
英語研修＆ソーシャルアクション
＼フィリピンでSDGsを学ぶ、参加者募集！／

Copyright©2001-2021 LOOB JAPAN. All Rights Reserved.当案内書に掲載される記事、写真、ロゴ等の無断転載・配布を固く禁止します。

将来、グローバルな現場で活動したいと思っている方へ
現地のボランティアと一緒に未来社会について考えてみませんか？

Batch 2: 2023年2月20日～2月27日満員御礼！
Batch 3: 2023年8月7日～8月20日（13泊14日）
Batch 4: 2023年9月4日～9月11日（7泊8日）

〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-2４-4 ソーシャルビジネスラボ

メール： info@loobinc.com

NPO法人LOOB JAPAN（現地法人名Love Our Own Brethren Inc.）は2001年からフィリピンのイロイロ市
で活動している非政府組織（NGO）です。 “青少年が国を超えて友愛と奉仕の精神を育み、持続可能な未
来の創造に寄与する”をビジョンとして活動しています。

5/30 第一〆切！（定員12名）

mailto:info@loobinc.com
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募集概要

開催日程
と〆切 Batch 3: 2023年8月7日（月）～20日（日）13泊14日 ★〆切5月末

Batch 4: 2023年9月4日（月）～9月11日（月）7泊8日 ★〆切6月末

開催場所 フィリピン西ビサヤ諸島パナイ島イロイロ市

（イロイロ市は、東南アジアで最も安全な都市トップ8位！）

資格・定員 16歳以上の高校生・大学生・社会人。各日程で定員12名（先着申込順となります）

研修費
• Batch 3 （8月）13泊14日 113,000円

• Batch 4 （9月）7泊8日 73,000円

• 現地集合・解散となります。

* お友達や親子２名の参加で双方に3,000円引き。

活動内容

• Day1 渡航

• Day2 オリエンテーション、街の探索

• Day3 SDGs1 貧困 /コミュニティ体験

• Day4 SDGs4 教育 / 学校訪問

• Day5 SDGs12 ごみ /ごみ処理場インタビュー

• Day6 SDGs14 プラスチック汚染 /海岸清掃

• Day7     最終プレゼン / 観光＆ショッピング

• Day8     帰国

LOOBの
活動の特徴

1. 現地学生と一緒にチームで活動する【ブラザー・シスターB＆S制度】で"超"仲良くなる！
2.フィリピンで【22年の実績がある草の根NGO LOOB】で社会課題とその解決策を学べる！
3. 【貧困・教育・ごみ・海洋汚染・（ジェンダー）】の4テーマ知識を深める！
4.座学とフィールド活動で【頭・心・体】で活動できる！
5.フィリピン在住24年の日本人代表がいるので【24H緊急対応可】！



設立22年の実績を持ち、地元に根差して支援を行っているNGO 
LOOBが提供するSDGsと国際交流プログラムです。難しい社会課
題を現地の学生と一緒に楽しく学びます。
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まずは英語で
SDGsワークショップ

コロナで希薄になった対人コミュニケーションを大切するため、LOOBプログラムではマンツーマンでは
なく、全ての活動を日本とフィリピンの学生チームで作り、手と体を使った“協働作業”に重点を置いてい
ます。

現場に出て
リアルな研修

グループで
最終プレゼン発表！
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国際交流と
ブラザー・シスターとは？

SDGsと
社会課題の解決とは？

持続可能な開発目標（Sustainable 
Development Goals）は国連が採択し
た世界の目標です。本プログラムでは、
実際に途上国で何が起こっているの
か？ 現地の学生と 「SDGs、貧困/コ
ミュニティ、教育、ごみ・プラスチッ
ク汚染」の４分野で学びます。

他団体には無いユニークな活動が、
LOOBの『ブラザー・シスター制度』
です！LOOBの学生ボランティアが、
皆様の慣れない海外生活を助けてくれ、
一緒に活動する仲間となります。

日本人数名に現地学生1名が付きます。



Day 1 Arrival from Japan

Day 2 AM: Welcome Program/LOOB Orientation
Introduction to the SDGs

PM: Experience the City

Day 3 AM: SDG Workshop: Poverty
Preparation for Community Immersion

PM: Community Mapping

Day 4 AM: SDG Workshop: Education
Preparation for School Activity

PM: School Activity

Day 5 AM: SDG Workshop: Garbage Situation
Preparation for Family Interview

PM: Family Interview

Day 6 AM: SDG Workshop: The Environment
Preparation for Beach Clean-Up

PM: Youth Interaction and Beach Clean-up

Day 7 AM: Final Presentation
PM: City Tour and Shopping

Day 8 Departure to Japan
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● 8月の13泊14日の場合も、ESAPは7泊8日で修了
となりします。2週間目はAmazing Tour（ギマラス
島ビーチと歴史・宗教がテーマの観光）となる予定
です。

● 宿泊・食事はどんな感じ？
基本的にLOOBのシェアハウスもしくは提携ドミトリ
ーとなります。2～4人の相部屋（男女別）でフィリ
ピン人参加者も一緒です。朝食は各自実費となりま
す。昼と夜はフィリピン料理をお出ししています。

コミュニティ
交流＆生活体験

ごみ山でインタビュー

海岸でボランティア

栄養バランスが取れた
フィリピンの家庭料理

仲良くなる合宿形式！

午前中は
ワークショップで
現地学生と学ぶ

最終プレゼン
（例：貧困の構
造と解決策）

現地スケジュール（予定）

子ども達と交流
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2023年2月に参加した高校生・大学生の声

1週間本当にありがとうございました！最初は現地の生活に慣れるか、英語学習についていけるか、等々不安でいっぱいで
したが、いざ行ってみるとそんな不安を全て忘れてしまうくらい、本当に楽しく充実した日々を過ごせました。現地の人の
サポートが手厚く、すごく安心感ごありました。恥ずかしがり屋な私が、人の前で発表することに抵抗がなくなり、自分で
も大きな成長を実感することができました。まず、現地のフィリピン人のシスター、ブラザーたちと沢山交流できるのがこ
のプログラムの中でとても魅力的な点でした。沢山英語で会話し、生の英語に触れられて良かったです。SDGs 学習では、
日本では実感しづらい問題を現地で目の当たりにし、改めてその問題について深く学ぶことができました。日本の学校には
なかなかない、質の高いアクティブラーニングを経験することができました。将来、世界を良くする人になりたいと改めて
強く思いました。最後に、フィリピンで過ごした全ての時間が私の一生の思い出です！このプログラムに参加して本当に良
かったと思っています。ありがとうございました！ （千葉県立小金高等学校 Mさん）
今回NGO LOOBのプログラムに参加し、SDGsについて理解が深まった共に、発展途上国の貧困層の現実を知ることができ
ました。貧困やゴミ問題について机上での知識はあり、正直なところSDGsは企業向けで、表面的な政策にしかならないの
ではないかと思っていました。しかし、発展途上国の現場を見たことで、SDGsがあることによって貧困層を救うきっかけ
になると感じました。現地調査としてゴミ処理場となっているSanitary Landfillに行きましたが、プラスチックが山となっ
た現場を見て、これらは私たち世代が生きている間に分解はされず、次世代への負の遺産となると思いました。ゴミを出さ
ない仕組みや、CO2を出さないなど将来に負担をかけない方法での処理方法が求められていくと感じます。 フィリピンで
現場を見たことで貧困の問題は教育にも影響を与えることがわかりました。また、ゴミが増えることで起きる悪臭の問題や、
長期的に起こりうる気候変動の影響を受けやすいのは衣食住も整っていない社会的弱者です。だからこそフェアトレード商
品を購入したり、寄付をしたり、または政策立案をして気候変動を止めていく必要があると強く感じました。 （高崎経済
大学 Kさん）



研修費・パスポート・渡航と航空券について

●パスポート パスポートの有効期限は、滞在日数＋６ヶ月以上であることが必要

です。

●渡航と航空券 LOOBで推奨する便（日本⇔マニラ⇔イロイロ）は事務局からの

メールをご確認下さい。推奨便以外の便を利用したい方はご相談下さい。フィリピンへの
入国には必ず復路のチケットが必要です。LOOBプログラムはイロイロ集合・解散ですの
で、プログラム終了後に別の地域や国に行くことは可能です。

●ビザ 滞在が30日以内なら必要なし。31日以上はイロイロ市の入国管理局でビザを

取得できます。ただし30日以内の帰国チケットが必要です。

●お友達割引 申込フォーム送信の後、同日程・同便利用、同時手続き（事務局か

ら同時にメールでやりとり）ができる場合に限り、双方に3,000円引きとなります。

●参加規約とキャンセルポリシー

●研修費 研修費に含まれるもの 宿泊

Batch 3
2023年8月7日～8月20日
（13泊14日）113,000円

・SDGs研修費
・申込金（13,000円）
・宿泊費
・食事（1日２食）
・イロイロ空港送迎（*推奨便のみ）

シェアハウス
もしくは
提携ドミトリー

ホームステイはなし。Batch 4:
2023年9月4日～9月11日
（7泊8日）73,000円

＊研修費に含まれないもの

【渡航前に必要なお金】
・日本～マニラ～イロイロ往復航空券（80,000円～）
・海外旅行保険（必ず入って下さい）

【現地で必要なお金】
・食事＆お小遣い（１週間10,000円前後）
・オプショナル旅行（3,000円～、＊遠出がある場合）
・洗濯（１週間で500円くらい）
・ワクチン接種2回以下の方、帰国時PCR検査（約8,000円）

予算の見積もり

研修費 73,000ー113,000円

＋ 渡航費 80,000円

＋ 海外旅行保険 7,000円

＝ 16～20万円
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参加規約／キャンセル・ポリシーはこ
ちら！

ESAP参加後にLOOBインターンとして活動したい方へ

http://www.loobinc.com/internship.html

https://www.loobinc.com/policy_program.html
http://www.loobinc.com/internship.html


1

2

航空券

フィリピンへの入国には必ず復路のチケットが必要です。

また、フィリピン到着日から30日以内にフィリピンから帰国・出国
するための航空券を所持している必要があります。

パスポート
パスポートの有効期限は、滞在日数＋６ヶ月以上であることが必要
です。

ビザ 滞在が30日以内なら必要なし。31日以上はイロイロ市の入国管理局
でビザを取得できます。ただし30日以内の帰国チケットが必要です。
滞在目的は、商用・学生ではなく観光ですので、お間違いないよう
お願いします。

海外旅行
保険

ご自分の納得のいく範囲のものに必ずご加入下さい。政府の水際対
策および感染症対策により、渡航・移動・現地活動に制限がでるこ
ともあります。全て、海外旅行保険の補償の範囲でカバーして下さ
い。

お勧めの保険例①AIG：13泊15,230円
お勧めの保険例①エイチエス損保たびとも13泊4,550円

ワクチン接種
証明書

（海外用）

新型コロナウイルスワクチン接種証明書が必要です。（デジタル
庁）

https://www.digital.go.jp/policies/vaccinecert/

紙ベースで取得される方は、お住まいの市区町村に「海外渡航用」
の英文ワクチン接種証明書をご申請ください。

eTravel
オンライン登

録

フィリピン到着の72時間から下記ホームページよりアクセスの上、
画面に表示される内容に従って登録を行ってください。

https://etravel.gov.ph/

PCR
陰性証明書

18歳以上の成人および同伴者のいない15～17歳の未成年者
●ワクチン未接種→ 入国時、24時間以内に実施した抗原検査の陰性
証明が必要です。
●２回接種者(Primary Series) → 英文ワクチン接種証明書 + 出発
前48時間以内のRT-PCR陰性証明、もしくは24時間以内に実施した
抗原検査の陰性証明が必要です。
●３回接種者 → 英文ワクチン接種証明書のみ。陰性証明は不必要。

Visit Japan
オンライン登

録

入国手続き「検疫」、「入国審査」、「税関申告」をウェブで行う
ことができます。最後に表示される画面を帰国時にすぐ出せるよう
にパスワード等をメモし、スクリーンショットも撮っておいてくだ
さい。
https://vjw-lp.digital.go.jp/ja/

英語研修＆ソーシャルアクション
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フィリピン渡航と帰国に必要なもの

最新情報は必ず各自のご責任でご確認下さい。航空機の搭乗拒否、また渡航国の出
入国管理局で入国拒否された場合も、幣団体は一切その責任を負いません。

https://www.digital.go.jp/policies/vaccinecert/
https://etravel.gov.ph/
https://vjw-lp.digital.go.jp/ja/
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第1次〆切：2023年5月15日
*定員になり次第、締め切ります。
*定員に達しない場合は、航空券を取得できる限り、受付けます。

今ここ！

STEP 2 申込み 5月15日までに下記フォームからお申込み下さい。
http://www.loobinc.com/esap.html#form

日本～マニラ（orセブ）経由～イロイロの往復チケットを手配
下さい。LOOBが推奨する便はメールでご案内します。STEP 3 航空券

渡航案内書＆持ち物表などを事務局からメール致します。参
加者でLINEグループも作りますので事前交流して頂けます。STEP 5 渡航準備

ESAPプログラム 申込み方法

ゆうちょ銀行
口座番号：（記号）10100（番号）78764681 
口座名義：トクヒ）ロオブ ジャパン

ゆうちょ銀行
店名 〇一八 店（ゼロイチハチ店）
店番 018 普通預金
口座番号： 7876468
口座名義：トクヒ）ロオブ ジャパン

振込先

5月30日までに研修費を下記口座までお振込み下さい。これで
正式な申込みとなります。STEP 4 お振込
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STEP 1 案内書を読み、LINE登録

６月中旬までに下記の書類をLOOB事務局
（info@loobinc.com）までメール下さい。

● パスポート写し（顔写真があるページ）
● 航空券のEチケット（発着時刻が全て表示されているもの）
● 英文ワクチン証明書

STEP 6 書類

参加規約／
キャンセル・ポリ
シー
はこちら！

STEP 1 案内書を読み、LINE登録

http://www.loobinc.com/esap.html#form
https://www.loobinc.com/policy_program.html
https://www.loobinc.com/policy_program.html
https://www.loobinc.com/policy_program.html

