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 プロジェクト概要   テラ・ルネッサンスに寄付を寄せていただく方の多くは、会員としても組織を支

えてくださっており、会員の存在はまさに「生命線」であり、活動を続けていく上での大切な「パートナ

ー」でもあるが、現在会員へのこまやかなサービスが不十分な現状がある。 

このプロジェクトでは、NGO を運営する上で一番大切な「会員サービス」に焦点を当てることで、普

段は見えにくい「日本国内におけるNGOの役割」やあり方を明確にする。そして、主婦・学生・経営者

まで、幅広い年齢層と職業の多様な会員の方々が、テラ・ルネッサンスにどんな想いを寄せてくださって

いるのかを敏感に読み取り、その期待に応えるサービスを行なう。 

 

月 インターンの業務内容 
4月 研修の実施 

  組織内研修 
  資料学習（新聞記事、掲載記事、総会資料などの学習） 

  事務局実務(募金集計、資料の文章チェック、倉庫整理、ブログアップなど) 

 会員管理 

  会員名簿の管理 

5月  バザーを行う会員への発送作業 

  報告書の印刷 

  講演会の運営 

  会員情報管理 

  会員への御礼メールの送付 

6月  新規会員への資料送付 

   

7 月 

｜ 

8 月 

 会員管理 

・新規会員への礼状、資料発送 

・会員名簿管理など 

9月 会員アンケート 

  会員アンケートの作成 

10月  会員アンケートの回収・集計 

   

NGO運営の醍醐味を味わえます！ホスピタリティ溢れる会員サービスを！ 

特定非営利活動法人 テラ・ルネッサンス 
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 プログラムへの参加目的   

世界が抱える問題を「知る」大切さへの気づきから、将来は「伝える」ということを仕事にしていきた

いと思い、NGOのさまざまな取り組みや業務内容を経験し、将来への展望を発見するために参加。それ

ぞれに異なる分野での取り組み行うNPO・NGOが協力して運営するこのプログラムを通して、多くの異

なる思考を持った人々と交流し、新たな考えを生み出したい、また、プロジェクトを担うことで、専門性

と実践力を身につけたいと考えている。 

 プログラムをふりかえって  

 このインターンシップ・プログラムに参加した時には就職活動の真っ只中でした。「本当に自分のした
いこと」とは何だろうか。それを考えていくうちに就職活動するだけじゃなく、実際に行動してみようと

思い、このプログラムに飛び込みました。 

 私は会員サービスを担当し、直接的・間接的に支援者の方々に接することができました。そして何より

も、この NPO･NGO の現場は多くの方々に支えられていると強く実感しました。“私とあなた”という関

係、決して“団体と支援者”という大雑把でない関係をこのプログラム内で学ぶことができました。またそ

の関係は支援者だけでなく、事務局のスタッフの方々にも当てはまります。一個人「柏原」として評価し

てもらうことができたこと、それが私自身の自信へとつながりました。 

 そして私のプログラムはまだ完結していません。今後も会員の方へのアプローチシステムをしっかり構

築するために、力を注いでいきたいと考えています。 

 

NPOでのボランティア・インターン活動経験  
・SHARE（国際保健協力市民の会）でのインターン 
・立命館大学ボランティアセンター学生スタッフ 

柏原 健太 立命館大学 文学部 四回生 

関心分野、研究テーマ 
・（関心分野）中国、旧ユーゴスラビア諸国、ビルマな
どにおける国際情勢。ホームレス問題など 
・（研究テーマ）派遣労働者の通勤行動 

約 200 時間勤務 

 新規会員への資料送付 
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 インターン生と共に取り組んで  (人材育成事業担当 森本のり子) 
 柏原君は会員サービスの重要性を面接の段階ですでにしっかりと認識していました。会員へのサービス

向上を目指して、会員サービス担当のインターンが設定されたことにより、スタッフ全体の会員サービス

への重要性の認識が向上したと思われます。 

当会は今まで様々な会員からの支援によって運営されてきた経緯があります。そんな会員の寛容さに甘

えている部分があり、この２年間会員サービスの優先度が低くなっていました。さらにＨＰから入会申込

みができるようにシステムを整えたことで、今までとは異なるタイプの方々が会員登録をおこなってくれ

るようになったこと、この２つの背景がこのプロジェクトを行ったきっかけでした。まずは、会員になり

たいと意思表示してくださった方に対して、素早いコンタクトを取ること。そして既存会員、新規会員が

当会に何をもとめているのかを掴むこと、それがこのプロジェクトの第１段階目の目的です。!

 会員への資料送付はとても地味ですが、細やかな神経を必要とする作業です。スピーディーかつ丁寧な

対応を行うにはどうしたらいいのか、柏原君と相談しながらシステム化を進めていくなかで、会員管理で

＜スタッフが担う部分・インターン生が担える部分＞をはっきり分けることができました。!

今回のプロジェクトの目玉はなんといっても、当会で初めて実施した会員向けアンケートです。その

設問項目など設定などには、柏原君が会員動向などをできる限り把握し、会員の回答しやすいアンケート

を実施することができたと思われます。それは言い換えると「会員目線の中身の濃いアンケート」でした。

その返送数も想定していたより順調で、寄せられたアンケートの自由記述欄にはとても貴重なご意見が書

かれていました。残念ながら期間中にこの集計をすることができなかったのですが、柏原君には引き続き

インターンとして残ってもらい、集計の結果を会員サービスにきちんと反映させていってもらえるものと

期待しています。!

 提案・実施した会員向けアンケート 
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 プロジェクト概要   地域、行政、大学、企業と連携し、環境をテーマとした様々なイベント企画や、

リユース瓶の活用等、環境配慮につながる具体的な社会システム構築に取り組んでいる。このプロジェク

トでは、環境をテーマに企業と協働し、環境配慮型の社会システムの具体的構築をめざすプロジェクト「２

R（リユース・リデュース）プロジェクト」に、スタッフとして実務に関わり、新規立ち上げ事業の推進

に取り組む。また、大量消費・大量廃棄の現状の変革を目的に取り組んでいる、｢リユース(再使用)食器｣

システム導入などのごみ減量活動を、多くの人にわかりやすく伝えるツールを制作する。 

 

月 インターンの業務内容 
   

4 月  現場スタッフ＠鴨川さくらまつり、ｱｰｽﾃﾞｨきょうと 

  団体紹介映像の検討、打ち合わせ 
  -京都メディフェス会議への参加 

 2Rシステムプロジェクトの概要説明 映像撮影＠帝塚山学園祭、ロハスフェスタ 

5月 2R会議への参加 ごみ分別のサイン案の制作 
  次回映像撮影についての打ち合わせ 

6月 ・アンケートの検討打ち合わせ 映像撮影（撮影）＠東山区ふれあいひろば 

  -京都メディフェス学生企画への参加 

7月 ・マイボトルに関するニーズアンケー

ト調査 、集計 

ごみ分別サインの制作、実施＆現場スタッフ＠京都大

作戦2008 

 2R会議への参加、議事録作成 現場スタッフ＠左京区ふれあいまつり 

8月 2R会議への参加、 写真撮影＠サマーロハスフェスタ 

  映像編集の打ち合わせ・テスト制作 

9月 2R会議への参加 現場スタッフ＠京都音楽博覧会2008 

  活動紹介CMの制作 

  -京都メディフェスの運営 

10月  京都市用ごみ分別サインの制作 

  活動紹介CMの完成、ブログアップ 

  団体・活動紹介映像の打ち合わせ、制作 

  現場スタッフ＠ベジタリアンフェスティバル 

NGOと企業が連携するエコプロジェクト支援 
-環境をテーマとした、大学や企業との協働による新規立ち上げ事業の推進- 

特定非営利活動法人 地域環境デザイン研究所 ecotone 

2Rプロジェクトの推進 ごみ減量活動のツール制作 
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 プログラムへの参加目的   

将来、地球環境や動物の保護に深く関わり、世の中の流れを自ら変えていきたいと考えており、そのた

めに必要な知識やスキルを身につけたいと思い参加。スタッフ同等の立場で責任感をもって、企画段階か

ら事業に関わることのできるインターンシップを通じ、社会貢献をビジネスとして成り立たせる企画力を

つけたいと考えている。また、社会に貢献することを仕事として活躍する人たちと関わり、幅広い視野で

世の中を見られるようになりたいと思っている。 

 プログラムをふりかえって  

インターンを始めた当初は団体の多忙な雰囲気に圧倒され、なかなか積極的に行動できなかったり、プ

ロジェクト以外にも、NPO や団体のことに関しての知識が乏しかったため、こんな頼りないインターン

で大丈夫なのだろうか？と不安でいっぱいでした。しかし、自身の関心・得意分野を生かした分別サイン、

映像制作を担当させてもらえたことで、さまざまな形で団体をサポートできることを知り、やりがいを感

じながら活動することができました。関心のあった環境保全を世の中に広めるためのしくみについてはも

ちろん、他にも市民メディアの活動への参加など、プロジェクトに直接関係のないものでも、関心のある

活動を積極的に勧めていただき、学ばせてもらいました。さまざまな経験を積む機会をいただいたおかげ

で多様な知識とスキルを身につけることができました。 

今回のインターン期間中で得たものの中で最も大切なのは出会った人々だと思います。これは、このイ

ンターンシッププログラムを経験すれば誰もがそう感じることかもしれませんが、私はこの半年で本当に

様々な人と出会い、多くの会話をかわしました。この半年間で出会った人は、今までで出会った人々の中

でも特に中身の濃い方ばかりで、多くの方が自分が信じて選んだ道で、笑顔で活動しているのをみて、自

身の生き方についても深く考えることができました。そして、これから社会で働いていくにあたって何を

優先させていきたいか、どういう生き方をしたいのかということも明確になりました。インターンを通し

て、人とのつながりの大切さを実感することができました。さまざまな経験を通して、常に刺激と、笑い

を与えてくれたみなさん、本当に半年間ありがとうございました！!!

 

NPOでのボランティア・インターン活動経験  
・龍谷大学ボランティアセンター学生スタッフ 

大西 未生 龍谷大学 文学部仏教学科 四回生 

関心分野、研究テーマ 
・地球環境保護、動物愛護を中心に、平和学への関心 
・研究テーマは「現代社会における宗教の平和への可
能性」。環境破壊等にはどめをかける仏教の平等精神の
思想をどのように社会へ発信できるかを課題に研究。 

約 440時間勤務 
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 インターン生と共に取り組んで  (代表理事 太田航平／理事 北川真理子) 
大西さんは、インターン期間中を通して常にひとつひとつの事柄にじっくり向き合い、当初は事務局の

事業のスピード感に充分についていけず苦労する場面もありましたが、各事業の節目での振り返りを通し

て、自分自身の作業のスピード感を高めることの大切さを自ら認識しながら、団体の活動紹介映像という

事務局としても新規の事業分野において、スタッフが持ち合わせないスキルを活かしながら主体的に業務

を推進しました。大西さん自身、団体の広報ニーズの掘り起こしから、必要な映像コンテンツの収集、映

像化のプロセスで、沢山の悩みと試行錯誤があり、さらに各スタッフの忙しさから充分なフォローが受け

られない状況もありましたが、難しい業務にも明るく真摯に、しかし果敢に挑戦した姿勢には、ecotone

事務局スタッフも沢山の刺激を受けました。 

企業との連携に関するプロジェクトでは、結果的に当初の想定と実際の事業の動きとの間にギャップが

あり、団体として主体的に事業を押し進める体制とすることに、非常に労力を伴った事業だったこともあ

り、インターンが関わる事業としては難易度の高い内容となってしまいました。就職活動の合間をぬって

毎回の会議に出席し、業界の一角を担う人が参加する「難しい」会議の議事録作成を、この場でしっかり

と担った経験は、きっと今後の人生の武器になるはずです。 

事務局としては、インターン期間中に様々なテーマに巻き込んだ結果、タイムマネジメントや進捗管理

に対する効率的なコミットが十分でなかった点が非常に心残りです。大西さんは今後も、当団体が推進し

ている各プロジェクトを、共に推進していきたいという思いを持っているとのことから、今後も事務局の

一員として、さらに一歩踏み込んだ関わり、取組みが実現できるよう調整していきたいと思っています。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

現場で活躍する様子 

制作した 

ごみ分別サイン 

団体活動 
紹介映像 

http://blog.canpan.info/ecotone/ 
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 プロジェクト概要   京都は、全国的に見てもＮＰＯや市民活動が盛んな地域と言われているが、大学
生は京都ならではの市民活動やＮＰＯに触れる機会があまりない現状がある。京都に集まる大学生に、も
っと京都のＮＰＯや市民活動を知ってもらい、たくさんの人と出会い、活動の魅力を知る機会を提供し、
その活動をサポートしてもらうため、このプロジェクトでは、学生を対象に、京都のＮＰＯ・市民活動を
知るための事業を企画・運営し、学生とＮＰＯのいい出会いをプロデュースする。 

"

月 インターンの業務内容 
4月 オリエンテーション、基礎研修 
  きょうとＮＰＯセンターについてのオリエンテーション 
5月  ＮＰＯ初歩講座の受講 
 京都のＮＰＯや市民活動に関する情報収集・体験実習 
  文献閲読、コミュニティビジネスについての調査 
  ラジオ原稿作成、Kyoto Happy NPO サブパーソナリティー参加 
  事務（発送、入力）作業、災害センター協定式への参加など 

6月 事業の企画・提案 
  コミュニティビジネス取材準備 
  事務（発送、入力）作業 
  プロジェクトの企画検討 
  Kyoto Happy NPO サブパーソナリティー参加 

7月  Kyoto Happy NPO パーソナリティー参加 
  プロジェクトの企画検討、企画書作成 
  事務局会議での企画提案プレゼン 

8月 事業実施  
  活躍する学生への取材依頼、実施 
  「第一回学生チェンジメーカー交流サロン」の開催 

9月  NPOのための広報 スキルアップセミナーの受講（橋本） 
  京都メディフェスへのスタッフ参加（橋本） 
  留学先（中国）からの情報発信を検討（日本人留学生支援 NGO 交流イベント

への参加等）（岩本） 

10月  日本人留学生支援NGOミーティングへの参加（岩本） 
  取材原稿の作成、ウェブアップ（橋本） 

  ネットミーティング 

大学生とＮＰＯとのいい出会いを、皆さんがプロデュースするプロジェクト 
-ＮＰＯ・ボランティアを知る！学生向け事業企画- 

特定非営利活動法人 きょうとＮＰＯセンター 
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 プログラムへの参加目的   
行政の手が行き届かなかったり、見落とされたりしている部分に光を当て、特に社会的弱者という立場
に居てしんどい思いをしている人と同じ目線で寄り添い支えになれる、NPO や NGO の市民団体の社会
的な役割に関心をもつ。大学では「NPO が持つ可能性をどうしたらもっと広げていけるのか」を勉強し
ていきたいと考えており、将来的にどのような職種を目指すかを悩む中、このプログラムを通して次のス
テップへのヒントを得たいと思い参加。 
 プログラムをふりかえって  
きょうとNPOセンターの野池さんには、２月のキャリアデザインのセミナーでお会いしました。自分

のもやもやした想いを聞いていただき、留学のため途中で抜けることを承知でインターンとして受け入れ
ていただきました。私は高校時代様々なNPO・NGOと関わる機会があり、活動する中で分野を越えた共
通する問題があることに気付き、中間支援に興味を持ちました。地味な部分であるけれどこれからの市民
社会全体にとって、とても重要な部分だと思ったからです。初めて身近で見る中間支援の仕事。沢山の種
類があり一口で言えないけれどどれもとても新鮮でした。少しずつ職員さんともお話できるようになり、
勉強になることばかりでした。まさに“社会を創る仕事を自分達で創っている人たち”「なんてカッコイイ
んだろう！！」と思いました。そこには日々の地道で丁寧な仕事が根底にあることも知りました。自主企
画では初めは全然案が浮かばなくてとても悩みました。野池さんや一期生の北内さんにアドバイスを貰い
ながら、相方の橋本君と何時間も話合いました。生みの苦しみでしたが今思えば話し合いは面白かったで
す。私は今まで企画を自ら立てたことはなく、とても苦手意識がありました。特に恒例になっていたり、
必ずしなければならない企画というのは「なにかしないと」という意識が先にでて辛い結果に終わること
が多く、派手なイベントなどはできるだけ避けたいと思っていました。しかし企画を進めるうちにHP上
だけでなく学生チェンジメーカーの生の声を学生に届けたいと自然とサロンの話がでて、私も一人でも多
くの人に話しを聞いて貰いたいと必死になり、そんな自分に驚きでした。このインターンシッププログラ
ムに参加したことで、繋がりのありがたさや温かさをより感じるようになり、留学での新たな目標もでき
ました。本当に参加してよかったです。色んな経験の場をいただき、可愛がっていただいて、お世話にな
った皆さんに感謝の想いで一杯です。 

 

NPOでのボランティア・インターン活動経験  
・障害を持つ仲間と共に歩む豊中若者の集い(障害児統合教育推進団体) 
・神戸フリースクール 
・JPcomフィリピンスタディーツアー2005 
・JICAタイ研修  2007年 
・滋賀県国際交流教会クルージングイベントスタッフ07 
・龍谷大学ボランティア・NPO活動センター学生スタッフ 
・小栗栖日本語教室 

岩本 陽子 龍谷大学 法学部政治学科 二回生 約 180時間勤務 
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 プロログラムへの参加目的   
長期の留学から帰国し何か自分の力でやってみたいと考えていたところ、このプログラムについて知り、
NPO やインターンシップへの関心から、NPO の成り立ちや仕組みなども幅広く学んでいきたいと思い参
加。自分たちで企画を立ち上げ、最後までやり抜くという、実践的で大きな責任の伴う充実した内容に興
味を惹かれ、このプログラムを通して自分を成長させていきたいと考えている。 
プログラムをふりかえって  
気づけば早6ヶ月。初めは6ヶ月間の長期インターンがつづくか、と考えたこともありましたが、しっ
かりと面倒を見てくださるセンターのみなさんや一緒にインターンをしていく仲間、そしてインターンス
タッフのみなさんのおかげで続けることができました。ありがとうございます。 
きょうとNPOセンターでのインターンを通して、いままで知らなかった世界に足を踏み入れ、NPOの

社会への役割やこれからの可能性をほんの少しではありますが、視ることができました。まだまだ奥が深
いです。社会に出るのは何も企業に限ったことではない。このことをより多くの人、特に学生に知っても
らいたい。これが私たちに課せられたテーマ、’学生とNPOをつなげる‘の本当の始まりです。 
いろいろと悩んだ結果、この学生チェンジメーカー企画が立ち上がりましたが、綿密な計画を立ててい
なかったこと、また決めてもその通りにできないなどの不手際のため企画を最後まで完成させることがで
きませんでした。忙しいと自分に言い訳をして遅れたところも本当に多くあり、結局のところ、私は自分
に甘かったです。スタッフの方にも大変迷惑を掛けました。申し訳ありません。 
スタッフの方の補助はありますが、インターンシップは‘自分で自分を成長させる場’です。言われたこ
とをするのではなく、自分で考えて行動する。頭では分かっていても、本当に解っていませんでした。な
にをするにしてもやるのは自分。考えられるだけ考え、やってみて、失敗して、次に活かす。そこから得
ることがたくさんあります。これが本当の成長です。もちろん相談すればスタッフの方は応えてくれます。 
まだまだ当初の目標を達成していない自分。これからもきょうと NPO センターに残り、参加目的でも
ある自己の成長、そして最後までやりぬくということの責任を果たします。 
6 ヶ月間、本当にありがとうございました。 
どうぞ‘学生チェンジメーカー企画’ と私をこれからもよろしくお願いします。 

NPOでのボランティア・インターン活動経験  
・なし 

橋本 浩司 京都産業大学 外国語学部 四回生 

関心分野、研究テーマ 
・フェアトレード・ボランティア 

約 235 時間勤務 
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インターン生と共に取り組んで  (プロジェクト・マネージャー 野池 雅人) 
 今回の２期生のインターンシップでは、プロジェクトの成果という面はもちろんですが、私たちの組織
やスタッフにも非常によい影響がありました。 
 そもそも、当センターがこの長期インターンの学生に求めている事は、私たちの仕事の手伝いをしてほ
しいとか、NPO のことを知ってほしいという事ではありません。学生自身がもっている感覚、視点その
ものを使って、学生とNPOが有機的につながり、京都の街が活性化するための役割を担ってほしいとい
うことです。このプロジェクト自体は昨年度の１期生から続いているものではありますが、6ヶ月間とい
う長いようで短い期間の中で１期生がつくってくれた土台のうえに、今回の2人はその役割を担い、一つ
のカタチをつくってくれました。 
 プロジェクトの成果として具体的に挙げると、２人が企画し、実践した（正確に言うと、現在も実践し
続けている）「学生チェンジメーカー」サロンの実施とウェブサイトの構築です。NPOとかボランティア
という言葉を使わない、あえて NPO と言わずして NPO やボランティアが持っている価値観を伝えよう
という取り組みと、自分たちと同じ学生で動き始めている学生たちを幅広く紹介し続ける事で、「自分に
も何かできそうだ」「やってみたい」という意識につなげようということ、非常に面白い視点を持って取
組んでくれました。現に、サロンには30名近い学生たちが口コミで集まってくれましたし、次の３期生
やウェブ制作を担当している学生さんも、「これ、おもしろい！」という２人の企画に共感して関わって
くれています。小さいながらも確実にそのつながりの輪を広げる事ができたことは、このプロジェクトの
大きな成果であると思います。 
 また２人の取り組みへの姿勢や熱意は、センター職員の意識の変化にも影響を与えています。今回の２
期生２人ともが今後も継続してセンターに関わり続けてくれることになりました。１人は継続して３期生
とともにプロジェクトに関わり、もう１人は留学先の上海から定期的に中国の市民活動情報を配信してく
れようとしています。こういった流れや関係性ができつつあること自体が、このインターンシップの取り
組みそのものが非常に意義あることだという意識に組織内、職員内において定着し始めていますし、徐々
にではありますが、この２年間手探りであった目指すインターンシップのあり方にも手応えを感じるよう
になりました。 
 私たちがミッションとして掲げている「市民社会の創出」、それは市民が自立性を持ってゆるやかに連
帯し、主体的に参画できる社会を築きたいという想いでもあります。まだまだプロジェクトもインターン
自体も改善の余地は多々あるわけですが、このインターンシップがミッションの実現に向けた具体的な取
り組みとして、今後も、インターン生とともに創り上げていきたいと思っています。 
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取り組みが掲載 
された新聞記事 

第一回学生チェ
ンジメーカー交
流サロンの様子 

 

企画した学生 
チェンジメーカー 
を紹介するサイト 
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 プロジェクト概要  ＮＰＯ・ＮＧＯは新しい人材を求めているが、「ＮＰＯ・ＮＧＯで働きたい」とい

う思いを持つ若者がその人材募集情報を入手することはきわめて難しい。また、仕事の内容ややりがい・

苦労といった働く現場の実態が伝わっておらず、採用のミスマッチが起こる現状がある 

この現状に対し、ＮＰＯ・ＮＧＯが人材募集やスタッフの仕事の関する情報を発信する場として、ポー

タルサイトを構築し、若者をＮＰＯ・ＮＧＯでの就業へとつなぐ仕組みを創出する。 

"

"

月 インターンの業務内容 
４月 プロジェクトの目的の共有・明確化 

  サイトが対象とするユーザーを段階別に明確化 

 プロジェクトを実施する環境の分析 

  NPOの求人関連サイトの調査 

  （人材募集・イベント情報の掲載件数や掲載の仕方、運営サービスの調査） 

５月  企業就活サイトの調査し、NPO関連サイトと比較 

  人材募集・イベント情報の掲載項目・フォーマットの検討 

６月 サイトコンテンツの企画・提案 

  サイトコンテンツの追加提案 

 サイト運営方法の提案 

７月 サイトコンテンツの制作 

  コンテンツに関わる資料調査 

  ページ構成の企画・サイトコンテンツ全体の再構成 

  企画書の作成 

８月 サイトの構築 

  サイト形態・情報登録の仕組みの提案（XOOPS使用） 

   情報登録フォーマットの作成 

  XOOPS使用法の研究、サイト制作開始 

９月  サイト制作 

  サイト形態の再検討 

１０月  サイト形態（html 使用）への変更 

  コンテンツ制作・サイトデザインの修正 

“社会を変える仕事”を伝える、ポータルサイトの構築を通じて、 
若者をＮＰＯ・ＮＧＯでの就業へとつなぐ仕組みを創出する！ 

特定非営利活動法人 ユースビジョン 
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プログラムへの参加目的  

国際関係に興味があり、国際協力においてはNGOやNPOは国連や政府機関と違い大きくなくても、

よりターゲットを絞った必要とされている活動ができるところに興味を持つようになる。責任のある、

もっと充実した仕事に本気で取り組んでみたい、また、将来 NGO・NPO への就職も視野に入れ雰囲気

を味わい、実際に自分に合っているのかどうかを調べ、自分自身を成長させたいと思い応募。 

 プログラムをふりかえって  

インターンシップを終えてプログラムを振り返ってみると、自分なりに色々と成長できた点や学んだ

ものが多かったと実感しています。まず、計画・目標の設定、時間管理の重要性を学んだこと。これは

あらゆる活動に応用でき、これらの要素の一つでもおろそかにすると、中途半端な結果しか残らないと

いうことをこのプロジェクトを通じて強く認識しました。そして、企業でも行政でもない、第三のセク

ターに自主的に深く関われたことが、自分の視野を大きく広げたと思います。卒業後は企業に就職する

ことになりますが、これからも何らかの形でNPO活動に関わっていきたいと思います。 

印象に残っていることは、事務所でのインターンシップ実行委員会の方々の喧々諤々のミーティング。

実行委員の方々が真剣にこのプログラムを考えて、試行錯誤しながら運営しているのを見て、多くのイ

ンターンシップ・プログラムの中で、このプログラムを選んで良かったと思いました。また、合同のプ

ログラムということで、他団体のスタッフや同期のインターン生との出会いはとても刺激的でした。"

インターン生と共に取り組んで  (事務局スタッフ 桑田 真理子・事務局長 芝原 浩美) 

 プログラム開始当初から、夜遅くまで事務所でプロジェクトに従事し、スタッフも驚くほどの集中力

で、サイトの調査・企画・制作に取り組みました。その真摯な姿は、他のスタッフの仕事に取り組む姿

勢にもよい影響を与え、日々の業務に真剣に向き合うという意識をより高めてくれました。 

 商用サイトの制作・運営経験のある中島くんは、その専門的な知識・技術を活かし、管理者の手間を

かけずユーザーが情報を登録できる仕組みを提案するなど、専従スタッフだけでは計り得なかった機能

的なサイトの提案をおこないました。また、NPO・NGO で働く基本や実態を知りたい、現場の経験を

得たいといった関心別に情報を分類したり、キャリア別にインタビュー記事を分類するなど、ユーザー

の立場にたって情報を分類し、発信するという工夫を加えたサイトを構築しました。 

 このプロジェクトは、NPO・NGO の人材育成に関わる事業を展開させる基点となる、大変重要なプ

ＮＰＯでのボランティア・インターン活動経験  
・大学での留学生のサポート活動など 

中島 健太" 京都産業大学 外国語学部 四回生 

関心分野、研究テーマ 
・国際協力・国際交流 
・大学では多文化共生についてのゼミを専攻。 

約 450 時間勤務 
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ロジェクトです。中島くんには、サイト制作技術を持つプロジェクトのコアスタッフとして、大きな責

任と期待がよせられていました。さらに、他の事業とも連動してプロジェクトを進めなければいけない

ため、非常にタイトなスケジュールで行われ、特に制作においてはその作業の多くが中島くんの技術に

託されていたため、創り上げていくのに大変な苦労があったと思います。しかし、中島くんは弱音をは

くことなく常に高い目標をもって取り組み、できあがったサイトは、情報が体系化された、ユーザーに

とってもわかりやすい期待にこたえるものとなりました。 

また、中間合同研修では、プロジェクトの中間報告に対して、NPO・NGO 側にとっても役立つ情報

を掲載してはどうか、というフィードバックを他の団体のスタッフからうけました。研修後のふりかえ

りでは、若者が NPO・NGO で働くために必要な情報を発信するだけではなく、組織が若者を雇用する

にあたってつくるべき体制などについての情報を発信するサイトをめざそうという考えが、中島くんか

らも提案されました。今期のプロジェクト期間内では、コンテンツこそ制作できませんでしたが、この

考えは、今後サイトを拡充していく上でのねらいやサイトを特徴づけるコンテンツとして、今後も大き

く活かしていきたいと考えています。 

この半年間、熱意や力、技術をフルに投入し、NPO・NGO の人材育成に関わる事業を推進する上で

の基礎を築いてくれた中島くんに、心から感謝しています。 

構築したサイト 

サイトの制作に 
従事する様子 
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長期で向き合いちゃんと評価する 
事務局：半年間のインターンお疲れ様でした。ま
ずは、6ヶ月間という長期に取り組んでみてどうで

したか？ 

インターン：6ヶ月間あったので、団体やその事業
に関わるいろんな仕事を知れて、長期はやっぱり

おもしろいなと思いました。 

インターン：インターンといえば、短期間でする
仕事も雑用になりがちなイメージがありました。

このプログラムでは、長期間で深くがっつりとプ

ロジェクトに取り組めるのではと思って参加した

んですが、自分の働きをちゃんと評価してもらえ

たと感じています。 

インターン：長期だから、プロジェクトを企画か
ら始めて、ゆっくり向き合うことができたと思い

ます。ただ、短期の場合、既に設定された企画を

こなして完成すればやった感はあるけど、長期の

場合、ゴールが曖昧なまま進んでしまい、結局終

わりませんでした、で終わってしまいがちなんじ

ゃないかと。だからこそ、スケジュール決めって

大切だなと思いました。 

 
 
ゴールとモチベーション 
実行委員：プロジェクトのゴールと個人のゴール
をすりあわせ、モチベーションを保ちながら活動

していくためには、具体的にどういう行動計画を

たてて進めていったらよいか、実は実行委員もよ

く悩みました。 

実行委員：団体に馴染むまでにどのくらい時間が
かかりましたか？ 

インターン：最初の一ヶ月は、あまり行けてなか
ったこともあり、何をどうしていいかわからずと

まどっていました。やることがはっきりしてきて

から楽しくなりました。 

インターン：私は最近が一番楽しいです。最初は、
インターンってどこまでやっていいのかもわから

なかったのが、最近では、自分でやることも見つ

けるようになりました。やるべきことが見えてく

ると、やりがいもあるし、事務所に行っても楽し

くなってきます。最初は、スタッフの人たちがみ

んな忙しそうなので、声をかけづらくて。。 

実行委員：そういう意味では、修了後も継続して
団体に関わってた一期生の存在はどうでしたか？ 

インターン：いてくれてよかったです、よく声を
かけてくれたりしてくれて。 

インターン：同じような経験をもち、気持ちをわ
かってくれるのか、気にかけてくれたみたいで、

一番聞きやすく話しやすかったです。 

実行委員：逆に、前期生の立場で、三期生の事前
合同研修に参加してくれた時はどうでした？ 

インターン：三期生の存在は刺激になりました。
合宿もですが、その前の次期インターン生を募集

するためのセミナー（応募説明会）に参加したこ

ともそうでした。 
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目標や計画を明確にして取り組む 
事務局：合同研修の感想を教えてください。 
インターン：事前合同研修は泊まり込みだったの
で、みんな仲よくなれました。 

インターン：他のインターン生やスタッフの経歴
も知ることができて、おもしろかったし、刺激に

なりました。 

インターン：目標を立てることでやる気がでて、
これから自分がプロジェクトの中でこういう風に

やっていこうという気持ちが明確になりました。 

実行委員：今回、中間研修を、事前研修から約 2

ヶ月後に行いましたよね。 

実行委員：そう、中間研修を、プロジェクトのゴ
ールを再設定する機会だと考えて、今年は早めの

タイミングにしたのですが、どうでしたか？ 

インターン：自分にとってもいいタイミングでし
た。プロジェクトが、0からの企画だったのでなか

なか進まず、中間研修がしっかり計画を立てる機

会になりました。 

実行委員：中間研修が本格的なスタート！？にな
っている面もありますね。 

インターン：他団体の人へ発表する機会があるこ
とで、自分のインターン活動やプロジェクトをし

っかりと見直すことができたと思います。団体内

のインターンと話すこともあるんですが、そんな

ことやってるんやぁという会話程度で終わってし

まいますから。 

自分にはない意見、相談し合いながら 

実行委員：いろんな分野の NPO・NGO が集まっ
て、せっかく合同でやってるんだから、広い視野

を持つ機会になれば、、という思いもありました。 

インターン：ＮＰＯ・ＮＧＯっていってもいろい
ろで、それぞれ違うんだってことがわかってよか

ったです。自分が活動していく中でも、まわりの

人の意見を聞くことで、自分にはないものがわか

って、それをとりいれて進めていくことができま

した。 

インターン：自分一人の意見ではだめだなと思っ
ていたところに、みんなの意見をもらえて、、合同

のよさを感じました。 

インターン：ただ、発表があると準備が大変なの
で、ただ集まって話して、相談や意見交換をする

機会も、合同研修とは別にあればいいなと思いま

した。 

インターン：中間報告の前にインターンだけで集
まったんですが、その時自分だけできていないの

かと不安だったのが、みんなも悩んでいるんやと

わかって、がんばろうと思えました。 

実行委員：そうですね、実行委員の側でも、月一
回の実行委員会で、プロジェクトの進行具合やイ

ンターン生の活動状況について、お互いに相談や

意見交換をしながら進めてきました。インターン

生同士でももっとそういう機会がつくれればよい

ですね。 

事務局：みなさん、ありがとうございました。 
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