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NPO法人 Peace & Nature 
団体所在地：兵庫県神戸市 

 
 

大学生を対象とした SDGs体験ワークショップ（里山

保全活動／竹伐採／竹パウダー・竹炭づくり） 

伐採した竹から粉砕機を用いた竹パウダーづくり（資

源の有効活用：肥料・飼料や、生ゴミ処理材などに

活用） 

  

田植え体験ワークショップ（様々な国籍の方が一緒に

活動。2022年もコロナ禍 4回に分けて人数制限下

実施予定） 

新たな SDGs体験ワークショップを企画開催（他団

体に働きかけながら、植樹・コンポストづくり・竹ポット/

土づくりワークショップを六甲アイランドで実施） 

 

団体・活動について 

登録団体番号 1 

ホームページ https://peace-and-nature.com 

活動分野 
子どもの健全育成、環境保全、まちづくり（地域の経済、文化の活性化）、国際協

力、平和の推進 

団体概要 

NPO法人 Peace & Nature（P&N）は、神戸をベースにグローバルな仲間が共に

活動する NPO法人です。「平和な世界と豊かな地球環境をつくろう！」との想いで、次

世代へ持続可能な地球環境をつなぐことを目的とし、地球の未来を担う若者を対象とし

た実践教育型の体験ワークショップの企画・運営をおこなっています。「食・農、環境、人

間力」の３つをテーマに、体験を通して「グリーンリーダー」を育むことをミッションとして取り

組んでいます。 

https://peace-and-nature.com/


 

 

グリーンリーダーとは、自然から学び、現場での実践を通して地域・社会の課題を知り、

解決に向けてアクションを起こすことができる人材のことです。昨今、気候変動・分断社

会・ウイルス感染・少子高齢化・食糧危機など多くの社会課題が生じています。これらの

社会課題は、2015年 9月に国連総会で採択された「持続可能な開発目標」

(SDGs)に関連して考えることができ、P&N ではこれらの社会課題に対する体験型ワー

クショップを神戸市北区の大沢エリアにて開催しています。 

具体的には、以下の体験型ワークショップを SDGs校外学習、SDGs企業研修など

にて行っています。休耕地の再生、無農薬でのお米・野菜・ハーブづくり、植樹と森林整

備、竹林の伐採整備と竹の有効活用(竹パウダーづくり：肥料・コンポストなどに活用、

竹炭づくり：肥料・防臭剤などに活用)、空き家再生、再生可能エネルギー設備づくり、

異文化コミュニケーション、サマーキャンプ、座禅ワークショップ、ヨガリトリートなど。代表理

事が外国籍であり、38 ヶ国のメンバーが自然の中で共に活動しています。 

インターンへの注意

事項や期待する業

務内容など 

自然の中で道具や機械を使うことがあるので活動中のケガにはご注意ください。（な

お、参加者やスタッフのご協力のおかげですが、今日まで骨折や縫合が必要なケガは発

生していません） 

有機農法によるお米・野菜・ハーブ作りや、竹など里山資源の有効活用の取り組みに

ついて興味があり、実際にフィールドで活動することが好きな留学生さんが P&N のインタ

ーンに適していると思われます。ワークショップの際は、代表のバハラムをはじめ、様々なバ

ックグラウンドを持つメンバーや、パートナー企業の皆さんと共に活動しながら(体験ワーク

ショップ実施に向けての事前準備や有機野菜のお世話もおこないながら)、また有機野菜

づくりや里山資源有効活用等 P&Nの取り組みや他組織の査察を通して知識や経験を

積んでもらいながら、最後にその取り組みをパワーポイント等でまとめ上げて発表していた

だきます。 

インターンに参加いただいた留学生さんには、今回の経験をご自身の就職活動や社会

貢献型事業の立上げなどに活かしていっていただければと思っています。 

インターンの活動予

定場所 

P&N大沢ベース(神戸市北区大沢町日西原 47)、在宅業務(オンライン等での指導) 

英語使用の可否 可能 

 



 

 

特定非営利活動法人 LOOB JAPAN 
団体所在地：東京都中央区 

 

 

国際理解・青少年育成 ワークキャンプ 教育支援(ノンフォーマル教育)  

コミュニティ図書館 OPEN 

  

国際協力(フェアトレード) ごみはポップな宝物 2024年までの活動目標 

団体・活動について 

登録団体番号 2 

ホームページ https://www.loobinc.com/ 

活動分野 国際協力、社会教育、環境保全、経済活動の活性化、子どもの健全育成 

団体概要 

兵団体はフィリピン国際協力 NGO LOOBの日本法人です。現地法人は２００１

年、フィリピン・パナイ島イロイロ市で立ち上がり、青少年育成とコミュニティ開発を行ってい

ます。 

日本とフィリピンの子ども、青少年および一般社会人が、文化的かつ教育的な人的交

流を通じ、国籍、年齢、性別、肌の色、信条を超えて相互理解と友好親善を深めるとと

もに、フィリピンの低所得者層を対象とした「コミュニティ開発、教育・医療支援、環境保

護、自立支援」などの支援活動を推進し、奉仕精神を育て、地域の発展に寄与すること

を目的としています。 

①貧困層の子ども達の就学支援 Education for Kids 

②若者による地域社会の貢献 Experience for Youth 

③持続可能なコミュニティ支援 Empowerment for Communities 

の 3 つを社会的使命（ソーシャルミッション）として活動しています。 

“一方的な支援でなく、現地の人と共に学び成長すること”をモットーに、フィリピン・イロ

イロ市で SDGs リーダー育成事業や、国際協力ワークキャンプ等を通じて日本とフィリピン

の次世代を担う青少年の育成と、貧困撲滅に向けた活動を行っています。 

https://www.loobinc.com/


 

 

インターンへの注意

事項や期待する業

務内容など 

・インターンは「企画・広報・英通訳・フェアトレード」の 4 つのチームのいずれかに所属し、

活動を行います。今回は特に「英通訳＆プログラムサポーター」として活動できる人材を

望みます。 

・SNS 等へのお顔出しが可能な方、積極的に他メンバーとの交流やミーティング内で発

言できる方が望ましいです。 

 
↑SDGs を英語で学ぶオンライン学習プログラムの運営サポート 

 
↑「アースデイ東京＠渋谷・代々木公園」への出展サポート 

 
↑現地インターンとの交流プログラムを企画運営 

インターンの活動予

定場所 

・在宅：オンラインでの指導及び自身で決めた時間にて在宅業務（基本） 

・事務所：東京都中央区日本橋（任意） 

・その他：東京近郊におけるイベント出展／説明会等のサポート業務（任意） 

英語使用の可否 
不可  

※英語得意な方は歓迎。他インターン生とのやり取りが日本語のため不可としています。 



 

 

特定非営利活動法人 サステナビリティ日本フォーラム 
団体所在地：東京都港区 

  

対面指導の様子（2017年）  

  

運営委員会（2017年） オンライン指導の様子（上・下） 

 

団体・活動について 

登録団体番号 3 

ホームページ http://www.sustainability-fj.org 

活動分野 環境保全、経済活動の活性化、平和の推進、男女共同参画、人権擁護 

団体概要 

持続可能性報告書の国際基準づくりを目指すオランダの NGO の GRI（Global 

Reporting Initiative）に当団体代表理事が 1998～2006年にかけて理事を歴

任。MoU を交わし緩やかな協力関係を築き、2002年に GRI日本フォーラムとして発

足したのがはじまり。同年、日本で初めて「サステナビリティ」概念を体系化した GRI「サス

テナビリティ・レポーティングガイドライン」を和訳・発行。これまでに約 4,000冊を配布し、

100回を超える勉強会（延べ参加者数 6,000名以上）などでサステナビリティという

概念を広め、その理解の浸透に努めてきた。2007年には、現在のサステナビリティ日本

フォーラムに名称変更をし、GRI だけでなく、ISO26000や OECD多国籍企業行動指

針の改訂にも影響を及ぼしたことで知られるジョン・ラギー氏（ハーバード大学）が特別

代表としてまとめた国連人権フレームワークについても、国連広報センターの助言を受け

て、翻訳・頒布（550冊）。2020年より、Z世代と 2050年を考える調査・研究活

動に力を入れている。 

インターンへの注意

事項や期待する業

務内容など 

当団体は、設立 2002年以来、マルチステークホルダーとともに持続可能な社会、企

業の情報開示のあり方について研究し、その考えを共有してきました。持続可能な社会

を実現するためには、今、我々がすぐにも着手すべき課題が山積しています。取り組みが

http://www.sustainability-fj.org/


 

 

遅れるほど、問題は深刻になり、解決は難しくなってきます。同じような考えに立ち、2000

年に GRI ガイドライン第 1版が発行され、日本では 1,000社以上が参照し、自社の

CSR・サステナビリティ活動を進化させています。持続可能な社会実現のためには、社会

構成員の中でも影響力の大きい企業の関与が必要です。 

インターン候補生には、自国の課題への調査にも意欲的に取組んでいただきながら、

社会人として、当団体の季節業務（勉強会の実施）の運営と定常業務（日報の作

成などの事務局業務の補佐）を体験いただき、留学期間中の経験としていただきたいと

思っています。 

インターンの活動予

定場所 

在宅業務（オンライン等での指導）を基本として、事務所（東京都港区白金台）で

の対面指導も実施 

英語使用の可否 不可 

 



 

 

特定非営利活動法人 アクセプト・インターナショナル 
団体所在地：東京都中央区 

 
 

食料配布会での相談対応の様子 ハラル対応食料配布会の様子 

 

 

モスクでの広報活動のようす 当事業ウェブサイト及びチラシ 

 

団体・活動について 

登録団体番号 4 

ホームページ https://accept-int.org/ 

活動分野 平和の推進、国際協力、子どもの健全育成、社会教育、人権擁護 

団体概要 

当法人のビジョンは、「誰一人取り残さない、たとえ加害者とされる人であっても」です。

このビジョンの下、取り組みへのニーズは非常に高いものの、様々な理由から見過ごされて

いる地域や人たちに対する人道的支援を実施しています。深刻ではあるものの、多くの

人々が取り組んでいない問題こそ、私たちが取り組むべき課題です。 だからこそ、紛争地

の加害者や日本社会に居場所がない人々に対して取り組みを行っています。日本国内

においては、更生保護に関する事業と昨年 9月よりコロナ禍で困窮している在日イスラム

教徒向けに情報提供、問い合わせの問題に対応した相談支援を行っています。 

https://accept-int.org/


 

インターンへの注意

事項や期待する業

務内容など 

当法人の在日外国人相談窓口へ寄せられた相談のヒアリング、対応及び翻訳業務

を行なっていただきます。相談者の状況把握などのヒアリングから適切な支援を受けるまで

共通して英語、母語、やさしい日本語でコミュニケーションを取っていただきます。また、月

に一度イスラム教徒向けにハラール対応の食料支援も実施しているため、そちらの補助

業務をしていただく場合もあります。 

インターンの活動予

定場所 
事務所（東京都中央区日本橋）及び在宅業務（オンライン） 

英語使用の可否 可能 

  



 

 

NPO法人 情報ボランティアの会・八王子 
団体所在地：東京都八王子市 

 

活動風景（スマホとパソコン何でも相談会） 

 

団体・活動について 

登録団体番号 5 

ホームページ https://www.ivh-jp.org/ 

活動分野 
社会教育、まちづくり（地域の経済、文化の活性化）、科学技術の振興、国際協力、

文化・芸術 

団体概要 

NPO法人情報ボランティアの会・八王子は前進となるボランティア団体が 1997年に

設立された先駆的な IT系ボランティア団体です。このコロナ禍は Zoomの活用と市民お

よびボランティア団体の利用促進を重点的に実施してきました。 

インターンへの注意

事項や期待する業

務内容など 

対面：スマホとパソコン何でも相談会スタッフ 

在宅：Canva および zoom の利用指導およびマニュアル制作、作業報告書作成 

インターンの活動予

定場所 

JR八王子駅前（東京都八王子市）クリエイトホール（日曜中心）など 

在宅勤務（前記以外、週１，2回程度、オンラインで指導） 

英語使用の可否 不可 

  

https://www.ivh-jp.org/


 

 

 

特定非営利活動法人 Little Bees International(LBI) 
団体所在地：東京都荒川区 

 

 

アートセラピー研修修了式 学校での保健クラブ活動 

 
 

女性グループによるバック製作 “Mottainai”環境セミナー 

 

団体・活動について 

登録団体番号 6 

ホームページ https://www.littlebeesinternational.org/ 

活動分野 国際協力、環境保全、子どもの健全育成、保健・医療、平和の推進 

団体概要 

ケニアの首都ナイロビで第三の規模のコロゴッチョスラムにおいて女性と子供たちのための

エンパワーメント活動を行っています。コロゴッチョは元々がナイロビの廃棄物放置上であっ

た場所に周辺のスラムからすらあぶれた人たちが集まってコミュニティとなった成り立ちから治

安・環境も脆弱な状況で長い間、政府や国際機関の支援の届かない地域となっており

HIVの陽性率も約 4割と高く、子供たちも学校に通えずにおりました。LBIは、そんなコ

ロゴッチョの状況を変えるべく、HIV・シングルマザーの女性たちを中心に女性グループを組

織化し、自立支援のためにリサイクルバックの製作とストリートチルドレンを受け入れるため

の学校、アマニ（”平和“）教育センターを設立し活動を行っています。HIV の予防啓発

のための研修や教員を対象にした教育研修、コロナの際には、マスクの製作や配布、緊



 

 

急食糧支援も 2020年と 2021年に実施いたしました。また、スラムの中心部にはナイ

ロビ川が流れていますが、廃棄物が堆積し環境汚染の原因となっているため、河川敷を

中心にこれまで 7千本以上の木を植樹し、プラスチックやアルミニウムをリサイクルするため

の分別活動も実施しています。循環型社会を形成するための”Mottainai"環境セミナー

も、毎回 100名以上の地域住民が参加しながら、これまで 30回以上開催していま

す。 

インターンへの注意

事項や期待する業

務内容など 

・インターンの方には、細かな作業も厭わず指示待ちにはならない積極的な業務への参

加を期待したいです。 

・2022年は、3年に一度開催のアフリカ開発会議（TICAD8）が 8月下旬にありま

す。団体では、TICAD6,TICAD7 と国際フォーラムを主催し、日本とアフリカの架け橋た

るべく活動を行って参りました。今回は、チュニジアでの開催となるため参加の方法は検討

中ですが、TICAD市民社会ネットワークの調整や、勉強会の開催なども予定していま

す。 

インターンの活動予

定場所 

在宅業務と団体事務所（東京都荒川区）でのハイブリッド 

英語使用の可否 可能 

  

 


