
 
アジア太平洋こども会議・イン福岡（APCC） 

  
グローバルブリッジリーダー（GBL） 

アクションプログラム 

「国連ハビタット活動体験 inスリランカ」 
～世界で活躍するリーダーを目指す高校１・２年生対象～ 

 

＜ パイロット版 ＞ 
 

募集要項 

１ 目的 

単なる国際交流ではなく、国際的な視野を持ち、自分で考えアクションが起こせる若者（高校生）

を育成するためのプログラム。「自分たちにできる国際貢献」を自ら企画し現地で実施してくること

や、海外で実際に行われている国連ハビタットの事業を体験することを通して、国際貢献への「真

の気付き」を得る。また、帰国後の啓蒙活動を通して発信力や行動力を養いAPCCが目指すグロ

ーバルブリッジリーダーとしてより良い社会に向けて自らアクションを起こせる人材となる。 

 

２ 主催 

NPOアジア太平洋こども会議・イン福岡（APCC） 

＜協力団体＞ 国連人間居住計画（ハビタット）福岡本部（アジア太平洋担当）、 

    BRIDGE CLUB スリランカ、スリランカ教育省 

 

３ 事業内容 （予定） 

 

 

 

12 月             3 月末        4 月～7 月           8 月 



Ⅰ 事前研修 【2015年 12月〜2016年 3月】 

スリランカでの現地プロジェクトへ向けて、具体的な活動内容を調査・企画する。 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 現地プロジェクト 【2016年 3月末】 

事前研修で企画した活動を現地で行う。実際の体験でしか得ることの出来ない気付きを感じ、

事後活動に生かす。 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 事後活動 【2016年 4月〜8月】 

 帰国後、現地プロジェクトで得た知識・経験をもとに啓蒙活動を行う。身近で起こせるアクショ

ンを自分たちで考え、実行する。 

   

  

 

 

 

 

 

Ⅳ 成果報告 【2016年 8月下旬】 

    事業の集大成として、プログラムの成果報告を行う。 

 

 

 

 

【プログラムの日程・詳細】 

時期  内容 

2015 年 12 月 1 日（火）

締め切り 

事前課題 レポート『スリランカについて事前調べ』 

 

■ 現地プロジェクトの内容  

（１） 実施国：スリランカ 

（２） 活動内容（例） 

1. 参加者が事前に企画した活動を実施 

2. 国連ハビタットが現地で活動している事業を視察・体験 

3. 現地で活動している日本の NGOの活動視察・体験 

4. BRIDGE CLUB スリランカとの交流 

 

■ 事前研修の内容 

（１） オリエンテーション 

（２） BRIDGE CLUB スリランカメンバーに Skypeでヒアリングを行い、現地プロジェクトの活動を

一緒に企画する 

（３） 現地プロジェクト活動の発表 

（４） 現地プロジェクト活動実施の為の準備 

■ 事後活動の内容 

（１） 帰国後報告会 

（２） 現地での体験を活かし身近でできる国際貢献活動を皆で企画実施 

（３） 啓蒙活動 （所属する学校での啓蒙活動を自分で企画実施） 

（４） グローバルブリッジリーダートレーニングキャンプ（７月１７日（日）予定）に参加し英語でプ

レゼンテーションを行う 

 

■ 成果報告の内容 

（１） 事業の集大成として成果を報告 

（２） 修了後のアクションプランを発表 

 

 



時期  内容 

2015年 12月 6日（日） オリエンテーション 

研修１ 

プログラムについて説明（保護者も参加） 

自己紹介・グループ分け 

国連ミレニアム開発目標（UN MDGs）について 

BRIDGE CLUB スリランカとの顔合わせ 

※BRIDGE CLUB スリランカ メンバーを各グループに配置 

  Skype で連絡をとりながら一緒にグループワークに取り組む 

2015年12月20日（日） 研修 2 グループワーク 

UN MDGｓの 8つの目標からひとつのテーマを選び、グループご

とに現地プロジェクトでの活動を企画 

2016年 1月 10日（日） 研修 3 活動企画発表・決定 

各グループが互いに活動企画を発表し合い、より良い企画案を

導き出す 

1月 24日（日） 研修 4 現地プロジェクト活動準備 

国連ハビタットについて講義（外部講師：国連ハビタット） 

2月 6・7日（土・日） 宿泊研修 現地プロジェクト活動準備 

在福岡スリランカ人からヒアリング・交流 

国連ハビタット事業・NPO事業の事前調査 

帰国後啓蒙活動計画 

2月 21日（日） 研修 5 現地プロジェクト活動準備 

結団式発表準備 

3月 13日（日） 派遣事業結団式 
ミッションプロジェクト 
参加者と合同開催 

研修 6 

現地プロジェクト活動計画の発表 

 

出発前最終準備・確認 

3月 20-28日（9日間） 

現地プロジェクト in スリランカ  ※現地プログラムは英語にて実施予定 

（コロンボ）国連ハビタット コロンボ本部 にてオリエンテーション 

（コロンボ）BRIDGE CLUB スリランカと企画した活動実施 

（コロンボ）日本の NGOの活動視察 

（キリノッチ）国連ハビタットの事業視察・体験 

（マンナール）国連ハビタットの事業視察・体験 

4月 10日（日） 活動 1 報告会準備 

学校での啓蒙活動計画 

4月 17日（日） 派遣事業報告会 
ミッションプロジェクト 
参加者と合同開催 

現地プロジェクト活動報告 

4月未定 市長表敬訪問 現地プロジェクト帰国報告 



5月 15日（日） 

6月 5日（日） 

6月 26日（日） 

 

※上記日程以外にも活動が

入る可能性あり 

活動 2 

活動 3 

活動 4 

帰国後活動・啓蒙活動 

必須）所属する学校での啓蒙活動 

その他) 現地を見たうえで身の回りで出来るアクション 

       留学生との英語でのディスカッション 

       地域で報告会やセミナー開催 など 

GBL トレーニングキャンプ プレゼンテーション準備 

成果報告準備 

7月 17日（日） GBL トレーニングキ

ャンプ 

PA キャンプ・GBL トレーニングキャンプ参加者（福岡の高校

生）に対して英語でのプレゼンテーション 

グループディスカッション 

8月 7日（日） 活動 5 成果報告準備 

8月 28日（日） 成果報告 最終報告会 

 

４ 募集 

（１）募集人員  10名 ※最小催行人数 8名 

（２）募集締切  平成 27年 1１月 ２0日（金） 18：00必着 

（３）応募資格  （下記①～⑤のすべてに該当する者） 

① 事業目的、及び APCCの理念・ビジョンに賛同し、自ら積極的に参加する意欲があること 

② APCCの事業に何らかの形で参加したことがあること 

③ 応募時点（2015年 10月）で高校 1・2年生であること 

④ 心身ともに健康であり、上記すべての研修及びプログラムに参加できること 

⑤ 海外旅行保険に加入できること 

 

５ 応募方法 

下記の書類を取りそろえ、1１月２0 日（金）18：00 必着にて、APCC 事務局へ郵送または持ち

込みにより申し込むこと 

 

① 参加申込書 ・・・ APCCホームページより指定の様式をダウンロード 

② 課題  ・・・ 小論文  テーマ）あなたにとって国際貢献とは？ 

     ※600字以上 800字以内。手書き不可、パソコンで作成。 

 

※ 応募書類は返却いたしません。 

※ 参加申込書・課題にご記入いただいく情報は、参加決定後、APCC からの連絡やメンバーリスト作成の

ために使用させていただきます。本人の同意がない限り、引率者及び旅行会社以外の第三者に公表

されることはありません。いただいた情報は本人から削除の要請がない限り、今後APCCにて保管させ

ていただきます。 



６ 参加者の選考、決定 

（１） 参加者の選考 

1. 実行委員会が、応募書類と面接にて選考を行います。 

※応募者全員を対象に 11月２２日（日）または 23日（月・祝）に面接を実施します。 

2. 応募者には、面接の実施時間を調整し、11月２１日（土）までに通知します。 

なお、面接については、日本語に加え、英語による面接も行います。 

 

（２） 決定 

面接後に参加者を決定し、1１月 30日（月）までに応募者全員に郵送にて通知します。 

 

７ プログラム参加料  

   240,000円  
 

■ 支払方法については、参加決定後決定通知に同封する「参加のご案内」の中で詳しくお知らせします。  

■ 本プログラム参加料に含まれるもの 

 －各種研修・活動、報告会、GBL トレーニングキャンプなどへの参加費 

 －スリランカにおける現地プロジェクト参加の為の旅費 

■ 本プログラム参加料に含まれないもの 

－海外渡航・旅行に関する個人的諸経費 

  現地プロジェクトに準じて発生する諸経費（パスポート取得、海外旅行保険料、 

  ビザ取得費など）は、別途各自でご負担いただきます。 

－各研修・活動、報告会、GBL トレーニングキャンプなどの会場までの交通費 

■ その他、プログラムの内容によっては別途実費をいただくことがあります。 

 

 

8 その他注意事項  

（１） 現地プロジェクトの旅行手配は株式会社日本旅行に委託して実施します。現地プロジェク

ト実施の為のスリランカ渡航にあたり、旅行会社の添乗員は同行いたしませんが、APCC

のボランティアメンバーが引率者として同行します。（大人 2名） 

（２） 現地プロジェクトは、外務省の危険情報や現地情勢を基に参加者の安全を再優先に実

行委員会が実施の可否を決定します。尚、外務省の危険情報が「渡航の是非を検討して

ください」以上になった場合は現地プロジェクトを中止いたします。詳しくは外務省の海外

安全ホームページ（http://www.anzen.mofa.go.jp/）をご覧下さい。 

（３） 感染症の 情報 は 、 厚 生 労働 省 検疫所 の ホー ム ペ ー ジ を ご 覧 下 さ い 。

（http://www.forth.go.jp/） 



（４） 参加決定後、参加者の個人的な都合（ケガ、病気を含む）でプログラム参加を辞退される

場合は、事務局手数料５０００円に加えて、キャンセル時点までにかかった実費を差し引

いた金額を返金致します。 
 

＜プログラムキャンセル料＞ 

   時     期 キャンセル料 

オリエンテーション当日（2015 年 12 月 6 日）～全期間 5,000 円 

 研修参加等 実費 

 

ただし、スリランカ旅行手配にあたっては、下記規定により海外旅行に関するキャンセル

料が発生しますので、上記手数料と実費に加え、旅行キャンセル料をご負担いただくこと

になります。 
 

＜海外旅行キャンセル料＞ 

   時     期 キャンセル料 

（前日起算）現地プロジェクト出発日の 40 日前～31 日前まで プログラム参加料の 20％ 

（前日起算）現地プロジェクト出発日の 30 日前～3 日前まで プログラム参加料の 30％ 

（前日起算）現地プロジェクト出発日の 2 日前 プログラム参加料の 50％ 

現地プロジェクト出発日の前日、当日、無連絡不参加 プログラム参加料の100％ 

※ プログラム参加料から規定キャンセル料を引いた残金を口座振込みにより返金。振込手数料は、本人負担。 
 

参加決定後、参加者の都合（怪我、病気を含む）でキャンセルをされる場合において生じ

る旅行代金のキャンセル料や既に発生した研修実費等については、参加者が全額を負

担し、主催者は負担しないものとします。 
 

（５） 研修や活動中の災害、病気、事故、個人の不注意等によって生じる参加者の損害等に

ついては、主催者は責任を負いません。また、現地プロジェクトの際は必ず海外旅行保険

に加入していただきます。 

 

９ 参加者資格の取り消し 

（１） 研修の無断欠席、研修や活動を妨害する者など、参加者として不適当と認められる者に

ついては参加資格を取り消すことがあります。 

（２） 現地プロジェクト中に資格を取り消された者については、速やかに帰国させ、帰国に要す

る費用は取り消された者の負担とします。 

（３） 上記二項のいずれかに該当した場合、実行委員会は、すでに実行委員会が負担した経

費の一部または全部を、資格を取り消された者から返還させることができるものとします。 

【応募・問い合わせ先】 

  NPOアジア太平洋こども会議・イン福岡 （APCC事務局）  ＜ 担当 ： 酒 井 ＞ 

 〒810-0001 福岡市中央区天神 1-10-1 福岡市役所北別館 5階 

 TEL: 092-734-7700   FAX: 092-734-7711   Email: info@apcc.gr.jp 


