
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

★魅力その① 自分にもできる！国際協力 

国際協力に興味はあるけれど、何からはじめていいかわからない。自分の目で、現状を見たい。 

将来、開発援助の現場で働きたい。・・・など、あなたが触れてみたいと思った現場がそこにはあります。 

観光旅行やスタディーツアーとは異なり、地域の方々と寝食を共にし、地域のために一緒に汗を流して働く

のがワークキャンプスタイル！リアルな現地の暮らしに触れながら、地域のニーズに合わせて地域貢献に取

り組みます。 

 

★魅力その② 国際交流で世界とつながる 

ワークキャンプでは国・言語・文化・宗教・性別・年代を超えて、力を合わせてボランティアワークをし、

交替で食事を作り、寝るときは枕を並べ、時にはぶつかることも。そんな等身大の交流が、真の信頼関係を

築き、一生の友だちとなることも。“知らなかった誰か”が“大切な仲間”に。そんな一歩一歩が、平和な

世界を創ることに繋がります。 

<一覧表> 

開催地 開始 終了 主なワーク内容 主な活動分野 

インドネシア 02/06 02/19 観光資源の発掘、子へ英語・環境教育 環境・教育 

カンボジア 02/10 02/22 自然と暮らしを守る、マングローブ保全 環境 

インドネシア 02/11 02/24 世界遺産の村で、文化遺産保護活動 文化・教育 

フィリピン 02/18 02/27 小学校で異文化理解授業運営、文化交流 教育・文化 

マレーシア 02/23 03/07 難民等の子ども達に、教育・環境整備 福祉・教育 

カンボジア 03/01 03/14 放課後学習センターで、英語授業を運営 教育 

モンゴル 03/09 03/22 学校で、英語・日本語教育や文化活動 教育 

 

※各プロジェクトの詳細は次のページ以降をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

海外の国際ワークキャンプ 

 



 
 

 

コード キャンプ名 開催国 開始日 終了日 分野 日本人定員 現地人定員 その他外国人

NI CE- 20- 0206C Bat u Loceng 1 インドネシア 02/06 02/19 環境・教育 8 4 -

背景

仕事

場所

宿泊

その他企画

追加登録費：

空港

備考

資格

企画者/
参加者の声

魅力

3,700,000インドネシアルピア（約25,000円）は現地払い。
1週間参加の場合、 3,300,000インドネシアルピア（約16,000円）。

バンドン空港に初日10時までに到着必要（集合は市内）。終了日19時以降出発可。

前半1週間参加も可能。

地域のニーズに合わせて、柔軟に行動できる人。

　村の人たちは、とにかくおしゃべりが大好きで、ジョークが大好き。道です
れ違えば、どこ行くの？ご飯食べてく？を声をかけてくれます。ごはんもとって
もおいしくて、この村で自家栽培されているコーヒーも美味しく、様々な種類
の果物は目にも楽しいです！のどかな村のチャーミングな人たちと、とって
おきの2週間を過ごしませんか？

＊　自分たちで主体的に活動を作れる
＊　アジアの環境問題について学べる

　村の空き家。交代で自炊。寝袋必要。

　文化交流パーティ、地元民とのスポーツ、伝統楽器演奏、ディスカッション等

もっと魅力ある村に！のどかな村で、環境教育や有機農業！

　インドネシアの国際ボランティア団体、GREAT (Gerakan  Kerelawanan  Internasional)と共催。
Batu Locengは、Cikapundung川というバンドン市内を流れる、汚染された川の上流にある村。特に下流の水
質は悪いが、生活用水に使われることもある。汚染の一番の原因は、村人へ環境に対する教育がなされてい
ないこと。そこで、地域住民の環境に対する意識を高め、住環境の改善に努めたい。
　一部の地域住民は有機農業に取り組んでおり、そのサポートも行う。
　また、村人はこの村を観光地として盛り上げたいと考えている。外国人の視点から、何が魅力的な観光資源
になりうるかのアイデアも募りたい。スケジュールに沿うワークではなく、自分たちで作りあげていきます！

①　有機農業のお手伝い。地球にやさしいコンポストの作成・設置、
②　村の子どもたちを対象に、ごみ問題などについて理解してもらう環境教育や英語教育。
③　村での植林も行う。
　自ら主体的に考え、活動を提案する姿勢求む！

　西ジャワ州の州都、バンドン市内から車で2時間ほど行ったところにある農村Sunten Jaya村のBatu
Lonceng地域。約300人が農業や家畜をなりわいとする。ゆったりとした空気の流れる場所。

 

 

 

 



 
 

コード プロジェクト名 開催国 開始日 終了日 分野 日本人定員 現地人定員 その他外国人

NICE-20-0210A TFC 1 カンボジア 02/10 02/22 環境 10 4 5

背景

仕事

場所

宿泊

その他企画

追加登録費：

空港

備考

資格

企画者/
参加者の声

魅力

　今まで6回来ました！地元代表のHimさんは寡黙だけど熱く素晴
らしい男です。脅迫や誘惑にも揺るがず、地域と将来世代のため
に生きています。新鮮な地元料理、夜更けに漁師さんに分けて頂
いた芝エビも、美味かった☆（NICE代表　開澤）。特集ページもぜ
ひご覧ください！http://www.nice1.gr.jp/topics_detail1/id=9090

＊　のどかな村で住民と交流できる！
＊　マングローブの再生に少しでも力になれる！

美しく豊かな故郷を取り戻す！住民達が立ち上がったマングローブ林の再生を一緒にしよう☆

　CYA（Cambodian Youth Action）と共催。ここでの2ヶ国短期ワークキャンプは6年連続14回
目。CYAは2010年設立の国際ボランティアNGO。NICEとは様々な種類の事業で連携する。
　村では開発や違法伐採でマングローブが減り、生態系と漁業が大打撃を受けてきた。近隣
国への出稼ぎが相次ぎ、残された子ども達は学校に通えなくなった。2007年に住民が主体と
なってグループを立ち上げ、CYAも12年から協力、28 haの森を再生しながら大人気のエコ
ツーリズム・センターも運営。漁業資源と共に、多くの住民も出稼ぎから戻り、収入も1日2.5
USDから10 USDに。だが、巨大な港湾開発開発が進行中で、まだ予断を許さな。NICEは16
年からNVDA/ CCIVS（アジア/世界のネットワーク）でSCC（気候変動防止特別事業）を主導
し、国際ボランティア界で初の「カーボン・オフセット」をここでも実施中。

　主なワークは、①舟で沖に出て、海沿いの森でマングローブの種集め。②宿泊施設で、集
めた種を泥ポットに刺して苗床作り。③半年程かけて育った苗を、舟で沖に出て沿岸や小島
に植林。森づくりのワン・サイクルを体験できる！エコツーリズムの設備作り（例：休憩所や歩
道、水タンクの整備）や近隣の村での教育活動、NICEが世界中で推進するエコたわし作りも
行えるかも。

　Kampot地方のTrapaing Sangke。首都からバスで4-5時間。植林・種採集場所へは30分
程、クルーズを楽しめる！住民の70%は漁師。仏教徒とイスラム教徒が混在し、仲良く暮らす。

　エコツーリスト用のバンガロー。素朴だが快適☆交代で自炊。寝袋不要。

　休日＝土日に遠足（希望すれば1泊旅行も可）。近所で子ども達とサッカー等も

　220 USD（約24,000円）を現地払い。6/8日間は160/200 USD

　プノンペン国際空港に初日16時までに到着必要（集合は空港からすぐ近くのＣＹＡオフィ
ス）。最終日18:00以降出発可。例えば（10/18スカイスキャナー）、02/09 10:00成田→17:50
プノンペン、02/22 21:10プノンペン→ 02/23 07:45成田のベトナム航空が49,310円。02/10
10:40成田→15:40プノンペン、02/22 22:50プノンペン→02/23 06:40成田の全日空だと
70,320円。

☆　参加者には、NICEからCO2・100 kg分のカーボンオフセット（1,200円相当）を贈呈。
☆　期間中にSiem Reapに行くのは不可なので、行きたい方は前後にお時間を！
☆　TFC 2と連続参加する場合、2つ目はNICEへの特別会費は5,000円のみで可！
☆　特別プロジェクトスタッフ（2/9-3/22。募集中！）と、ワークや生活！
☆　2/10-15の6日間、2/10-17の8日間参加可。

　現地の文化・やり方を尊重でき、ワークに意欲が十分ある人。

 

 

 

 



 
 

 

コード キャンプ名 開催国 開始日 終了日 分野 日本人定員 現地人定員 その他外国人

NI CE- 20- 0211A Bor obudur  1 インドネシア 02/11 02/24 文化・教育 8 4 -

背景

仕事

場所

宿泊

その他企画

追加登録費：

空港

備考

資格

企画者/
参加者の声

魅力

　180ユーロ（約23,000円）は現地払い。

　スマラン空港に初日10時までに到着必要（集合は市内）。最終日18時以降出発可。

前半1週間参加も可！
1週間参加の場合、追加登録費は2,000,000ルピア（約17,000円）。

積極的に企画を考えられる人。遺産や伝統文化保護に興味のある方歓迎！

　人と人との繋がりが強く、伝統文化が色濃く残るのどかな村。
　村の人たちはとても親切でいつもにこやか。子どもたちは元気いっぱいで
色んなことに興味津々！魅力いっぱいのこの村で一緒にとびっきりの思い出
を作りませんか？

＊世界遺産の村の事がよくわかる！
＊事前・事後に企画を考えられる！

空き家を利用したボランティアハウス。寝袋必要。交代で自炊。

参加者全員で相談の上、グドゥン・ソンゴ寺院、ジョグジャカルタ、ソロへ観光可能

世界遺産を次世代に引き継ぐため、地元の村で教育や清掃活動！

　 IIWC (Indonesia International Work Camp)と共催、2017年夏に初開催。
ボロブドゥール遺跡は、ジャワ島中部に位置する世界最大級の仏教寺院である。1991年に世界文化遺産に
設定されており、毎年200万人もの人が、遺跡の歴史や哲学を学びに訪れる。そのため地域の方からは、遺
跡は観光地であり、観光客のものであるという認識が染みついていた。
　しかし2016年より、地域住民と一部有志が立ち上がり、文化保護活動を開始。より多くの地域の方を巻き込
み、遺跡に対する意識を高めていきたいと考えている。
　また、国際ワークキャンプを通して、より多くの人に伝統文化を守っていくことの必要性に気づいてほしいと
思っている。

①環境：街並みの清掃。ごみ処理等の環境教育。
②教育：村の子どもたちにストーリーテーリング、ゲーム、お絵かき等を行い、ボロブドゥール遺跡の歴史や文
化を伝えていく。
③開発：村の魅力は何か考え、参加者全員で企画をする。

　ジャワ島中部のマゲラン県、Karanganya村。活動地は世界遺産ボロブドゥール遺跡群周辺に位置し、空港
のあるスマラン市内からは、車で約4時間程。

 

 

 

 



 
 

コード キャンプ名 開催国 開始日 終了日 分野 日本人定員 現地人定員 その他外国人

NICE-20-0218A Barili 1 フィリピン 02/18 02/27 教育・文化 12 3 -

背景

仕事

場所

宿泊

その他企画

追加登録費：

空港

備考

資格

企画者/
参加者の声

魅力

海やビーチ以上のセブの魅力を発見☆小学校で日本文化紹介・異文化理解の授業運営！

　Global Initiative for Exchange & Development(GIED)と共催。GIEDは2011年設立のフィリピンのNGO
で、セブ島を中心に環境保護や青少年育成など国際ボランティア活動に取り組む。
　このワークキャンプでは、セブ島Bariliにある小学校が主な活動地となる。Bariliの学校設備や教育の質は
改善の余地が多くある状況であり、ボランティアの人手を必要としている。都市部から離れ普段外国人と接
する機会が少ない子どもたちにとって、今回の活動が異文化理解を育む機会となる。また同時に、地域に住
む若者との交流を通して、彼らのコミュニティ―活動への参加が促進されることが期待されている。

　小学校での日本語・日本文化紹介に関する授業の企画・運営。学校の環境整備。地域の子どもたちや若
者たちを対象とした異文化交流のイベントの企画・運営(e.g. 音楽・ゲーム・食べ物・スポーツ・アート・ダン
ス・言語など)。その他地域活動への参加・サポートなど。現地のニーズによりワークが変更になる可能性も
あるため、臨機応変に対応する必要あり！

　30日以内の滞在の場合ビザ不要

　十分な意欲と積極性、現地のやり方を尊重する柔軟な姿勢が必要

　観光地化された海やビーチだけではない、セブの真の魅力がここに！
自然豊かな現地スタイルの島暮らし、地域住民の方々や子どもたちとの等
身大の交流を通じて、学ぶこと感じることは数えきれません。初参加、初海
外の方も大歓迎です！ (企画担当：ＮＩＣＥ永井)

＊　島の地域住民の方々と交流できる！
＊　子ども達の教育の力になれる！

　Bariliはセブ市内から南西に約60kmの西海岸沿いのエリア。セブ島最大級の美しい滝があり、豊かな水資
源から稲作が盛んな地域として知られている。

　学校施設内の大部屋で宿泊。寝袋必要。シンプルな環境での生活を楽しもう！

　近くの町や市場への観光、海水浴やシュノーケリングなどの海遊び

　250ユーロ(約29,800円)を現地払い

　マクタン・セブ国際空港に2/18の11:00までに到着必要(空港集合)、帰りは2/27の16:00以降に空港出発
可。【航空券一例】：往復39,912円(10/11現在、セブ・パシフィック航空)　2/17 20:35成田発　2/18 06:20
セブ着、2/27 17:40セブ発 2/28 12:30成田着

 

 

 

 

 

 



 
 

コード プロジェクト名 開催国 開始日 終了日 分野 日本人定員 現地人定員 その他外国人

NICE-20-0223A YCK 1 マレーシア 02/23 03/07 福祉教育 10 2 5

背景

仕事

場所

宿泊

その他企画

追加登録費：

空港

備考

資格

企画者/
参加者の声

魅力

　私も2回行きました。素晴らしい団体で、子ども達ともいい交流が
できました☆世界では移民・難民や子どもの問題が深刻化し、排
除も高まっています。NICEでも、「彼らが活き活きと暮らせる社会
は、誰にとっても温かく豊かな社会」と取り組んでいます。あなたも
一緒に行動しませんか？（NICE　代表　開澤）

＊　子ども達と仲良くなりながら、少しでも力になれる！
＊　マレーシアの文化・都会の生活も、ばっちり楽しめる☆

難民・虐待・不登校等の背景を持つ、様々な子ども達と素晴らしい思い出を☆

　MOVE（Malaysian Organization of Voluntary Exchange）と、ここでは18年から6回目。
MOVEは04年にNICEが同国で初開催した時の参加者が、05年に結成したNGO。NICEとノウ
ハウや協力網をシェアし、2010年から自立した。数年間活動停止し、16年に復活！
　2011年設立のYayasan Chow Kit（YCK）は女性・子ども福祉省と協力して、困難を抱える
様々な子ども達（市民権を持っていないミャンマーや他のアジア諸国からの移民・難民が多い
が、麻薬中毒、虐待、不登校、買春等、様々な要因も）を支援し、小学校、中等学校と一時居
住施設を運営する。今までのワークキャンプでも、受入団体・子どもと参加者双方に素晴らし
い成果を生み出したため、継続が決定！

　月～金曜の9-15時頃に学習を手伝ったり（がっつり授業は難しいが、自主勉強の補佐等）、
各国のゲームで遊んだり、施設の整備を手伝う。学校で生活する子達との交流も大切！同種
の子どもを支援する同国唯一の公立学校を訪ねたり（学童やシェルターのPRも兼ね）、学校
が用意するグループ活動に参加したり、自分達でエコたわし作り等の提案もできるかも。

　大都会クアラルンプールの繁華街・Chow Kit。施設は24時間ガードマン付なので、安心！
夜に時々観光も楽しめる（マーケット・屋台、高層デパート、中華街等）

　学校に宿泊。子ども・職員の数名も一緒！食事（美味しいマレー料理！）は施設が用意。寝
袋も必要

　座談会（各国の子ども）、市内・文化遺産の観光、文化交流パーティー

　810 MYR（約21,000円）を現地払い。250 MYR＋40×参加日数（8日間なら570 MYR）。
MOVEの参加経験者と、「物価の安い国」からの参加者は割引あり！

　クアラルンプール空港に初日14時（後半参加者は朝6時）までに到着必要（集合は最寄りの
駅）、最終日午後（前半参加者は22時）以降出発可。例えば（10/18スカイスキャナー）、
02/22 23:45羽田→02/23 06:40 KL。03/07 14:40 KL→22:30羽田のエアアジア（直行
便！）が42,254円！

　2/23-3/1, 2/29-3/7の8日間参加可（2/29朝-3/1夕に2日間の旅行をする可能性がある
ため、これに参加したい部分参加者はフライトが合わなければ、金曜夜着や月曜朝発も可）。

　18-50歳。子どもとの活動に強く意欲と責任感を持ち、現地の文化・やり方を尊重できる人

 

 

 



 
 

コード キャンプ名 開催国 開始日 終了日 分野 日本人定員 現地人定員 その他外国人

NICE-20-0301G CLC 1 カンボジア 03/01 03/14 教育 12 4 -

背景

仕事

場所

宿泊

その他企画

追加登録費：

空港

備考

資格

企画者/
参加者の声

魅力

今まで4回行きました！最初はどのメンバーも戸惑いがあったものの、日に日
に笑顔が増え、最終日には顔つきがすっかり“先生”に。自然あふれるのど
かな村で、瞳キラキラの子ども達と忘れられない時間を過ごしませんか？
（NICE  黒澤）昨年リーダーが作成した「ローカルSDGs（地域の長期目標）」
はこちら→https://www.slideshare.net/nice-workcamp/kampot3

＊　のどかな村で住民と交流できる！
＊　教育に少しでも力になれる！

のどかな村で、瞳キラキラの子ども達と授業や交流！

　CYA（Cambodian Youth Action）と共催。ここでの2ヶ国短期ワークキャンプは15年から12回目。CYAは
2010年設立の国際ボランティアNGO。NICEとは様々な事業で連携する。
　村には約600世帯が暮らすが教育はまだ重視されていない。また、都市部から離れた村では英語教育をう
けることが難しい。CYAは放課後に無料で受けられる学習センターを14年にNICEとの2ヶ国中期ワークキャ
ンプで建設。韓国や台湾の財団も支援。青少年に語学やPCを学び、グローバル教育やネット、図書館等の
情報に触れ、世界中の人と交流できる機会を提供する。ゆくゆくは音楽や職業訓練も行いたい。また有機農
業を発展させ、地域の中で循環される仕組みも作っていきたい。18年10月の大雨で数日間床上浸水となり、
PC等の電子機器に被害が出た。

①　学習センターで13:30～18:00の5コマ（各時間帯で1-3クラス）の一部をCYA職員や長期ボランティアと
も分担・連携しながら、青少年に英語の授業や図書館活動、小さい子とゲームや遊び等を行う。
②　午前中は授業の準備や肉体労働（例：モリンガの庭園づくり、有機農業、水路づくり）
③　日本食を作ったり、日本の文化を紹介する活動も企画できる！

　同国で最も美しいと言われるカンポット州のAngkor Chey地方、Ruseydom村。カンボジア内戦の一部でも
ある場所。戦前は胡椒が有名。CYA代表の出身村でプノンペンからバスで2-3時間。

　徒歩5分位の空き家。料理は受入側で作ってくれるが、順番で手伝う。寝袋不要。

　周辺散策（キリングフィールドも）。休日＝土日に遠足（例：Rabit島、マグローブを保全するTFC訪問。1泊
旅行も可）。18年9月は1泊ホームステイも実施。

　220 USD（約24000円）を現地払い。9日間は200 USD（約22000円）払い。

　プノンペン空港のPark Caféに、初日の15-16時に集合。（そのためプノンペン国際空港に初日16時までに
到着必要。）最終日18:00以降出発可。例えば（10/11現在）、03/01 10:50成田→15:40プノンペン、
03/14 22:50プノンペン→03/15 06:40成田の全日空だと72,090円。

☆　3/1-9、3/6-14の9日間参加可。
☆　期間中にSiem Reapに行くのは不可なので、行きたい方は前後にお時間を！

　現地の文化・やり方を尊重でき、ワークに意欲が十分ある人。

 

 

 

 

 



 
 

コード プロジェクト名 開催国 開始日 終了日 分野 日本人定員 現地人定員 その他外国人

NICE-20-0309D Ulaanbaatar 3 モンゴル 03/09 03/22 教育 7 2 5

背景

仕事

場所

宿泊

その他企画

追加登録費：

空港

備考

資格

企画者/
参加者の声

魅力

　子ども達は、ボランティアの皆さんが大好きで、いつも楽しみにし
ています。皆さんにも、モンゴルに何回も来るようになった方が何
人もいらっしゃいます。あなたもぜひ！（MCE代表　Myagmarjav
Enkhbaatarさん）

＊　子ども達の教育に役立てる！
＊　真冬のモンゴルを満喫できる！

外は極寒でも中は暖かい＋子ども達との交流で心ぽっかぽか！

　MCE（Mongolian workCamps Exchange）及び、VYA（Vision Youth Action。台湾）と共催、
20年連続103回目。2000年にＮＩＣＥがモンゴル初の国際ワークキャンプを開催し、参加した
ＮＧＯ職員が01年にＭＣＥを結成。03年に予定通り自立してからも、事業共催、両国の養護
施設交流の推進など、関係は緊密。
　モンゴルでは中等教育を12年間行うが、社会主義時代の1990年までは外国語はロシア語
のみ。90年に政治・経済システムが変わって以来、英語等も学ぶが実際に使う機会が少なく
て力が付かないので、MCEでも支援。多くの日本人・外国人ボランティアが参加し、人懐こく
パワフルな子ども達と友情を育んでいる！台湾や他の外国人も含めた国際ワークキャンプ。

　学校で中高生に歌やゲーム等も混ぜながら、英語や日本語（台湾人は中国語）を教える。
語学力を伸ばせば、将来の職探しや外国人と交流する際にも役立つ。その他、音楽やPC
等、彼らに役立つスキルも教えられれば、教えられるかも。また小学校でも、異文化交流や環
境教育等の活動も行う見込み！

　同国の人口約240万人の1/3が集中する首都。ロシア風の建築物が並び、貴重な文化を保
存する博物館や寺院、市場など見所も多い。冬は寒いが、屋内は十分暖かいのでご安心
を！

　市内の中心部にある、アパートのボランティア用の部屋。交代で自炊。寝袋必要。

　座談会、ウランバートル観光、休日に遠足（例：ゴビ砂漠）

　185ユーロ（約21,000円。7/6日間参加は150/145ユーロ）を現地払い。

　ウランバートル空港に初日深夜までに到着必要（10 USDでいつでも出迎え可）。最終日早
朝以降に出発可。例えば（10/18スカイスキャナー）、03/09 15:30成田→20:25ウランバート
ル。03/22 08:55ウランバートル→14:30成田のモンゴル航空（直行便！）が54,876円！

　3/9-15の1週間または3/18-22の5日間参加可。

　子ども好きで、柔軟に適応できる人

 


