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SATO YAMA UMIプロジェクト
ユース海外インターンシッププログラム
奨学金付インターンシップ募集のお知らせ
日本環境教育フォーラム、バードライフ・インターナショナル東京およびコンサベーション・インターナシ
ョナル・ジャパンが共同で取り組む「SATO YAMA UMIプロジェクト」では、プロジェクトの一環として、
ユース海外インターンシッププログラム（以下、本プログラム）を実施いたします。
本プログラムは、途上国の自然環境に大きく生活を依存する現代社会において、将来的に社会リーダーとし
て、変革をもたらすことを期待されるユース世代の育成のための「奨学金付インターンシップ」への参加者
を募集するものです。参加者には、現在、本プロジェクトが実施しているアジア太平洋地域4カ国・5地域で
の現地業務(カンボジア、インドネシア、サモア、ニューカレドニア)、及び、関連する国内業務に携わってい
ただくことで、様々なフィールドにおける実体験を通じて、環境問題への理解をより深める機会を提供しま
す。
１）目的
本プログラムは、将来的なリーダーとなることを期待されるユース世代に対し、アジア太平洋地域のプ
ロジェクトサイトとの交流を通し、環境への理解を深める機会を提供することを目的とします。

２）プログラム内容
日本環境教育フォーラム、バードライフ・インターナショナル東京およびコンサベーション・インター
ナショナル・ジャパン（以下、実施団体）は、アジア・太平洋地域において持続可能な開発の実現に資
するため、SATO YAMA UMI プロジェクトを共同で実施しています。
本プログラムは、その一環として、国内のユースの方々に海外の保全活動の現場を直接経験する機会を
提供することで、将来、行政、企業、市民社会において持続可能な社会づくりにリーダー的な役割を果
たす知識と経験を身に着けてもらうことが目的です。インターンシップ派遣先や、現地での活動内容に
ついての詳細は、添付１をご参照ください。
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３）応募資格
①応募時に日本又は海外の大学・大学院に在学中或は卒業しているユース（18 歳～35 歳）であること。
②自然環境保全、持続可能な開発に関心があり、将来も同分野の活動に携わることを希望していること。
③心身ともに健康であること。
④国籍は不問。ただし、日本語で業務遂行（研修、報告書作成）が可能なこと。
⑤英語でコミュニケーションができること。
⑥希望するポストが別途指定している要件がある場合は、これを満たしていること。
⑦本プログラム参加に要する経費を自己負担できること（一部奨学金あり）。
⑧「環境リーダーシップ講座」（7 月 30 日～8 月 3 日/詳細別途案内）に参加可能なこと。
⑨インターン終了後、氏名・所属入りの報告を SATO YAMA UMI プロジェクトのウェブサイトおよび広
報文書、報告文書に掲載することを許諾できること。
⑩未成年の場合は、保護者の同意が得られること（採択後に同意書の提出をお願いします）。授業欠席・
欠勤のためインターンシップへの参加証明書が必要な場合は、発行します。

４）募集人数、及び、派遣先

◆募集人数
各プロジェクト 1 名（合計 5 名・予定）

◆派遣先
□ カンボジア（１）

オオヅル生息地におけるオオヅル保護のための地域住民への環境教育（１）

□ カンボジア（２）

オオヅル生息地におけるオオヅル保護のための地域住民への環境教育（２）

□ インドネシア

グヌン・ハリムン・サラック国立公園における里山保全の伝統的知見の普及

□ サモア

サモア・ボヤジング・ソサイエティ

□ ニューカレドニア

マンタ・イニシアティブ

５）応募方法
下記の応募書類を揃え、メール添付にて、2018 年 5 月 31 日 23 時 59 分までに

youth@satoyamaumi.jp

宛てに提出してください。応募書類受付後、受領通知にて受付番号を連絡します。応募後、３業務日以
内に受領通知が届かない場合は、youth@satoyamaumi.jp までご連絡ください。

◆応募書類
①

応募申請書（様式 1／http://www.satoyamaumi.jp/ja/youthprogram/よりダウンロードいただけます）

②

履歴書（日・英）（様式２／書式自由）

◆応募締切
締切日：2018 年 5 月 31 日 23 時 59 分
応募先：youth@satoyamaumi.jp

※メールのみ受付
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【応募に際しての注意事項】
□ 応募メールのタイトルは、
（例、【インターン応募】

「【インターン応募】

フルネーム」

としてください。

里山海子）

□ 応募書類は一切返却しません。
□ 不足･不備のある書類、資格要件を満たさない内容の書類は選考の対象外となります。また、締切
期限を過ぎて提出された応募書類は、受け付けません。
□ 選考結果などに関するお問い合わせにはお答えできません。
※応募書類に記載された個人情報は、本プログラムの実施運営に必要な選考、各種手続き、緊急連絡先の把握、フォローアッ
プ調査、実績の取り纏めの目的以外には使用しません。また、合格に至らなかった場合は、1 年間保管の後、実施団体の責任
のもとで適切に廃棄します。

６）選考

◆選考方法
全応募者のうち、
「応募資格」を全て満たした選考対象者に対して書類選考を実施します。その後、書類
選考合格者を対象に面接選考を行います。選考は、実施団体の担当者が行います。面接に要する経費（旅
費、宿泊費等）は全て自己負担となります。応募者の居住地によっては、面接選考を Skype にて行うこ
ともあります。

◆選考日程
□ 書類選考結果通知：

6月8日

□ 面接選考の日程調整と実施：

6 月 11 日～20 日

□ 最終選考結果通知：

6 月末

７）事前オリエンテーション
選考に合格したインターンは、東京で開催される「環境リーダーシップ講座」に参加してください。
インターン先に関する詳細は、日本側の担当団体が個別に連絡の上、オリエンテーションを実施します。

８）環境リーダーシップ講座
インターンシップをより有意義なものとするためと、将来環境分野でリーダー的な役割を担える人材を
育成する目的で、
「環境リーダーシップ講座」を開催します。インターンは、渡航前に受講してください。
2018 年 7 月 30 日～8 月 3 日に東京で開催します。本講座の参加は無料ですが、遠方よりご参加いただ
く場合に係る交通費や宿泊費は各自でご負担下さい。詳細は書類選考の結果とともにお送りします。

９）インターン派遣時期・実施期間
現地受け入れ団体と調整の上、2018 年 7 月～2019 年 3 月に実施してください。期間は、最低 2 週間と
します。詳細は、実施団体および現地受け入れ団体と協議の上、決定することになります。
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10）インターンシップに係る費用支援
①フライトは行き先に関わらず、全額支給いたします。
②滞在費、準備費、その他経費は、現地での物価や期間に応じて個別に積算し支給いたします（各人10
万円～20万円の範囲での支給が目安です）。
③保険は、CIジャパンで契約し、全員加入します。
上記以外の経費は参加者の自己負担とします。
11）インターンシップの勤務時間・休日
受け入れ先団体のルールに従います。

12）報告書の提出
インターン活動内容をまとめた報告書を、帰国後 60 日以内に下記「お問い合わせ先」まで提出してくだ
さい。

13）守秘義務・禁止事項
インターンには、インターンシップ中に知り得た実施団体並びに受け入れ団体等の秘密に関わる事項に
ついての守秘義務が課せられます。インターン開始前に、実施団体と守秘義務に関する覚書を取り交わ
していただきます。

＜参考：ユース海外インターンシップ・プログラム/スケジュール概要＞
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SATO YAMA UMI プロジェクトは、経団連自然保護基金（KNCF）の創設 25 周年特別基金からの助成を受
け、運営されています。

経団連自然保護基金は、リオ・デ・ジャネイロにて「環境と開発に関する国連会議（地球
サミット）」が開催された 1992 年に設立されました。主に自然資源管理や希少種保護を
含む生物多様性保全や植林、環境教育など幅広いプロジェクトを支援しています。これ
までに 1,000 以上のプロジェクトに対して 3,400 万ドルを支援してきました。
SATO YAMA UMI プロジェクトは、経団連自然保護基金 25 周年記念特別事業として、持続可能な社会の
実現、及び、生物多様性保全の主流化を目的に、事業対象国・地域における情報の共有促進と、地域コミュ
ニティの発展・次世代人材育成に取り組んでいきます。

■お問い合わせ
本件に関するお問い合わせは、下記メールアドレスへお送りください。

youth@satoyamaumi.jp
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別添資料：SATO・YAMA・UMIプロジェクト

インターンシップ・プログラム受け入れ先情報（2018/3/27現在）

国

カンボジア(1)

カンボジア(2)

インドネシア

現地団体

Mlup Baitong

Birdlife Cambodia Programme

日本環境教育フォーラムインドネシア事務所 Conservation Intarnational New Caledonia

Conservation International Samoa

実施団体（国内）

日本環境教育フォーラム

バードライフ・インターナショナル東京

日本環境教育フォーラム

コンサベーション・インターナショナル・ジャパン

コンサベーション・インターナショナル・ジャパン

期間

2週間。希望により延長も可。

3か月程度が望ましい

2週間

2週間

活動内容（TOR)

1．現地のスタッフとともにプロジェクトの実
施に参加する
2．プロジェクトを理解し、ステークホル
ダーと作業をコーディネートする
3．対象とする学校の教師、児童・生徒、コ
ミュニティと交流する
4．可能であれば、基礎英語・日本語の簡
単なレッスンを行う
5．プロジェクトチームと共に、グッドプラク
ティスを作り出す（または、始める）

1．小学校教師が児童を指導する補助をする
2．小学校教師が使える教材を企画・作成する
3．小学生がBoeung Prek Lapouv湿地に環境
教育の現地訪問する際、教師を補佐する
4．Boeung Prek LapouvとAnlung Pringで使わ
れている農薬の影響を調査する（迅速調査）
5．2つの小学校でBoeung Prek Lapouvの生物
多様性と生態系サービスの意識啓発を行う子
供クラブの設置を支援する
6．Anlung Pringの地元コミュニティで、意識啓発
により有害農業廃棄物の適正管理を促す
7．Boeung Prek LapouvとAnlung Pringの生態
系サービスとオオヅルに関する意識を啓発する
ため、映画会を開催する

1．プロジェクト対象地に滞在し、保全に携わ
る人材育成プログラムを実施する。保全活
動の現場を理解する。
2．首都のユーズを対象とした環境教育プロ
グラムのアクションプランを作成する
3．プロジェクトで作成する教材の開発に参
加する

1．フィールド作業の実施と支援
2．写真判別、遺伝子タギング、衛星タギング
（可能性あり）の実施
3．写真判別のデータ分析
4．衛星タギングのデータ解析能力を身に着
け、科学的質問や保全への意義についてプ
レインストーミングする
5．インターンシップで学んだことについて、
CIオンライン用にブログ記事を書く

2-3か月が望ましい
1. CIサモアの活動内容を全般的に理解する。
2. CIサモアのスタッフとともに、伝統的カヌーVa’
aをテーマとしたプロジェクトの実施活動に参加す
る。
3. プロジェクトの対象となるステークホルダーや
現地パートナー、コミュニティや若者たちと交流
する。
4. CIサモアスタッフのサポートのもと、環境教育
カリキュラムのための教材やコミュニケーション
資料のデザインや作成を行う。
5. サモア国内、及び周辺地域のステークホル
ダーに共有するコミュニティ支援活動の戦略の策
定と準備を手伝う。
6. ”海に浮かぶ教室”というコンセプトの実行に
向けた、持続可能な資金調達の機会を調査す
る。（例として、効果的なマーケティング／マー
チャンダイジイングやビジネスプラン、クラウド
ファンディングの調査など）
7. プロジェクトのCIサモアの活動のソーシャルメ
ディアの投稿を手伝う。（動画や写真、文章など
のコンテンツ開発を含む）
8. その他、他のCIサモアのプロジェクトを手伝う
場合がある。

アピールポイント

・カンボジアの文化、地元のライフスタイル
を学べる。希望があれば、ホームステイも
可。
・カンボジアでの環境教育（特に小中学校
のカリキュラム）に関するプロジェクト実施
について深い知識が身につく。
・関連ステークホルダーおよび首都プノン
ペンおよびその他の州の学生ネットワーク
との関係が構築できる。
・対象教師・児童、生徒に基礎英語・日本
語のレッスンをすることで、言語教育の知
識経験が身につく。

・重要なツルの生息地の保全に貢献できる
・12月～4月であれば、Boeung Prek Lapouvと
Anlung Pring湿地および水田でツルを観察する
ことができる
・可能であれば、長期（3か月）のインターンシッ
プをお勧めする。自らの仕事の成果を直接見る
ことができる。

次のことを知ることができる：
・発展途上国での国立公園システムの状況
と課題
・グヌン・ハリムン・サラク国立公園（GHSNP)
の生物多様性
・GHSNPの国立公園当局とコミュニティの役
割
・コミュニティの伝統に基づいた景観と文化
（里山と国立公園の共存）

インターンは、国際NGO（コンサベーション・
インターナショナルとマンタ・トラスト）、地元
水族館、大学（ニューカレドニア大学とクイー
ンズランド大学）を含む多者共同プログラム
に参加する。これにより、保全プロジェクトの
対象・範囲を決める優れた経験を得ることが
できる。
小さいが経験豊かなコンサベーショニスト、
科学者および技術者からなるチームの中
で、フィールドワークを経験でき、海でもっと
も象徴的な生き物、マンタに遭遇することが
できる。本プロジェクトの主要テーマのひとつ
がコミュニケーションと教育であるため、イン
ターン期間中に開かれる集会には積極的に
参加する。

環境教育プログラムと教材の開発に関する
直接的な経験と貢献をすることができる。

宿泊等情報
＜目安＞

一泊1000円～1500円

その他

・渡航時期はオオヅルが訪れる2018年12
月～2019年3月が望ましい。
・教員や児童・生徒と共有できる特別なス
キルがあると良い（音楽、スポーツ、美術
など）
・環境教育に関する教材や経験があると
良い。
・日本に関して伝えてくれると良い。

・選考：環境学、生物学、教育学
・性別：男性、女性
・年齢：20歳以上
・技能：地元コミュニティで仕事ができること。田
舎生活ができること。

10万円

20万円

滞在費等支援
（変更の可能性有）

ニューカレドニア

サモア

・サモアの現地NGOで働くという生の体験ができ
る。
・サモア政府やその他多くのパートナーたちと協
力して、現地コミュニティへカヌーの’移動型教
室”を用いて、環境教育プロジェクトを実施する
経験ができる。
・保全のための資金調達や教育プロジェクトの課
題を見つけ、解決策を考える経験。
・サモア周辺の海を、ポリネシアの伝統的な舟で
航海する機会が持てる。
・先住民族や現地コミュニティと直接会い、共に
仕事ができる。

・オフィスワーク時：約4000円～6000円／市 一泊7000円～12000円
内のホテル
・プロジェクト対象地：約3000円／ホームス
テイ

一泊4000～5000円

・心身ともに田舎のコミュニティで生活する準
備ができていること
・プロジェクト地ではインドネシア語が話せる
ことが望ましい（現地では英語が通じない）

必須ではないが、ダイビング免許（少なくとも
PADIオープンウォーターライセンスで20潜
水、またはPADIアドバンスドライセンス）とダ
イビング保険を持っていると、フィールド作業
を十分経験でき、プロジェクトチームの助け
になる。
しかし、多くの作業は素潜りで行われる。健
康であり、水泳ができることが必須。チーム
内でのコミュニケーションのため英語ができ
ること。フランス語ができるとなお良いが、必
須ではない。ニューカレドニアではフランス語
が主言語で、英語は街ではほとんど話され
ない。

・専攻：環境、生物学、教育学、またはメディア
ミュニケーションなど
・英語での読解力と執筆に優れていること
・ データ解析およびデータ解析ソフトウェアに堪
能な方
・健康な身体
・教育者たちやコミュニティと分かち合える、音楽
や絵などの芸術的趣味
・環境トレーニングの経験など

15万円

20万円

20万円

・一番いい時期は、12月～4月。Boeung Prek
LapouvとAnlung Pringの両方にツルがいる。稲
の栽培シーズン。

