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2020 年もあっという間に残り 2 か月！「令和」という元号に変更されてから、まさに「新時代」

という名にふさわしい様々な変化が訪れました。私は「令和」が始まってから、いつもどこか不安

な気持ちを抱えながらの生活が続きました。そんな中で、前向きなニュースを運んでくれるのはい

つも ICYE ジャパンに関わる皆さんでした。「情勢が改善して海外に行けることになった」「やっと

来日生としてプログラムに参加できそうだ！」最近ではそんな声を聞きます。 

まだまだ不安な日々が続きますが、このニュースレターが皆様の大切な一日を彩りますように。  
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多くの派遣生が航空券手配でお世話になっている、NGO・NPO スタディツアーを専門としている航

空代理店オルタナティブツアーズで開催している「ポストコロナ時代のスタディツアー再開のため

に」というフォーラムに全５回参加してきました（クローズドなイベントでしたので映像を皆様に

共有できないのが残念ですが）。 

各回、団体代表者や大学教授、大学担当者、医師の方に登壇いただき、ポストコロナ時代の海外派

遣・スタディツアーについてそれぞれの側面から見た現状や今後の見通しなどの情報共有を行いま

したが、ほとんどの団体・大学が海外派遣の再開までにもう少し時間がかかるだろうとの見解を示

していました。 

その中で ICYE はというと、影響は受けつつも、「現地の ICYE オフィス」「現地専従スタッフ」「長

期派遣が主体」「４０ヶ国で連盟を形成」という ICYE の特色・強みがコロナ禍を生き抜く重要なア

スペクトになっていると感じました。特に３−４月の世界中の混乱の中一番の鍵は「情報」でし

た。現地状況が日本に届くまでにはギャップがあり、未知のウイルスに対する、その国の対応、

人々の行動変容は、ネット環境が整っていても日本から「すぐに」情報を得ることはほぼ不可能で

す。 

その中で現地スタッフ・現地オフィス・ホストファミリー・プロジェクト先などボランティア生を

現地で支える人々の存在、国ごとに対応することができる ICYE 国際ボランティアのシステムの重

要性を改めて感じました。また長期派遣を主体としているので、長期滞在者・ボランティア従事者

として、短期滞在者よりも優先度の高いビザを取得することができ、４０ヶ国の連盟加盟国の中で

状況が落ち着いた国から順次派遣を再開することができています。平素は４０ヶ国の情報を管理

し、共に仕事をしていくことは大変なことも多くあります。しかし、このように世界が危機に直面

した時に、手をとりあえる仲間が４０ヶ国にも広がっていると思うと、立ち止まってはいられない

と思います。 

今後もまだ、はっきりと未来を見通すことは難しいですです

が、霧が晴れ始め、いくつかの国への冬派遣、また来年 2 月

の来日生受入事業も再開の目処が立ってきました。 

手探りながら、今できることを、できる人たちと共に、考動

し、前進あるのみですね。 

 

ICYE ジャパン事務局長 又吉莉奈 

 

事務局長よりご挨拶 
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9 月 26 日、インターンのともなさんとはるとさん主催の「来日生イベント」が行われました！ 

デンマークやスイスなどヨーロッパに住む来日生を中心とした多くの方々が参加して下さいまし

た。そんな今回の来日生イベントのテーマは「Japanese Culture」。様々な日本文化を紹介する中

で、特に来日生が興味を持っていたテーマについて簡単に紹介をします！ 

 

―日本特有の Colloquialisms― 

 

良い時計をしていますね 

→ You are talking too long.  

It’s been a while since you started talking, 

 

おたくのお嬢さんのピアノ、お上手ですね 

→ You are loud/noisy. 

 

来日生が特に興味をもっていたテーマが上記のような日本特有の Colloquialisms(言い回し)。自分の

意見を直接的に伝えることが苦手な日本人ならではの文化・特徴と言えるのではないでしょうか。 

このような言い回しに対して来日生は、「日本独自の文化でありとても興味深い」「気付くことがで

きない可能性があって少し不安」そんな意見をシェアしてくれました。 

その他にも電車内でのマナーやお箸の使い方に関するマナーなど、日本人でないと知らない様々な

情報の共有を行いました。日本では電車内での食事はタブーとされていますが、海外では当たり前

のように行われています。また、「食べ歩き」が良くないとされるのは、日本特有の文化マナーで

あることが判明しました。 

 

全体を通して、「文化における当たり前を押し付けないこと」の大切さ

を実感しました。日本文化の遠回しな表現やマナーは大変特殊なもの

であると改めて感じました。そして、特殊な文化が原因で、海外の

人々が日本で暮らしにくくなってはいけないと強く感じました。私た

ちが「文化における当たり前を押し付けないこと」は来日生が日本の

文化を学ぶ以上に大切なのではないでしょうか。 

                      インターン Mami 

事務局だより 

来日生イベント 

画像：東京メトロ財団 
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―参加者の声― 

今回の来日生イベントは前回よりお堅いディスカッションではなく、気軽にみんなで日本文化につ

いて話し合った交流会のようなイベントでした。担当のインターンともなさんとはるとさんが、初

めて英語でイベントをファシリテートしたそうですが、最後まで円滑に進めていた姿を見て、とて

も感動しました。 

 

私は、個人的に文化関連の話に興味を持っています。今回のイベントでは日本のお菓子、食事、コ

トバについて色々と話をする中で、ICY ジャパンの自由で暖かい雰囲気が伝わったと思います。各

国のお菓子の紹介セッションはとても楽しくて、日本のハピーターンの名前の由来が石油危機にあ

ったことについて勉強できたことが印象に残りました！「まんじ」「ぴえん」など日本語のスラン

グについてのセッションもおもしろくて、私ももっと勉強したいと思いました（笑） 

                             ICYE スタッフ Nga 

 

―来日生イベントを主催して― 

 

イベントを主催した、インターンのともなさんとはるとさんに運営した感想を聞いてみました！ 

 

 インターン Tomona 

来日生イベントは、二か月のインターンの締めくくりのイベントでしたが、インターンとして初め

てファシリテーターを努めたため、イベントがどのような雰囲気なのか全く想像できず、不安な気

持ちのほうが強かったです。来日生が日本のどのようなことに興味があるかのアンケートをとって

聞いたり、実際に自分が調べたりなど、手探りで準備を進めていきました。しかし、当日は自分が

想像していた以上に来日生の方がとても積極的で、活発に議論が進み、こちらとしてもまとめやす

かったです。また、8 月にインターンの皆さんと行った日本語ディスカッションは真剣な内容だっ

たのと反対に、今回の来日生イベントは、カジュアルなイベントだったため、私自身楽しんで、場

を盛り上げる、ということも気を付けました。 

また、ファシリテーターの任務として一番難しかったことが、「話の

流れを一方的に決めずに、議論をまとめる」という点です。頭では

理解していても、それを自然と行うことが難しく、今回のイベント

では納得のいく締め方ができなかったと感じています。今後も色々

なイベントのサポートを行ったり、実際に自分が企画・運営を行っ

たりして、よりよいイベントを運営できるようになりたいです。 
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インターン Haruto 

 

自分達の力で一からイベントを企画していくことは初めての経験であったため、来日生イベントを

運営することは、２か月間のインターンシップ活動の中で一番大変な活動であったと感じていま

す。イベントに参加してもらうためのメッセージを来日生に送ることから当日のディスカッション

のファシリテーターを担当まで、イベントを運営するまでの全てのことを経験させてもらいまし

た。当日のディスカッションのファシリテーターをやって感じたことは、話をうまく進めていくこ

との難しさです。 

 

日本語ディスカッションとは違い、英語でファシリテ

ーターとして参加者の意見をまとめ、話を進めていく

ことにはとても苦労しました。今回のイベントでは、

イベントの準備の大切さ、様々な状況に応じてディス

カッションを進めていく力の重要さを実感しました。

自分としては、改善点が多くある内容でしたが、参加

者の方から面白かった、楽しかったと言ってもらった

ときは準備を頑張ってきてよかったと感じることがで

きました。 

また来日生関連のイベントを開催する機会があれば、

イベント運営に挑戦したいです！ 

 

 

 

 

コロナウイルスの影響で、来日生の方々の予定が不透明な中での開催となった来日生イベント。 

ともなさんとはるとさん、そして参加して下さった来日生の皆さんのおかげで 

大成功を収めました。 

まだまだ油断できない日々が続きますが、 

来日生の皆さんにお会いできることを、ICYE ジャパン一同、楽しみにしております！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

画像：トリップアドバイザー 
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10 月に行われた帰国生報告会では 2019 年から 2020 年の間

に派遣生として海外プログラムに参加された方々をお呼びし

ました。また、ディスカッションにはコロナウイルスに関す

る話題を組み込み、「コロナ時代を超えた後に、私たちはど

のような社会・生活を求めるのか」「変革していく社会の中

で、海外での経験をどのように活かすことができるのか」に

ついて話し合いを行いました。 

 

実際に派遣を経験された皆さんが、それぞれの体験をシェアして下さいました。その中で最も印象

的だったのが、ウガンダで教育に関わるボランティア活動を行った、ちありさんのお話でした。ち

ありさんは、派遣に関するお話の中で「楽しかった。楽しかったけれども、決してそれだけではな

く、自分自身の生活や人生への考え方が変わった。」と話してくれました。 

 

「その理由には、日本とは異なって物資や食事、勉強を

するための道具が大変貴重であったことや体罰など、日

本においては教育指導のためであっても良くないとされ

ることを目にしたことが挙げられる。」ちありさんはご

自身が感じた「楽しいだけではない」派遣の中で、その

ようなカルチャーショックを受けた経験をシェアしてく

れました。まさに現地度 100％の ICYE ならではの経験

ですね。 

 

20 人近い参加者の皆さんと「コロナ時代を超えた後に、私たちはどのような社会・生活を求める

のか」「変革していく社会の中で、海外での経験をどのように活かすことができるのか」について

ディスカッションをする中で、多くの方々のコロナ禍に対する意識の変化を感じました。 

 

コロナの影響で海外に行くことができない、外出ができない、というネガティブな状況。そんな状

況をチャンスととらえ、「コロナにとって様々なオンラインイベントが開催されて家にいながら海

外に住む方々とコミュニケーションを取る機会が増えた」と話してくれた参加者の方が多くいまし

た。 

帰国生報告会は、まさに ICYE ならではの前向きな思考と学びが詰まっていました！ 

 

 

                               インターン Mami 

帰国生報告会 
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―帰国生報告会を主催してー 

イベントを主催したスタッフのガーさんに感想を聞きました！ 

 

スタッフ Nga 

 

ICYE ジャパンに入ってから、帰国生報告会を参加したことは何回もありました。しかしコロナ禍に

入ってからの帰国生報告会は初めてで、慣れないオンライン形式で運営を担当させてもらいまし

た。全体アジェンダの企画、広告作業、当日の進行まで様々なサポートをしてくれた仕事のできる

インターンであり信頼できる真未さん、彼女と一緒に運営をしたことで報告会は無事に成功を収め

ました。参加者が予想よりも多く、参加者の皆さんが最後まで熱心にディスカッションをして下さ

ったことは、担当者の私にとって、何よりも嬉しいことでした。 

 

日本語でファシリテーターの担当をすることに対してなかなか自信を持つことができず、大変緊張

しました。しかし、できる限り事前準備をして、当日では何とかリラックスできて、いい時間を過

ごすころができたと感じました。 

 

私自身も今年の派遣生であり、『コロナ渦の中でも体験できた

こと』という今回の帰国生報告会のテーマにはより一層興味を

持っていました。今年の 2-4 月には、スタッフエクスチェン

ジで ICYE ケニアの事務所で研修を受けました。帰国したのは

ちょうど日本が感染拡大のピークに達した頃です。最後のディ

スカッションでは全員でこれからの社会について意見を交換し

ました。その際に、自分な帰国したときに感じていた不安な気

持ちや、これから何をすべきか直に迷っていた時のことが思い

出されて、「もう半年経ったのか！」と懐かしく感じました。 
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デンマークでプログラムに参加している 2 人の派遣生が、現地での生活について報告をしてくれま

した。未来の派遣生の皆さんにとって有益な情報が沢山詰まっています！ 

 

―デンマーク・しょうこさんー 

 

未来の派遣生の皆さん 

 

新型コロナウイルス感染症が未だ収束の見通しがつかない

中、後ろ髪を引かれつつも、8 月よりデンマークに渡ってい

ます。日本では幼稚園教諭として長年勤めており、以前より

北欧の教育や社会から日本の教育へのヒントを得たいと強く

思っていました。本やインターネットから様々な情報を得る

事が可能な時代ではありますが、自分の目で見て肌で感じる

事が何より大切であると渡航を決めました。現在オーフス市

にて、デンマーク人の家庭にホームステイしながら幼稚園で

ボランティアをしています。 

 

幼稚園でのボランティアは日々充実しています。1 週間に 1 度はクラフトやクッキング、ゲーム活

動を提案/企画/実施しています。又、以前勤めていた園と SNS 上の英語教育グループへ向けて 2

週間に 1 度ブログを投稿し、デンマークの教育や子ども観、そして自身の経験を共有しています。 

 

現地の子ども達は 100%デンマーク語で英語

は全くと言っていいほど伝わりません。初め

は、身振り手振りや表情で意思疎通を図るし

かなく、もどかしさもありました。でも、子

どもや先生達は、そんな私をありのまま受け

入れてくれました。初めて幼稚園に行った

日、子ども達が見慣れない、言葉も通じない

私の手を取り遊びに誘ってくれた時の嬉しさ

は今でも言葉にならないほどです! 

 

 

 

派遣生の声 
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それから 2 ヶ月経った今は、英語とデンマーク語を交えながら

子ども達と関われるようになりました。反対に子ども達は

「Come here!」「Good morning!」と、英語を使うようになりまし

た。また、絵本のイラストや手に持っている食べ物を指しなが

ら、デンマーク語では何と言うかを教えてくれるようにもなりま

した! 

 

月日が経ち生活に慣れて来ると、真新しい事や刺激も減り、

マンネリしがちです。その事を意識しつつ、どんなに小さい

事でも毎日 1 つ、新しい事に挑戦するようにしています。

「いつもと違う道を通って帰ろう!」「いつもと違う種類のパ

ンを買ってみよう!」等、本当に小さな事です。 

 

限られた 1 年、さらにコロナによって何かと制限される 1

年ですが、残りの 10 ヶ月も日々の目標を持ち、楽しく挑戦

していきたいと思っています。 

 

 

―デンマーク・ゆいさん― 

 

主体性を重視した学習環境 

 

私はデンマーク特有の「エフタスコーレ」という教育機関でボランティアをしています。主に１５,

１６歳の学生を対象とした寮制の学校で、義務教育の一環ではなく、希望する学生が選択すること

の出来る私立の学校です。多くのエフタスコーレでは音楽やスポーツ、アートといった特定分野の

学習に力を入れることが出来、自身の興味に合ったスキルや理解を深める機会が提供されていま

す。 

北欧の教育は進んでいる、というイメージを強く持っていたた

め、一体どのような秘密を目撃することが出来るのか、と到着前

はワクワクしていました（笑）。いざ様々な授業に実際に参加し

て感じるのは、先生が特別な授業を提供しているというよりも、

生徒から主体的に学ぶ姿勢を引き出している、という印象です。

先生がこれを暗記するように、と提示するのではなく、あなたの

関心事項や考えは何か？と問う光景を良く目にします。日本のよ

うに、良い成績をとって有名な学校に行くための手段としての学

びではなく、自身の関心に基づいて学びが進むため、学習意欲も

自然と沸きやすいのではないかと思います。 
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様々な国の人々との交流を通して実感する文化の多様性 

 

デンマークで２番目に大きい、オーフスという都市で現

在活動しています。同時期に到着した日本人ボランティ

アの方に加え、メキシコやポルトガル、オーストリアと

いった様々な国から来たボランティアの方々がここで活

動されています。皆でパーティーを開催した時には、多

様なエスニック料理が楽しめただけでなく、人との接し

方・距離や会話のトピックまで様々で、その場に居るだ

けでコミュニケーション・文化の多様性を実感すること

が出来ました。 

 

さらに、母国を離れてデンマークで生活するうえでの難しさを共有し、様々な視点から助言を得る

ことも出来ました。例えば、活動開始当初、特に活動の計画やスケジュール調整のタイミングがな

かったため、何をしたら良いのか分からず戸惑っていた時期がありました。「人々が主体的に動く

ことに慣れているデンマークでは誰かに指示されるのを待っていては何も始まらないため、とにか

く自分のしたいことを提案すれば何でも実現する」と助言を頂き、現在ではそのアプローチを実践

に移すことにも慣れつつあります。 

 

 

福祉国家での豊かな日常生活 

 

長時間の通勤と残業が当たり前となっていた日本での生活とは裏腹に、デンマークでは自由に使え

る時間を多く得ています。ボランティアとして滞在しているという理由も当然関わっていますが、

デンマークの人々の残業時間は日本に比べて明らかに少なく、平日の仕事後に友人に会ったり、地

域のイベントに参加したり、趣味を磨く時間が十分にあるようです。 

 

エフタスコーレの学生も同様に、学びは授業

中に完結することが多く、放課後は宿題に追

われることなく他の生徒や先生とともにお喋

りをしたり、ボードゲームで遊んだりとソー

シャルライフを大事にしています。このバラ

ンスの整った生活文化を日本に少しでも持っ

て帰れるよう、デンマークでの自由時間を思

う存分満喫していきたいと思います！ 
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「I see your Engagement Vol.2」 

 

 

日程 １１月８日（日）〜１２日（木） 

場所 Zoom及び Facebook 

人数 １８人（各国６人ずつ） 

対象 １８～25歳 

    日常会話レベルの英語ができる方 

    全日程のプログラムに参加可能な方 

参加費  無料 

参加申込は https://forms.gle/dcdFX7qoWMJ9D5RA9 からお申し込み下さい。 

 

「若者が行動し、世界を動かす」「自分達の未来作りに責任を持って参加する」この流れをアジアでも更に広げていき

たいという考えの下 ICYE (International Cultural Youth Exchange)ベトナム委員会・フィリピン委員会・ジャパン委員

会でオンライン共同開催プログラム「 I See Your Engagement 」開催致します。 

 

3か国の若者がチームとなり、社会の中での YOUTH（若者）の役割について話し合い、若者世代のソーシャルアクシ

ョンへの関心と参加をさらに活発にする為には、どのような事ができるか議論し、社会に向けて発信していく事を目的

としています。 ⠀⠀ 

 

YOUTH ENGAGEMENT とは 

今回のプログラムのテーマは「Youth Engagement in Society - 若者の社会参加」についです。プログラム全体を通

して、参加者の皆さんと、様々な側面から若者の社会参加について考え、議論し、現代世界・社会における若者の「実

体」と「チャレンジとチャンス」そして「責任」について共に探求していきましょう。 

 

「英語準備会 Vol.2」 

11月 28日 時間未定 

 国際ボランティア参加前、言葉が通じるか、自分の英語は通じるのか不安ですよね？ 

そのために「英語準備会 Vol.2」企画しました！国際ボランティアのオリエンテーション、ホストファミリー、

異文化との葛藤、プロジェクト先での出来事、他国からの派遣生など、ICYEプログラム中に起こりうる一幕

を題材に、英語ネイティブの ICYEジャパンインターン生と一緒に練習しましょう！ 

詳細は決まり次第 LINE@など各種 SNSで流します！ 

https://forms.gle/dcdFX7qoWMJ9D5RA9
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ICYE ジャパン 

インターンメンバーから 

今の声をお届け♪ 

インターン活動終了によせて 

 

インターンの彩夏です。これまでも何度かニュースレターに登場させていただきましたが、長期

派遣生としてフィンランドへ行くため、一旦はインターンとしての活動に区切りをつけることに

しました。関わってくださった全ての方々に、心からの感謝を申し上げます。 

 

私と ICYE ジャパンの出会いは、1 年以上前のことになります。新宿の小さな事務所での説明会

に参加した時は、自分がインターンとして関わることも、長期派遣の参加することも想像してい

ませんでした。それから数か月後に帰国生報告会に参加して、ようやく長期派遣への参加を心に

決め、事務局長のりなさんの誘いでインターン活動を始めました。学校での教員経験しかない私

にとって、この活動は未知で未経験なことだらけでした。それでも活動前にりなさんと面談した

時に、とにかくなんだかわくわくしたことをよく覚えています。 

 

HP 更新のデータ入力、イベント用のパネルを作成、

英語でのプレゼン作り、ニュースレターの発行、イ

ベントの企画運営…色んなことを経験しましたが、

どれもこれも、他のインターン・事務局のメンバー

と一緒だからできたことでした。やってみたいこと

を提案すると、「それいいじゃん！」から始まって、

計画を進めると「楽しそう！」やら「もっとこうし

よう！」になり、だいたい最後は「最高だね！」「天

才だね！」「次はもっとこうしよう！」で終わる活

動は、言葉にするとなんだか楽しくやっているだけ

のようですが、メンバー同士が互いをリスペクト

し、励まし合ってきたからこそできたことだと思い

ます。 

 

 

インターン’s Voice   
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インターン活動の半分以上はリモート活動でした。一度も対面では会っていない新たに加わった仲

間もいます。会えないことが寂しくないと言えば嘘になるけど、オンライン会議で画面越しに顔を合

わせて、真面目なディスカッションから雑談まで（私がおしゃべりに夢中になって話をそらしがちで

した、すまんみんな…）たくさん話して、意見を交換し共有して…画面越しに同じ時間を過ごすこと

で新たな仲間とも関係を構築でき、『オンラインも悪くないじゃん』と思えて、人と気兼ねなく会え

ることの幸せを改めて教えてくれました。友達と会ってカフェでおしゃべりを楽しむ、家族と旅行を

する、劇場で観劇して歓声をあげる、人と同じ空間で同じ時間・経験を共有できることがどれだけ尊

いことか、今となっては身に染みています。 

 

テレビやインターネット上では、気が暗くも遠くもな

るようなニュースに溢れています。コロナウィルスを

きっかけに、これまで見えなかった・見てこなかった

社会問題も世界各地で噴出しています。以前の私は、

問題が多すぎて、大きすぎて、何もできないしどうす

ることもできないと諦めや絶望を感じてしまいがちで

したが、インターンの活動を通して諦めも絶望も必要

ないと確信しました。 

特にそう感じたのは、8 月の I SEE YOUR EMGAGEMENT（ベトナム事務局と共催で若者の社会参加・

役割について考えるイベント）です。取材班として参加し、イベント全体や参加者のインタビューを

通して、ユース世代の前向きに社会をより良くしていこうとする力を強く感じました。インターンメ

ンバーと社会問題についてあれやこれやディスカッションをしたときも、小さなアクションならば

自分でもできると前向きになれました。 

 

私が大好きなミュージカルの中に「You change the world when you change your mind」という歌詞が

あります。日本詞では「自分が変われば、世界も変わる」と。世界を変えるのでは、歴史上に登場す

るような劇的なリーダーでも誰かでもなく、まずは自分であり、一人ひとりの小さなアクションが集

まって、いつの日か社会を世界を変える大きな力になる、このインターン活動を通して私が学んだこ

とです。綺麗事のように聞こえるかもしれませんが、ICYE に関わって「この人達となら、そうであ

ると信じられる。」と思える人たちにたくさん出会いました。この「人との出会い」は、私の人生の

中での財産です。 

インターンとして区切りにはなりますが、今後は派遣生として ICYE に関わっていきます。コロナの

影響もあり、なかなか例年通りとはいかずもどかしいところもありますが、前を向いていればなにか

できることは見つけられると信じて☺ 

インターン・事務局のみんな、理事の皆さん、ニュースレター読者の皆さん 

これまでありがとうございました。そして、これからもよろしくお願いします。 

 

ありったけの愛をこめて 

宮下彩夏 
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こんにちは！インターンのうめけんです。私が今年の 2 月に ICYE ジャパンでインターンを始め

てから半年以上が経ちました。振り返ると自分自身の留学が延期になったり、インターンがリモ

ートでの活動になったりと、やりたいことが思うようにできないもどかしい日々が続きました。

国際的な活動がメインの ICYE ジャパンとしてもそれは決して良い状況とは言えないと思いま

す。それでも、莉奈さんをはじめ ICYE ジャパンのスタッフ達はこのような状況下でもできるこ

とを最大限にやっていて本当に尊敬しています。そして自分もそのような姿勢を間近で学んで、

なんとか前向きに自分のできることをやる努力をしています。 

 

約 9 ヶ月間 ICYE ジャパンでインターンをしていて、最

近ふと思ったことがあります。それは、「自分は ICYE ジ

ャパンが好き」ということです。それが ICYE ジャパン

の雰囲気のおかげなのか、スタッフのみんなの人柄によ

るのかは分かりませんが、働いていて楽しいと思うこと

は初めてです。ただ、好きだからこそ中途半端に楽しく

仕事をするのではなく、ICYE ジャパンでのインターン

に真面目に本気で取り組みたいと思います。そのように

取り組むことがインターンを充実させるし、自分をより

成長させてくれると思うからです。 

 

などなど、、そんなことをふと思った今日この頃です！今は I See Your Engagement part 2 に向け

て準備をしています。イベントが成功するように私も全力で頑張りたいと思います！また、お世

話になったスタッフのあやかさんがフィンランドへの派遣のため、10 月で ICYE ジャパンでの活

動に一区切りとなりました。直接でも言いましたが、この場をお借りしてもう一度お礼を言いた

いと思います。あやかさんありがとうございました！！フィンランドでの最高な日々を祈ってい

ます。活動が終わったらまたみんなで会いましょう！ 

インターン うめけん 

インターンのはるとです！２か月間のインターン活動はあっとい

う間に終わってしまいました。オンラインイベントの企画から SNS

投稿のためのインタビューなどの活動を行い、様々な人と関わるこ

とができました。特に海外で活動されている派遣生、日本で活動し

ている来日生から話を聞くことはとても新鮮で面白かったです。こ

れからも ICYE ジャパンで活動させていただくことになったので、

ICYE ジャパンに貢献できるよう活動していきたいです。 

 

インターン Haruto 
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インターンのともなです！インターンに参加を始めたこの二か月を一言で表すと、「あっという間」

でした。8 月はオンライン、9 月は週一回のみ事務所だったため、コワーカーの方と直接お会いする

機会があまり無く、その点は少し心細い時もありました。 

 

しかし、莉奈さんをはじめ、コワーカーの方が気さくな方ばか

りで、オンライン上で会話をするだけでもとても元気をいただ

けて、とても楽しく活動することができたと感じています。特

に、二か月間でイベントの企画・運営を二つも任せていただき、

ファシリテーターの難しさや、また楽しさも感じ、非常に貴重

な体験ができました。また、ICYE の事業内容が私の興味関心と

非常に関連しているので、お手伝いをすること以上に学ぶこと

が多く、とても充実していました。今後も ICYE ジャパンの様々

な活動に関わっていけることを楽しみにしています。 

 

インターン ともな 
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編集後記 

 

インターンの Mami です。いつもニュースレターを読んで下さる皆様、そして初めてニュースレタ

ーを読んで下さった皆様、最後まで目を通して下さり、本当にありがとうございました！ 

ニュースレターの編纂について教えてくれた、私の ICYE ジャパンでのお姉さんであるあやかさん

が、インターン活動を終了します。一緒に活動をした二か月間はあっという間でしたが、大変密度の

濃い時間でもありました。 

 

私はまだ co-workerの方々と一度も直接お会いしたことがありません。もちろん、派遣生や来日生と

も。そして事務局長である、りなさんとも。 

直接会えないということもあり、インターンとしての活動をスタートしたときは、正直なところ「仲

間意識」というものを全く感じることができませんでした。 

 

しかし、二ヶ月が経った今、あやかさんの原稿を前に涙ぐんでいる自分がいます。 

 

ICYE ジャパンの皆さんに会えなくて寂しいと思うこともありますが、それ以上に「これから会うの

が楽しみ」という気持ちが強くあります。一度も会ったことがないにもかかわらず、毎週ミーティン

グをし、一緒にイベントを運営する。こんな経験は今しかできないと確信しています。そして二ヶ月

間の活動を通して、コロナ禍の中で出会った人々とは不思議な絆は生まれているのではないか、そん

なことすら考えるようになりました。 

 

これから皆様にお会いできる環境が整うことを心より願っています。 

来月のニュースレターもお楽しみに！！ 

 

インターン Mami 
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発行元 

特定非営利活動法人 国際文化青年交換連盟日本委員会(ICYE ジャパン) 

〒169-0074 東京都新宿区北新宿 1-7-21 高澤ビル 901 

 

Tel / Fax 03-5389-5041 

E-mail office@icye-japan.com 

HP http://www.icye-japan.com 

Facebook:  icyejapan  

Twitter: @icyejapan 

Instagram:  icyejapan 

ICYEジャパン LINE＠ 

イベント開催情報・各国国際ボランティア情報・スタッフに LINEで相談など 

 

ICYEジャパンの最新情報が届きます！ 

また事務所の営業時間内であれば、コーディネーターに直接 LINEで相談をすることも可能です。 

ご登録よろしくお願いいたします。 


