
WEB用報告原稿 

 

平成 27年度「 海外派遣研修（パラオ）」実施状況 

 

 

 

 

 

開発途上国地域での環境保全活動を実体験し、国際環境協力に必要

な知識･技術を高めよう！ 

 

１．目的・ねらい 

本研修は、民間環境活動団体のスタッフや参加活動経験を有する者、あるいは、開

発途上地域における NGO/ NPO の環境保全活動への参加に関心を有する者を対象とし

て、海外研修に参加してもらい、開発途上国の環境問題の現状についての理解を深め、

現場で活動する上で必要となる知識やノウハウ、技術を習得することを行う。 

 

２．実施概要 

（１）開催日時 

事前研修：平成 27年 8月 29日（土）10:00～18:00、30日（日）9:30～15:00 

派遣研修：短期研修 平成 27年 9月 26日（土）～10月 4日（日） 

     長期研修 平成 27年 9月 26日（土）～10月 11日（日） 

事後研修報告会：平成 27年 12月 10日（木）20:00～22:00、11日（金）13:00～15:00 

 

（２）開催場所 

 

事前研修：東京都江東区 リフレフォーラム 会議室 E 

派遣研修：パラオ共和国コロール州・アイライ州・マルキョク州 

事後研修報告会：東京都江東区 TFTビル東館 9階 908・908会議室 

 

（３）各回参加人数 

 

事前研修：参加予定人数 研修生 10名、ERCA2名、ICETT2名 

    実績 研修生 10名、ERCA3名、ICETT2名 

派遣研修：参加予定人数 研修生 10名、ERCA2名、ICETT2名 

    実績 研修生 10名、ERCA2名、ICETT2名 

事後研修報告会：参加予定人数 研修生 10名、ERCA2名、ICETT3名 

     実績：研修生 10名、ERCA2名、ICETT3名 

 

   

パラオ共和国における環境問題解決のために、「循環型社会形成」、「環境教育」、

「環境に配慮した持続可能な観光開発」 



（４）プログラム・当日の様子 

 

 

 

1日目： 8月 29 日（土）10:00～18:00 

10:00～10:15 

挨拶･アイスブレーク・ICETTビデオ紹介 

講師 本田渉（独立行政法人環境再生保全機構地球環境基金部） 

   喜瀬明子（公益財団法人国際環境技術移転センター）  

10:15～10:40 
研修生自己紹介・個人テーマ発表 

ファシリテーター：喜瀬明子・内田智子（ICETT） 

10:50～11:30 
環境保全の意義について（DVD視聴） 

ファシリテーター：喜瀬明子・内田智子（ICETT） 

11:30～12:00 
研修資料説明・グループ分け 

ファシリテーター：喜瀬明子・内田智子（ICETT） 

13:00～14:15 
パラオ社会情報共有 

講師 トムソーヤ･コモノ 野原誠 

14:30～15:00 
現地派遣研修について概要説明① 

ファシリテーター：喜瀬明子・内田智子（ICETT） 

15:00～16:00 過年度研修生の体験談 

講師 平成 26年度研修生 高橋渓太 

16:00～16:15 
挨拶（ERCA） 

講師：草薙智紀（独立行政法人環境再生保全機構地球環境部長） 

16:15～17:00 
現地派遣研修について概要説明②・ソシオグラム 

ファシリテーター：本田渉（ERCA）・喜瀬明子・内田智子（ICETT） 

17:00～18:00 
グループワーク（テーマ･内容） 

ファシリテーター：喜瀬明子・内田智子（ICETT） 

2日目： 8月 30 日（日）10:00～15:00 

10:00～12:00 
グループワーク 

ファシリテーター：喜瀬明子・内田智子（ICETT） 

13:00～14:45 
グループワーク 

ファシリテーター：喜瀬明子・内田智子（ICETT） 

14:45～15:00 
連絡事項・閉講挨拶 

講師：本田渉（ERCA）・喜瀬明子 

 

  

 

事前研修 



■当日の様子■ 

・1 泊 2 日の事前研修で、初めて参加研修生が顔合

わせをした。アイスブレークを行いお互いの理解

を深めるとともに、渡航先のパラオ共和国につい

て情報を共有、また発表資料作成のテーマ別に３

つのグループを作り、渡航までに調査しておくこ

となどを中心に話し合いを持った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月 27日（日） 

実習先／滞在先 キックオフミーティング/The Penthouse Hotel 

ねらいと課題・作業の概要 

研修目的を理解するためにキックオフミーティングを開催した。

また、今回は、模擬 NPOとして活動をするため、NPOの名称、目

的、手段を話し合った。スケジュール、研修先情報、またデイリ

ーレポートの当番などを確認した。各チームの活動計画作成、活

動に必要な資材等の確認をした。各チームの活動計画の共有。 

 

■当日の様子■ 

・キックオフミーティングでこの研修の最初にあたり各チームの滞在期間の活動計画

の基となる模擬 NPOの名称、目的と活動の手段を取り決め、今後の活動目標を理解し

た。 

模擬 NPOの名称：Palau Japan ESD Project 

１ 

現地研修 

事前研修でテーマ別グループにて

話し合い 

２ 

３ ４ チーム L.E.E. チーム MOTTAINAI チーム Vamos! 



活動目的：自然保護と経済発展の両立 

活動手段：人材育成 

 

・研修生は当日午前 2時にホテルにチェックインしたにも係わらず、疲れを見せず、意

見を出し合った。まとめた意見に沿って活動計画を立て、それを発表し各チームと共

有した。 

・キックオフミーティング終了後はホテル近隣を散策し、ホテルや生活に必要な店舗の

位置などを確認した。 

・活動費について予算立てを提案したが、現段階では、具体的な活動のイメージが掴め

ていないグループもあり、活動するに従って予算を考えることになった。 

 

 

 

9月 28日（月） 

実習先／滞在先 パラオ政府（国務大臣など）表敬訪問/教育省・パラオ自然保護協

会（PCS)・パラオ国際サンゴ礁センター（PICRC）・生徒・先生との

ディスカッション/The Penthouse Hotel 

ねらいと課題・作業の概要 

大臣よりパラオ政府の現状、特に観光産業に対する方向性、また

環境保全に対する考え方を伺う。長い歴史を持つ PCS より現在行

なわれている環境保全活動や取組みを理解し、パラオで必要とさ

れる活動を見出す。また。PICRCでは、NPOとして苦労されている

点について伺う。 

小学校・高校の教師、生徒とディスカッションの時間を持ち、渡航

前に考えてきた案についてパラオで実施する場合、その方向性が

あっているかなどについて検討する機会とする。 

 

 

 

 

 

３ 
キックオフミーティングでの

活動計画の発表 

２ 
キックオフミーティングでの

グループワーク 



 

 

■当日の様子■ 

・国務大臣、地域・文化大臣、公共基盤・産業・

商業大臣の 3 名に教育省会議室にて表敬訪問

を行った。国務大臣からは、観光産業が中心の

パラオであるが、観光客の爆発的な増加により

現在は、ホテル不足、WiFiの不足、水不足の問

題があり、その対応策として、ホテルはホーム

ステイを推進し、WiFi の整備も進め、将来的

には、パラオにて国際会議を開催することを目

指したいという話があった。 

・パラオ環境保全協会とパラオ国際サンゴ礁センタ

ーの訪問で、活動内容を把握すると共に各団体で人材不足、資金不足などを抱えつつ

も、努力している様子を理解した。 

・コロール小学校の教師、パラオ高校の生徒・教

師と共に各グループが渡航前に検討してきた

内容について、パラオの実情と合っているかど

うかを 話し合った。現地の様子を聞く絶好の

機会になった。また、その際に翌日の学校訪問

の計画も立てられた。 

 

 

 

 

 

 

9月 29日（火） 

実習先／滞在先 在パラオ日本大使館、JICAパラオオフィス、NPO特定非営利活動

法人日本地雷処理を支援する会（JMAS）、各学校において模擬

NGO/NPO活動の実施/コロール小学校・パラオ高校 

ねらいと課題・作業の概要 

パラオ大使館、JICAパラオオフィスでは、日本の環境協力、協力

事業の概要及び取組みについて理解を深めるためにお話を伺う。

NPO‐JMASでは、第二次大戦中に沈没した船舶から漏れ出す有害

物質処理のために、パラオ政府と調整を進め、海の環境汚染防止

に質する活動を行なっている。 

 

 

 

 

大臣表敬訪問 

 

 

パラオ高校先生と生徒とのディス

カッション 

 



 

 

 

■当日の様子■ 

・在パラオ日本大使館を訪問し、パラオのような

小さい国は、国として維持するには大きな予算

が必要となることから、各所での援助が必要と

なることを学び、JICA パラオオフィスでは日

本の環境協力事業について説明を受けた。 

NPO-JMAS からは、ダイブスポットとなってい

る沈没船やその貨物である爆弾から漏れ出す

有害物質を封じ込める対策について伺った。軍

隊を持たないパラオは、爆弾処理技術を伝える

人材がいない、また法律上爆弾を爆破処理でき

ないなど、このような環境改善協力があること

を知り、またその対応にはいろいろな課題があ

ることを知った。 

・午後、チーム MOTTAINAIチームはパラオ高校の

日本語授業で、ペットボトルの利用を削減目的

のため、エコボトル利用を推進活動を計画し

た。その PR のためにエコボトルを洗うための

エコたわし作り活動を実施した。このエコたわ

しづくりは、生徒の注意を引き、集客やコミュニケーションの手掛かりに利用できる

と確信した。 

チーム LEE はコロール小学校で理科実験の教室確認や使われている教科書などを

確認し、活動にむけて先生と詳細な計画を立てた。 

 

9月 30日（水） 

実習先／滞在先 コロール州廃棄物管理センター、ミューンズ地区コンポスト参加

家庭、天然資源･環境･観光大臣表敬訪問、保護地区ネットワーク

オフィス（PAN）、生徒・先生とのディスカッション/The Penthouse 

Hotel 

ねらいと課題・作業の概要 

廃棄物管理センターで行なわれているリサイクルシステムを理

解する。 また、ここで行なわれている家庭から出る生ごみのコ

ンポスト事業に参加している住民へのインタビューを行い、参加

の動機、継続の理由を聞き、住民取り込のアイデアを得る。PAN

が行なっている国レベルの環境保護を理解する。 

 

 

 在パラオ日本国大使館 

 

JICA/J-MAS 



■当日の様子■ 

 

・コロール州廃棄物管理事務所を訪問･見学し、デ

ポジット制飲料用容器（鉄缶、アルミ缶、ペッ

トボトル）回収ルールや生ごみのコンポスト化

について説明を受けた。パラオは飲料を輸入す

る際には価格に 10セントが課税されている。そ

の費用は、飲料容器を適切に回収しセンターに

持ち込んだ場合に 5 セントが支払われる仕組み

があり、それがインセンティブとなり回収が成

功している。また、そのデポジットよりセンターの

運営費を賄っていることを伺った。次に以前 ICETT

が実施した事業にて家庭から出る生ごみをコンポスト化する活動に 

参加している住民をインタビューした。住民に

話しかけることを躊躇する研修生もいたが、当

時活動した現地通訳を介し理解を深めた。各家

庭では「このコンポストを利用し、良かった」と

いう回答があった。 

・PANオフィスで天然資源･環境･観光大臣への表敬

訪問を行なった。大臣からは、海洋地域の環境負

荷を軽減するために陸上の観光資源を開発した

いと話があった。PANオフィスからは外国人が出

国時に支払う観光税がどのように環境保全に使

われているか、またミクロネシア･チャレンジに

ついて 

説明を受けた。 

・今後、環境税の使い道を観光客に周知するビデオ映像を視聴し、研修生は説明の日本

語が理解しやすいかなどコメントを述べた。 

・パラオ高校の生徒、先生とコロール小学校の先生を交えて、学校で NPO活動内容を説

明し、改善点などを話し合った。 

 

10月 1日（木）独立記念日 

実習先／滞在先 住民へのインタビュー、アンケート実施/パラオ新首都マルキョ

ク 

 

コンポスト協力家庭訪問 

 

 

天然資源･環境･観光大臣表敬訪問 



ねらいと課題・作業の概要 

独立記念日のために新首都マルキョクに集まった住民にチーム、

個人テーマに沿ったインタビューやアンケートを行う。また、住

民との関わることでコミュニケーションスキルを向上させる。 

 

 

■当日の様子■ 

・独立記念日の行事が行なわれているマルキョクの新首都は、研修生が滞在しているコ

ロールからバベルダオブ島を北に車で４０分ほどのところにあり、周辺には余り人々が住

んでいない。行事のために集まった現地の人々に、グループ毎に作成したボードにシールを

貼り付ける方式で環境に関わるアンケートを実施、またはエコたわしの作り方を教えた。広

場には各州のテントがあり、その州の料理などが売られ、研修生はいろいろなものに挑戦し

た。 

 

 

 

10月 2日（金） 

実習先／滞在先 コロール州廃棄物管理センター（質疑応答）、国立廃棄物処分場

M-Dock見学/コロール州レンジャーと共に海岸清掃活動、観光資

源視察/インターナショナルマーケット見学 

ねらいと課題・作業の概要 

廃棄物に関する州、国レベルでの取り組みを理解すると共に廃棄

物処分場で取られている浸出水処理について知る。州のレンジャ

ーと共に世界遺産の海外線を清掃、また環境資源の視察を行な

い、保全の重要性を認識する。インターナショナルマーケットで

は住民との交流を図る。 

 

 

 

 

 

住民インタビュー 

 

住民インタビュー 



■当日の様子■ 

・30 日に訪問した廃棄物管理センターで、独立記念日に収集した情報について疑問に

思ったことや、ごみ分別啓発活動について質問し

た。ここで勤務されているコンサルタントは日本

人で、研修生も英語では表現しにくい内容やわか

りづらい内容も丁寧に教えていただいた。 

・コロール州レンジャーの指導の下、世界遺産であ

る南ラグーンの無人島にて海外からも漂着すると

いうごみ回収を実施した。多くのペットボトル以

外にビーチサンダルなど短時間でかなりの量のご

みが回収できた。レンジャーは 3 交代制で管轄内

をパトロールしていると聞き、観光資源である海を

守る大変さと大切さを学んだ。その後レンジャーと 

共に観光客が多く訪れるシュノーケリングスポットとミルキーウェイを見学した。 

 

10月 3日（土） 

実習先／滞在先 第 1 回プレゼンテーション/パラオ国際サンゴ礁センター、短期

研修生送別会 

ねらいと課題・作業の概要 

研修生が模擬 NPO として計画した各チームの活動が現地で受け

入れられるものか評価を得る。現地のニーズの理解度を把握す

る。 

 

■当日の様子■ 

・午前中はプレゼンテーション資料のチェックと確

認を行なった。研修生は英語で作成することもあり、

修正及び構成に時間がかかり、練習までできなかっ

た。１時よりプレゼンテーションに望み、苦労するも

無事各チームの発表が終わった。質疑応答時間には

聴衆から質問やアドバイスもあり、不明となってい

たところの情報なども教えていただいた。 

・夕刻、明日帰国する短期研修生の送別会を Carp 

Restaurant で行なった。日本人経営のレストランのため日本食だけでなくパラオ料理もあ

り、また、誕生日を迎える研修生のお祝いもするなど

研修生同士で楽しい時間を過ごした。 

 

 

 

レンジャーと共に海岸清掃活動 

 

 

英語でのプレゼンテーション 



10月 4日（日） 

実習先／滞在先 短期研修生帰国・長期研修生活動実施計画を策定 

ねらいと課題・作業の概要 
短期研修生帰国、長期研修生はチーム･個人テーマの準備、また

翌日からの模擬 NPO活動の活動計画作成 

 

■当日の様子■ 

・短期研修生 4 名と ERCA前半担当者の 5名は、長期研修生に見送られ午前 2時にホテ

ルを出発して空港へ向かった。午前 9時には無事成田空港に到着した。 

・長期研修生は午前中は休息をとり、午後からは翌日からの模擬 NPO 活動の計画を立

てるなど、準備を行なった。夕刻全体ミーティングで各チームのスケジュール調整を

して、その後チームは活動資材の調達やより詳細なチーム活動計画を練った。 

 

10月 5日（月） 

実習先／滞在先 模擬 NPO活動 / Koror Elementary School･Koror地区のダイブ

ショップ、レストランなどでグループ活動を行なう。 

ねらいと課題・作業の概要 

模擬 NPO活動を実施し、コミュニケーションスキルの向上をはか

り、計画と実際に現地で活動することにより気づく相違点の把握

をする。 

 

■当日の様子■ 

・チーム LEE は環境教育の一環として、コロール

小学校 8年生（日本の中学 1～2年生）を対象に、

ペットボトルから繊維を作る実験を行なった。実

験は継続性を考えてすべてパラオで調達できる資

材とした。パラオではあまり理科実験を行なわれ

ないということで、生徒たちは大変興味を示し、

机の周囲に集まって見学した。熱を加えたペット

ボトルを細かくしたペレットが次第に綿のような

状態になる様子を見た生徒たちは驚きを隠せない 

ようだった。ペットボトルを資源として回収する意識啓発とその他のアルミや鉄も他の

製品に生まれ変わるという紙芝居を行なった。 

・チーム Vamos!はコロール周辺のレストランやダイブショップを訪れ、活動の内容とサ

ンゴ礁を守るための意識啓発ポスターを配布した。訪問した店側からも快く受け入れて

いただいた。 

 
チーム LEE 



・チーム MOTTAINAI はコロール小学校で放課後の保護者の迎えを待つ生徒たちに、エコ

ボトル使用推進のためのエコたわし作りのデモンストレーションを行なった。低学年の

子供たちには少し難しそうであったが、皆興味を持って挑んでいた。 

 

 

 

10月 6日（火） 

実習先／滞在先 模擬 NPO活動 / Koror Elementary School･Palau High School･

Malakal Island のダイブショップにてそれぞれの活動を行なう 

ねらいと課題・作業の概要 

模擬 NPO 活動によってコミュニケーションスキルの向上をはか

り、前日の反省点を活かし活動を修正し、より現地に受け入れら

れる活動となるようにする。 

 

 

 

 

■当日の様子■ 

・前日に引き続き、コロール小学校及びパラオ高

校にて活動の実習を行なった。コロール小学

校では、チーム L.E.E.が前日に学んだことの

定着率を確認する環境教育をゲーム方式で行

なった。チーム MOTTAINAIは、パラオ高校で日

本語を学ぶ高校生に環境教育、チーム Vamos!

は観光学科の高校生に今回の活動内容やサン

ゴ礁の役割を伝えた。 

  

 

 

 

 

チーム L.E.E.の True or False ゲーム 

 

 

 

 

 

 

チーム Vamos! チーム MOTTAINAI 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月 7日（水） 

実習先／滞在先 プレゼンテーション資料の作成及び模擬 NPO 活動のフィードバ

ック / Koror Elementary School 

ねらいと課題・作業の概要 

プレゼンテーションの資料をグループで話し合いまとめる。模擬

NPO活動について研修生同士、活動した先生や生徒からの出され

た評価を踏まえて、プレゼンテーション資料を作成する 

 

■当日の様子■ 

 

・午前中は各グループで模擬 NPO 活動を通じて学んだ

ことを反映したプレゼンテーション資料を作成し

た。 

・コロール小学校にて協力いただいた先生方から

L.E.E.の環境教育活動のフィードバックを受けた。

パラオでは科学的実験を行うことや外部の人が授業

をする機会があまり無いため、生徒にとって刺激的

な活動であり、年一度開催されるサイエンスフェア

ではこの実験は多く行なわれるだろうと先生からコ 

メントがあった。LEEは実験道具と紙芝居をコロール 

小学校に寄付した。 

・他のチームからの活動についての良かった点、改善点を織り込んでプレゼンテーショ

ンの資料を作成した。 

 

10月 8日（木） 

実習先／滞在先 アイライ州の‘ゴミステバ’廃棄物処分場見学・シニアシチズン

センター訪問・木彫り体験 

 

コロール小学校からの     

フィードバック 

  

チーム MOTTAINAIの環境教育 チーム Vamos!の活動紹介 



ねらいと課題・作業の概要 

オープンダンプ式の廃棄物処分場を見学し、人口が集中している

コロール州では廃棄物減量の取組みが行われているが、国レベル

では規制が無いことを理解する。 

シニアシチズンズセンターではコロールの歴史、特に第 2次世界

大戦のお話を聞きパラオに根強く残る日本統治時代の影響を知

る。 

パラオの重要工芸品である木彫りを体験する。 

 

■当日の様子■ 

・「ゴミステバ」と日本語の借用語で呼ばれる Airai

州のオープンダンプ式の廃棄物処分場を訪問し

た。コロール州の廃棄物処理と対比し、まだ他の

州では管理がされていないことを理解した。さら

にこの施設には日本の NPO の支援で設置された

小型焼却炉があるが、燃料費が高くまた、機械を

動かす作業者がいないため現在は使われていな

い。鉄･木材･タイヤは分別されているが、残りは

野積み状態である。研修生は、日本からの支援は

機材や道具だけでなく、それを活用、また修理でき

る人材育成の必要性を理解した。 

・シニアシチズンズセンターでは、日本語の話せる年配女性から第２次世界大戦時の臨

場感あふれる話を聞き、涙汲む研修生もいた。 

・パラオの主要な工芸品であるストーリーボード

と呼ばれる木彫りを体験した。思ったより重労働

でまた時間がかかる作業であるため、なぜこれが

高価な工芸品であるか理解した。 

 

 

 

 

10月 9日（金） 

実習先／滞在先 プレゼンテーションの準備・バベルダオブ島でのホームビジット 

ねらいと課題・作業の概要 

午前中は翌日のプレゼンテーションの準備を行い、午後からバベ

ルダオブ島へホームビジットで訪れ、地域の文化･風習を理解す

る。 

 

 

 

 

「ゴミステバ」の見学 

 

Tebang で木彫り体験 



■当日の様子■ 

 

・研修生は一人ずつバベルダオブ島の各州にある小学校校長宅にてホームビジットを

行なった。校長先生または代理の方たちがホテルまで迎えに来ていただき、当初、言

葉が通じるかと心配していた研修生も笑顔で出かけて行った。夕方それぞれの州か

ら戻ってきた研修生たちは皆、研修では訪問できない州の名所、旧跡、夕日スポット、

ご家庭を訪問し普通の観光では見られないところへ連れて行っていただいたと喜ん

でいた。言葉を心配していた研修生も「行ってよか

った」とコメントしていた。また一部の研修生は夕

食に招待され、お土産も頂くなど歓待された。 

 

 

 

 

 

 

10月 10日（土） 

実習先／滞在先 プレゼンテーションの練習及び第 2 回のプレゼンテーション / 

Palau Community College、送別会/Jive Restaurant 

ねらいと課題・作業の概要 

現地研修で得た知識･情報を基に、NGO 関係者、コミュニティー

カレッジ講師、パラオ高校教諭･生徒を迎え英語でのプレゼンテ

ーションを行い、現地からの評価を得る。 

 

■当日の様子■ 

・午前中は各チームごとにプレゼンテーションの予行演習を行い、発音の難しい単語や

言いにくい単語などを何度も練習した。午後からは、パラオコミュニティーカレッジ

の講堂で、現地の方を迎えて Vamos!による持続可能

な観光開発、MOTTAINAIの循環型社会の実現－ペッ

トボトル削減、最後に L.E.E.による理科実験を用い

た環境教育拡大についてプレゼンテーションを行

なった。２回目のプレゼンであったため、研修生に

も少し余裕が見られ、アイコンタクトや聴衆へ働き

かけるような話し方ができた。聴衆からは研修生の

アイデアや活動に共感が得られ、有意義なものとな

った。 

・すべての現地研修スケジュールを無事に終えられたことを祝って海岸線にある Jive 

Restaurant で送別会を行なった。シーフード中心のパラオ料理でひとときの自由時

 
ホームビジットへ出かける前に全員で 

 

プレゼンテーション 



間を楽しんだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月 11日（日） 

実習先／滞在先 帰国 

ねらいと課題・作業の概要 長期研修生 6名帰国 

 

■当日の様子■ 

研修生は皆元気に成田空港に到着した。短期研修生からの出迎えがあり、共に苦労した日々

を過ごしたメンバーとの再会を喜んだ。自宅への帰着連絡をするように伝え解散した。 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無事、成田空港に到着。短期研修生の出迎えに感激 

 

 



 

 

 

 12月 11日（金） 

13:00～13:10 

海外派遣研修活動報告会 

講師／ファシリテーター：ERCA担当者  

上村亜由美氏・永野理恵子氏 （ ERCA担当者   ） 

13:10～13:40 
チーム L.E.E.発表＆質疑応答 

Kazuki, Azueri, Taiki 

13:40～14:10 
チーム MOTTAINAI発表＆質疑応答 

Motomu, Honami, Daddy 

14:10～14:40 
チーム Vamos!発表＆質疑応答 

Amigo, Osakana, Maya, Fumie 

14:40～15:00 
研修生の気づき・メッセージ 

ファシリテーター：ERCA担当者 

 

 ■当日の様子■ 

・研修生は前日より集まり、各グループ毎にプレゼンテーションの修正や発表練習を行

なった。当日も、予行練習を行い、発表時間に備えた。 

・研修生は現地での活動内容を A1サイズのポスターとして作成し、個人レポートにつ

いては、A4のワード一枚にまとめ、会場に掲示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．受講者等の声 

・多様なバックグラウンドを持つ参加者との合意形成をすることが普段ないので、とて

も勉強になった。（研修生のコメント） 

・仮説の立案→検証→再立案→検証のプロセスについて学んだことを今後の環境 NGO

の業務に活用していきたい。（研修生のコメント） 

事後報告会 

 

 

 

海外派遣研修報告会での発表 

 

現地での気づきを発表 



５．考察・今後の課題 

  

・事前の情報収集、調査など現地で活動するための準備が不十分なチームがあったため

事前研修の内容を充実させて、すぐに現地活動に入れるように検討する。 

・全員の共通理解のために、現地で日本の環境 NGO/NPOについて発表資料を作成し、全

員で発表する機会を設けた方がよかった。 

・長期研修生だけでなく短期研修生にももう少し活動する機会を作る必要があった。 

・パラオ行政機関・日本政府関係機関や現地の NGO/NPOの方々に細やかに調整・ご対応

頂き、また急遽の予定変更等に快く応じていただいたことを厚く御礼申し上げます。 

 

 

 

以上 


