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ジーエルエム・インスティチュートとは



ジーエルエム・インスティチュートとは…
ミッション・ビジョン・価値

重視する価値

ビジョン

ミッション

•主体性をもって社会が発展できる環境を創る

•地球規模で考え行動できる人を育む

•長期的に貢献できる人を育む

•国際協力に必要なちからを日本で育む

•国際協力に必要なちからを海外で育む

•国際協力を一緒に支えるちからを育む

地球規模の課題に 一緒に取り組む

ちからを育む 国際協力塾



ベトナム
➢ 持続的営農技術強化による世帯食糧自給改善プロジェクト

ネパール
➢ 環境調和型農業を通じた農民

の生計向上支援プロジェクト

フィリピン
➢ 営農改善を通じた零細稲作農民の農業収入向上事業
➢ 小規模農民を対象とした農機マイクロ・レンタル事業
➢ 有機・減農薬農産物の生産を通じた貧困農民の生計向上支援

ケニア
➢ コミュニティを基盤にした持続可能な初等教

育戦略のための能力開発プロジェクト

ジーエルエム・インスティチュートとは…
農業・環境・教育の分野で住民の生活を向上



ジーエルエム・インスティチュートとは…
海外経験や日本で学べる機会を提供

参加者自身でテーマを

設定し調査する合宿型

スタディプログラムで

す。現場に入り込み、

開発やソーシャル・ビ

ジネス、農村開発など

の知見を深め、現場を

見る眼や課題解決力を

身に付けます。

国際協力塾合宿

ゼミなどの単位で依頼

を受け、グループ研究

の調査、小規模プロ

ジェクトの立案など、

要望に応じてカスタマ

イズし提供しています。

海外実習支援

参加者で問題を分析し

プロジェクトを立案す

るプログラム。国際協

力の現場で活躍するゲ

ストの話を聞く時間も

設け、国際協力を深く

理解する機会を提供し

ます。

開発教育

国際協力や開発に関す

る様々なテーマにより、

セミナーを実施してい

ます。毎回30名程の

参加者を募集し、ワー

クショップを取り入れ

つつ、参加型セミナー

を企画しています。

研修・セミナー

JICAの研修員受入事業

の講義を請け負い、海

外から来日する研修員

にプロジェクト管理な

どに関する研修を提供

しています。

技術協力



国際協力NGOインターンシップとは



2019年まではフィリピン現地でインターン

現地スタッフと一緒に働いたり… 農民にインタビュー調査をしたり…



インターン以外にも様々な経験を得られるチャンス

はじめて食べるローカルフード 子どもたちと触れ合える時間も



これまでの参加者が身につけたちからや経験

• 自分の知らなかった世界に触れることができ、本当に参加してよかった。

• 参加する前に知っていた国際協力は様々な活動・事業の一部であり、今回のプロ
グラムで地域に寄り添った国際協力の存在とその難しさを深く知った。

• 事前に重要な事を理解して現地に渡り、自分たちが学んだことをアウトプットす
る一連のプロセスを通じて、成長できたと感じる。

• ソーシャル・ビジネスに接することを通じて、社会問題の解決を目指しつつビジ
ネスとして利益も上げていかなくてはならない、その両立やビジネスの難しさを
まざまざと知ることになった。

…が、2020年は「あの」例に漏れず





そして、2021年



オンライン
＋

国内体験

で帰ってきた！



HOSEI X GLMI  NGO INTERNSHIP 2.0



HOSEI X GLMI  NGO INTERNSHIP
プログラムの目的

フィリピンで農民の生計向上や環境保全の事業に取り組んできたGLMiの活動への

参加と国内での体験プログラムを通じて、グローカルに社会課題の解決に貢献でき

る人材に必要なちからを習得することを目指す。

①持続可能な開発、国際協力、ソーシャル・ビジネスなどの深い理解

②情報発信力、企画力、調整力、ファシリテーション力



HOSEI X GLMI  NGO INTERNSHIP
知ることのできる社会課題

これまで：現地で目・耳にする情報が主な経験で

農民の貧困や自然環境保全の課題が関心の中心

農民の生活を知ることで… 山間地を見て体験することで…

2021年：日本も知る機会を通して俯瞰的に理解し

その先にある不平等や気候変動への関心も期待

貧困問題の背景を深く考え… 世界共通の課題だと理解し…



HOSEI X GLMI  NGO INTERNSHIP
プログラムの構成

グローカルに社会課題の解決に貢献できる人材

【理解】持続可能な開発・国際協力・ソーシャルビジネス

現地課題の調査

勉強会

インタビュー

基礎情報収集

見学

国内での体験

持続的な農業

活動体験

気候変動対策

活動体験

【ちから】発信力・企画力・調整力・ファシリテーション力

スタディ・プログラム

構成企画

現地との打ち

合わせ

資料作成

運営

ウェブサイト・SNS投稿

情報整理 原稿作成

目標

成果

活動

WBS

「参加者」ではなく「企
画・運営者」として

現地渡航の代替として
国内地方での体験を

対面

※国内での体験プログラムは、大学及び利用施設等の予防規程を遵守の上で実施します。



HOSEI X GLMI  NGO INTERNSHIP
国内体験プログラム IN 小田原

• 訪問先：SOMA Farm

• 特徴：農薬や化学肥料は一切使わず、環境に
配慮した持続可能な「本当に美味しい野菜や
果物」を地産地消の形を基本として生産・販
売している有機農家

• 学べること：農業と環境の関係、農作物の生
産過程・様々なコスト、農家の販路開拓、日
本とフィリピンの比較

• 体験の例：野菜収穫・種まき、堆肥製造、畑
の耕耘、農業機械など（生産状況による）

実施日：8月12日（日帰り）



HOSEI X GLMI  NGO INTERNSHIP
国内体験プログラム IN 上田

• 訪問先：Food & Ecology 信州

• 特徴：環境保全活動や食の魅力をコミュニ
ティスペース、シェアハウス、イベントなど
様々な形で発信することで持続的な地域活性
化に取り組む団体。地域の団体・専門家やワ
イン生産者、県などと連携。

• 学べること：温暖化対策、耕作放棄地、地域
活性化、エコツーリズムなど

• 体験の例：自然循環型生活、農作業（ワイン
用ぶどう・蕎麦など）、ワイン生産見学など

実施日：8月中旬頃（参加者で調整）



HOSEI X GLMI  NGO INTERNSHIP
おおよそのスケジュール

6月後半 7月 8月 9月

オリエン

勉強会（随時）

オンライン現地調査

国内体験プログラム

[神奈川] [長野]

報告会

企画会議・基本案

現地確認・要項決定

広報資料作成

広報・準備

開催

SNS・ウェブサイト記事作成・投稿（当番制）



HOSEI X GLMI  NGO INTERNSHIP
オンラインインターンのイメージ

現地

Vizcaya FRESH!

ARMLED

農民など

参加者

インターンA

インターンB

インターンC

インターンD

共催者

GLMi

事務局スタッフ

データ

ファイル

• 共催者スタッフと参加者は主
に「Slack」で連絡を取る

• 勉強会や打ち合わせは
「Google Meet」で開催

• データ・ファイルは、共催者
の「Google Drive」へのア
クセス権限を参加者に付与

• 現地NGOとの連絡は、
「Google Meet」での会議を
主としてメールも使用可

• 農民などへのインタビューは、
可能な場合に「Google 
Meet」で直接対話し、難し
い場合には録画形式



募集要件

求める人材像

国際協力や地域開発の仕事がしたい人

社会課題に強い関心を持つ人

非営利組織の仕事を経験したい人

社会課題解決の事業・活動を起こしたい人

型にはまらないインターンを探している人

募集人数：3名

募集対象：学部生・大学院生

派遣先：フィリピン → 国内

資格等：英語または現地語の会話能

力（英語はTOEIC 450点/IELTS 

4.0/TOEFL iBT 45点相当以上）



THANK YOU !
ご清聴ありがとうござました！

たくさんのご応募お待ちしています！

質問があれば、何でもきいてください。


