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＜注意事項＞ 

●新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、感染症危険情報レベル３（渡航中止勧告）が発出されている国・

地域（または、感染症危険情報レベル２以下であっても、可及的速やかな帰国を促す広域情報が発出されて

いる地域（アフリカ））については、現地入りを要する研修への参加はできません。 

 

●感染症危険情報レベル 2（不要不急の渡航は止めて下さい）が発出されている国・地域での研修について

は、応募は可能ですが、実際の渡航の可否については渡航前に別途検討して決定します。また、通常の危険

情報レベルも併せて渡航の可否を決定します。 

 

●新型コロナウイルスの影響により、やむを得ず募集内容を変更する場合があります。 

1. 本プログラムの目的と特徴 

 

【 目 的 】国際協力 NGO の人材育成を通した組織強化 

 

【 特 徴 】 

 オンライン研修への応募可能。 

 国際会議への参加も応募可能。 

 短期～最長 6 か月にわたる応募が可能です。 

 国際協力分野の事業やアドボカシー、組織運営等において実績を有する日本

国内外 NGO、国際機関、研究機関等での実務/既定研修参加への応募が可能です。 

 研修先や研修内容、研修期間、方法は、プログラム参加者が主体的に計画を策定できます。 

 

2. 募集概要 

 

【募集期間】予算上限があり、予算を満たした場合には、以降の募集は 

行わないことがあります。 

第 1 次：2021 年 4 月 30 日（金）～5 月 16 日（日） 

第 2 次：2021 年 7 月 30 日（金）～8 月 31 日（火） 

第 3 次：2021 年 11 月 8 日（月）～11 月 30 日（火） 

 

【対象者】 

① 原則 5 年程度の活動実績のある NGO に所属している 

(開発、環境、人権、人道支援、平和構築等) 

② 所属団体からの推薦がある 

 中堅職員が主な対象ですが、業務責任者レベルの方や新規入職者も【4.選考】の基準を満たすと考えら

れる場合は応募可。 

③ NGO 等に通算３年以上活動経験がある（無給やパートタイムで関わった期間も含む） 

 事業または組織管理面で中核的役割であることが明らかな場合は勤続期間を問わない。 

④ 本プログラムの趣旨・目的を理解し、長く現所属団体や日本の NGO の能力強化推進に意欲を有する。 
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⑤ 研修の実施並びに研修中の報告・申請等を円滑に行える方 

⑥ プログラムへの参加終了後、報告会に参加し参加した成果を発表できる方。 

⑦ プログラムへの参加終了後、翌年度に実施される研修員に関する調査に協力できる方。 

 

＜研修開催地が「海外」のみ（全形式）＞ 

⑧ 英語力がある（目安：TOEIC730 点以上、TOFEL550 点以上） 

 英語以外の言語での研修を希望する場合は、応募用紙の所定欄で申告のこと。 

 

【募集形式/タイプ】募集人数は通年 

開催地 形式 実施タイプ 募集人数
期間

（目安）
内容

実務型 集合型　

国際協力分野の事業やアドボカシー、組織運営等において実績を有

するNGO/NPO、国際機関、研究機関等での実務等を担ったり、業務

や組織を理解し合うことで人材育成を図り、組織の連携や活性化を目

指す

研修受講型 集合型・オンライン型
原則有料の既定研修受講や国際会議への参加により、能力強化を目

指す

実務型 集合型　

国際協力分野の事業やアドボカシー、組織運営等において実績を有
するNGO/NPO、国際機関、研究機関等での実務等を担ったり、業務

や組織を理解し合うことで人材育成を図り、組織の連携や活性化を目

指す

研修受講型 集合型・オンライン型 原則有料の既定研修受講や会議への参加により、能力強化を目指す

海外

国内
数日～
2ヶ月間

数日～
6ヶ月間

12

10

 

 

3. 応募について 

 

【応募方法】   

・応募書類を PDF および excel/word データにてメール(overseas-study@janic.org)まで提出。 

＊メールタイトルに『NGO スタディ・プログラム応募』と記載 

 

【応募〆切】 

第 1 次：5 月 16 日（日） 

第 2 次：8 月 31 日（火） 

第 3 次：11 月 30 日（火） 

 

【応募書類】  ＊原本郵送不要 

開催地 形式 提出書類

実務型

研修受講型

実務型

研修受講型
国内

応募用紙
日本語による小論文

（応募用紙）所属団体の責任者の推薦が必要
（小論文）A41枚程度/様式自由/指定テーマあり

海外
応募用紙

英語による小論文

募集人数

（応募用紙）所属団体の責任者の推薦が必要
（小論文）A41枚程度/様式自由/指定テーマあり

 

 

【応募用紙】  

・JANIC ML より入手 

・https://www.janic.org/blog/2021/05/05/ngo_studyprogram_2021/ よりダウンロード 
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4. 選考                                                

【選考方法】書類選考及び面接 

＊選考結果は、メール添付で文書にて連絡します。 

 

【採択結果が出るまでのスケジュール】（予定）    審査員の都合、新型コロナウイルスの影響に変更となる場合があります。 

（第 1 次）  

 

 

 

 

（第 2 次）  

 

 

 

 

（第 3 次）  

 

 

 

 

【採択決定以降のスケジュール】（予定） 

採択が決定後は、概ね以下の流れを取ります。 

 

                                           

 

 

 

 

【選考基準】 

①妥当性 

 応募者が所属団体内で担っている役割・責任とテーマ・内容が合致しているか 

 応募者のプログラム利用目的とテーマの明確さ・課題改善の実現性 

 プログラム内容に対し，希望する受入先が妥当とする根拠となる，受入機関に関する知識 

②還元・効果性 

 応募者の研修後の展望と将来性 

 特にプログラム参加完了後にその成果を所属団体に還元しようとする意志 

 参加したことによる成果の還元方法や所属団体へ及ぼす効果（期待される成果）が明確か 

③応募者の姿勢 

 適応性、実務実績、英語力（その他使用言語の能力） 

④応募者所属団体側の同プログラム参加趣旨に対する理解及びバックアップ体制 

 事務局体制、経理処理体制など） 

⑤希望受入機関の妥当性 

 経費、使用言語、安全対策の観点 

【説明会】 

2021/5/7 

予定 

【書類審査】 

5/19 

【結果通知】 

5/20 

【面接】 

5/25 

オンライン  

 

【最終結果通知】 

～6/4 

【応募】 

4/30-5/16  

【説明会】 

2021/7/28 

予定 

【書類審査】 

9/1 

【結果通知】 

9/2 

【最終結果通知】 

～9/17 
【応募】 

7/30-8/31 

【面接審査】 

9/7 

オンライン  

【説明会】 

2021/11/11 

予定 

【書類審査】 

12/1 

【結果通知】 

12/2 

【最終結果通知】 

～12/17 

【応募】 

11/8-11/30  

【面接審査】 

12/7 

オンライン  

【オリエンテーション】 

参加プログラム 

1 ヶ月前～ 

【覚書の取り交し】 

参加プログラム 

1 週間前～ 

研修、会議等 

への参加 

(2 月下旬迄) 

 

【精算】 

【参加報告書提出】

参加プログラム 

終了後～2022 年 3

月 6 日まで 

【研修後状況調査協力】 

【報告および応募者への経験

共有/説明会等登壇協力】 
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５．本プログラムにおける助成経費(予定) 

＜海外＞ 

費目 実務研修型 支給条件

集合型 集合型 オンライン型

渡航費 上限25万円（往復） 上限25万円（往復） -

・日本もしくは海外の在住自宅又は事務所から受入先機
関のある国の空港迄の往復航空運賃および出発国内に
おける空港までの移動費。
・割引エコノミークラス
・受入先機関の要件として、予め受入先機関のある国以
外の第3国において一定期間の研修を受ける必要がある
場合は、「往路について」日本もしくは海外の自宅または
事務所から当該第3国、当該第３国から受入先機関のあ
る国への移動費用。

滞在費

・途上国：26万円/月
・先進国・アフリカ：
39万円/月
※DACリストに基づく

・途上国：26万円/月
・先進国・アフリカ：
39万円/月
※DACリストに基づく

-

月単位で定額支給。ただし、1ヶ月に満たず、該当月の途
中で開始もしくは終了する場合は、日割算出。
・住居費、光熱費
・食費等生活費
・通信費、移動費等

＜研修受講型＞
受講（参加）料に、宿泊費・食費等、滞在費にあたる費用
が含まれる場合は相当額を差引いた額を支給。

研修手当 10万円/月 10万円/月 -

研修経費として毎月定額支給。
・資料等購入費
・受入機関のある国のフィールド視察にかかる旅費
・受入機関の要請により第三国で予備的な研修を受ける
費用

受入機関
に支払う経費

上限10万円/月 - -

受入機関で以下経費が発生した場合、事前に書面にて
申請がある場合、妥当と判断される場合に支給します。
・受入先で指導監督する者への謝礼
・備品リース料
・光熱費、消耗品等
・その他追加経費

受講/参加料 - 上限25万円 上限25万円 実費支給

研修受講型

 
 

＜国内＞ 

費目 実務研修型 支給条件

集合型 集合型 オンライン型

交通費 実費 実費 -

自宅又は所属団体事務所から研修地までの往復交通費
支給。
・飛行機の場合は割引エコノミークラス。
・新幹線の場合は経済的且つ効率的で最も安価なもの。

宿泊費
研修員所属団体規定に
拠り支給

研修員所属団体規定に
拠り支給 -

規定がない場合：上限11,000円/日（税込）

＜研修受講型＞
受講（参加）料に、宿泊施設提供など宿泊費にあたる費
用が含まれる場合は相当額を差引いた額を支給。

日当

研修員所属団体規定が
ある場合、同額にて支
給

研修員所属団体規定が
ある場合、同額にて支
給

-

受講/参加料 - 上限10万円 上限10万円

受入機関に
支払う経費

上限2万円/日 - -

受入機関で以下経費が発生した場合、事前に書面にて
申請がある場合、妥当と判断される場合に支給します。
・受入先で指導監督する者への謝礼
・備品リース料
・光熱費、消耗品等
・その他追加経費

研修受講型
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６．応募にかかる留意事項 

① 所属団体は、本プログラムに研修員を専従せしめる義務を負います。 

 

② 旅券手配、査証取得、海外旅行傷害保険、研修地での住居確保の準備・手続きは、所属団体の責任にて

実施のこと。尚、研修中の保険には必ず加入して下さい。 

 

③ 海外研修では安全管理の為「たびレジ」及び「在留届」へ登録のこと。出発前に、緊急連絡先を提出のこと。 

 

④ 査証取得が必要な国・地域は、最新情報をよく調べ、取得準備を進めてください。 

 必要に応じて事務局よりバックアップレター等の作成が可能です。ただし、査証発行は現地政府が判定する

ため、査証取得ができない場合、研修国を変更して頂く可能性もあり得ます。 

 就業目的でないインターンやボランティアとしての入国に対する査証取得条件等が複雑な制度のある国が

あります。必ず事前の調査を行って下さい。 

 

⑤ 研修員が研修期間中に傷害等の不利益を被った又は負わせた場合、外務省及び運営事務局は一切の責

任を負いません。 

 

⑥ プログラム利用期間中の一時帰国や所属団体より付与されている有給利用は認めません。 

 

⑦ 本プログラムで、所属団体の事業の事前調査や現行事業の現場視察を行うことはできません。 

 

⑧ 研修条件に逸脱するような行為（当初の研修計画以外の活動に専念する等々）があった場合は、研修費用

の返還を求めることがあります。 

 

 ⑨  研修終了後、所定の期日内に最終報告書（Ａ4 で 10 枚程度、テーマに基づく論文形式）を日本語で提

出する必要があります。（同報告書は外務省でとりまとめの上、外務省ウェブサイト等で公表。） 

 
７．お問合せ                                             

（特活） 国際協力ＮＧＯセンター（ＪＡＮＩＣ） NGO スタディ・プログラム事務局 榊・上出 

overseas-study@janic.org 

 新型コロナウイルス感染対策予防のため、事務所開所が限定されます。 
 メールでのご連絡をお願い致します。 
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 よくある質問 

応募を検討の方からよく頂く質問をまとめました。 

＜プログラムの利用＞ 

①Ｑ．海外の複数の国で行われる、種類の異なる研修にそれぞれ参加することは可能ですか？ 

Ａ．可能です。ただし、1 つの研修テーマを達成するためにそれらの研修参加が必要であることが前提であ

り、採択された場合に参加が可能となります。 

 

②Ｑ．同一の組織から、複数名が同じ研修等に参加することは可能ですか？ 

Ａ．可能ですが、より幅広く、様々な組織に本プログラムを活用していただくために同一の組織からは最大 2

名までの参加とさせて頂いています。また、仮に 2 名が同時に応募した場合であっても、1 名ずつ個別に選

考しますので、必ずしも２名が揃って採択されるとは限らないことはご了承下さい。 

 

③Ｑ．国際会議に参加したいのですが、このプログラムを利用することは可能ですか？ 

Ａ．可能です。その一方、本プログラムの目的は、国際協力 NGO の人材育成をとおした組織強化、並びに

日本の NGO への成果還元です。会議参加をによりこれらの目的を満たすと採択された場合に限ります。 

 

④Ｑ．実務型と研修受講型の 2 つを組み合わせることは可能ですか？ 

Ａ．可能です。研修参加目的が一貫していると判断され、採択された場合、2 つの型を組み合わせた参加が

可能です。 

 

⑤Ｑ．採択通知をもらった後に、参加するプログラムを変更することは可能でしょうか？ 

Ａ．原則採択されたプログラムの変更はできませんが、新型コロナウイルスの感染拡大等やむを得ない事

情に起因する研修や会議の中止、延期などについては、採択後であっても代替の研修先や会議先または

参加方法について変更申請は可能です。ただし、主催元である外務省からの変更承認が下りてから、参加

が可能となるため、必ずしも変更が認められるとは限らないことをご了承下さい。なお、採択された研修・会

議テーマは、研修員の必要性に応じて申請し、審査・採択されたもののため、変更することはできません。

採択された研修・会議テーマに沿って代替の機会を探すこととなります。 

 

⑥Ｑ．採択をされた後、すぐに研修や会議に参加しないといけないのですか？ 

Ａ．採択された年度内中に参加頂ければ問題ありません。しかし、事務局より年度報告書を 3 月末までに主

催元である外務省に提出する必要があることから、研修や会議への参加完了は 2 月下旬までに完了するよ

うお願いしています。 

 

⑦Q.本プログラムに申請可能な者は、日本国籍保有者もしくは日本在住者に限られるのでしょうか？ 

A．日本国籍保有者並びに日本在住者には限りません。ただし、審査の公平性の観点、国費を利用するプログ

ラムのため、以下の応募条件は必須となります。 

・「2.募集概要」の＜対象者＞を満たすかどうか 

・「4.選考」の＜選考基準＞をクリアするかどうか 

・原則、日本語による審査対応や書類対応も可能な方 

・事務局及び主催元からのリクエストに応じ、日本語への通訳・翻訳が常に可能な体制であること 

・自団体の能力強化だけでなく、日本の国際協力 NGO 全体への研修成果還元ができると判断される方 

所属する団体が、以上の条件を満たすと正式に判断し、推薦した場合は、応募は可能となります。書類選考及

び審査においても、他応募者同様、以上の条件を基準として実施致します。 
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＜応募条件＞ 

①Ｑ．中堅職員でなければ、このプログラムに参加はできないのですか？ 

Ａ．中堅職員までのキャリアが無い場合でも応募は妨げません。本プログラムの

目的である、国際協力 NGO の人材育成をとおした組織強化、並びに日本の NGO

への還元が充分に期待されると判断される場合には、採択されることがあります。 

 

②Ｑ．5 年程度の活動実績のある NGO に所属していないと、このプログラムに応募はできないのですか？ 

Ａ．必ずしも 5 年程度の活動実績がない場合も応募を妨げるものではありません。本プログラムの目的であ

る、国際協力 NGO の人材育成をとおした組織強化、並びに日本の NGO への還元が充分に期待されると判

断される場合には、採択されることがあります。 

 

＜その他＞ 

①Ｑ．研修や会議への参加計画はどのように進めていけば

良いでしょうか？ 

Ａ．『①研修・会議への参加目的/理由を整理し、②開催地、

主催先、開催方法を選択、③期間の検討と決定 ④③まで

の想定に合う「型」を選ぶ』が流れの例です。 

 

②Ｑ．IT スキル向上など、実務能力向上のための研修に参加することは可能でしょうか？ 

Ａ．可能です。その一方、本プログラムの目的は、国際協力 NGO の人材育成をとおした組織強化、並びに

日本の NGO への成果還元です。採択された場合には、国際協力における個人の能力強化のみならず、所

属組織や他 NGO への研修成果の普及や共有に努めて下さい。 

 

③Q.オンライン研修の場合、インターネット接続場所の制限はありますか？ 

A.「研修に集中して参加し、成果が得られる接続場所であるべきこと」は大前提となります。その大前提に基

づきインターネットセキュリティが確保される接続場所であれば、制限はありません。 

 

 

 

 

 

 

以上 
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プログラムを活用した研修員の声 

実際に本プログラムにより研修員として研修に参加された方の「声」をご紹介します。（抜粋） 

 

＜ＮＧＯスタディ・プログラムのメリット＞ 

・NGO の規模や財源等に関わらず、広く公平に人

材育成・研修の機会が得られる。 

・NGO の業務を行ううえで直面する課題などを解

決・改善する手段を学ぶことができる。 

・国内の短期ワークショップ参加にも柔軟に対応

できる助成プログラムが他にはない。 

・ワークショップに参加したいと考えた課題を外務

省とＪＡＮＩＣが明確にしてくれる。課題解決やキャ

パビルにつなげやすい。 

・人脈作りに非常に貢献した。 

・講師や他の参加者と話す機会により、お互いの

経験や意見からより多くを学ぶことができる。 

 

 

＜参加したことで得たこと＞ 

・担当業務への理解が深まり、新しい事業準備にあたっても本プログラムで得

た知見を活かすことができたと言うポジティブな変化があった。 

・実際に研修に行くことは（コロナにより）叶わなかったが、応募書類や研修計画

を作成するうえで、自身の研修先に対する理解や担当業務、組織、ＮＧＯに対

する理解や考えが深まった。 

・セーフガーディングを取り入れるためにこのプログラムを利用。ＪＡＮＩＣのワー

キンググループやＨＡＰＩＣへとつながっている。自分たちの団体超えてネットワ

ークが広がり、セーフガーディングの導入に協力し合えたことが良かった。 

・団体内の活動だけではなく、ＮＧＯ全体と言う観点で活動を考えるようになっ

た。 

・リソースや現地での地域に根差した開発教育の展開などの貴重な情報を入手

することができ、セミナーや教材作成につながった。 

 

＜プログラムをまた使いたいか？その理由＞ 

・使いたい。職員のスキルアップに確実につながる。団

体内の知見・技術が蓄積されていくと言う大きな効果が

見込める。 

・使いたい。国際協力の手法や団体の戦略は変化するし、

直面する課題は業務内容やポジションが変わるにつれ

変わるため（スキルアップやキャパビルは必要） 

・使いたい。新たなリソースや、事業展開、人材育成の面

でとても有益だった。 


