:00

評価会＆キッズの出席表チェック

18:00

お菓子を買いに行って休憩。

19:00

スタッフみなで夕食

22:00

就寝

フィリピン人ボランティアと事前
ミーティングをし、アクティビティ
のテーマや細かい内容、役割分担を
決めます。当日の朝は、教材準備や
全体の流れを確認するためのリハー
サルも!
子ども達に伸ばして欲しいライフス
キルのテーマはEffective
Communication Skills（英語・発信
力）とSocial Skills（チームワーク
や思考力）の2つです。

★メンター＆ピアサポート制度★
インターンには、日本人スタッフおよび現地スタッフの
メンターが付きますので、活動のアドバイスや評価を得
られます。また先輩のインターンがピアとなり、実際の
生活や活動をサポートします。あなたのやる気次第でた
くさんのことに挑戦できます。自分の想いを形にしてみ
ませんか?
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よくあるご質問
Q1. 医療体制や食事はどんな感じですか?
Q3. 生活するところはどんなところ?
Q4. インターンシップ研修費はどのように支払いますか?
Q5. ビザは日本で取ったほうがいいですか?
Q6. 実際、どれくらいの仕事を体験できますか?
Q7. 滞在中に旅行に行ったり遊びに行くことは可能ですか?

よくある質問（FAQ）はこちらから!
http://www.loobinc.com/faq.html

代表より
「自分の経験値を増やしたい」「貧困のない世界を作りたい」。
LOOBには様々な情熱を持った若者が多く集まります。まずは、なん
でも吸収しながら自分の世界観を広げたいという姿勢で挑戦して下さ
い。 このインターンシッププログラムは日本やフィリピンのボラン
ティアと活動する中で、「自分で考えて行動し、人を動かしていける
リーダーシップを身に付けること」を目標とします。帰国したたくさ
んの仲間が国際協力やその他の分野で大きく活躍しています。
ぜひ若いうちに海外で挑戦し、自身と世界の広がりの可能性を体感し
て欲しいです。希望される方は、まずLOOBのHPや案内書に目を通し
てからご応募ください。皆さんの参加をお待ちしております。
LOOB代表 小林

6

