
2023年度
国連ユースボランティア・プログラム
募集説明会

•説明会は1２:４５開始です

• 開始時間までしばらくお待ちください

• Zoomは「音声ミュート」に設定してください

• 説明会中の撮影、録画・録音等は控えてください

• 本日の説明会は後日、収録動画を公開する予定です



2023年度
国連ユースボランティア・プログラム

募集説明会
（対面・オンライン）

明治大学 国際教育センター主催

2022年１２月２３日（金）1２：４５～１３：１５
和泉キャンパス 406教室（ラーニングスクエア４階）

©WFP Nepal

©UNDP Egypt



本日の流れ 本日のスライドは終了後PDF形式で共有します

１ プログラム概要説明

２ 2022年度 派遣学生からのビデオメッセージ

（１）エジプト UNDP 経営学部4年生より

（２）ネパールWFP 国際日本学部3年生より

３ 質疑応答



プログラム概要

１ 目的

２ 派遣先、派遣期間

３ 応募資格

４ 履修条件、単位付与、科目（単位数）

５ 選考方法

６ 参加費用

７ 応募方法

８ スケジュール



１ 本プログラムの目的

❑国連ユースボランティアは，世界の平和と開発を支援するための

国際機関である「国連ボランティア計画（UNV: United Nations 

Volunteers）」との協定に参加する日本のコンソーシアム大学*が

連携して，学生を開発途上国へボランティアとして派遣するプログ

ラムです。＊関西学院大学，明治学院大学，明治大学，立教大学の４大学

❑開発途上国が抱える様々な問題を改善するため，多様なボランテ

ィア活動に従事することを通じて，国際社会や異文化理解に関す

る知識に加え，業務に従事するための外国語力，交渉力，積極性，

柔軟性，問題解決能力など，グローバル人材に必要な素養を身に

つけることを目的とします。



２ 派遣先、派遣期間

●派遣先

国連ボランティア計画（UNV）をはじめとする国連諸機関

派遣国・活動内容は、2023年3月中旬に公開予定。

☞これまでの派遣先は、ホームページに公開している「業務指示書（DOA：Description of

Assignment)」を参照してください。

●派遣期間

2023年9月下旬～2024年2月下旬（約5か月間）



国連ボランティア計画 United Nations Volunteers（UNV）

・世界の平和と発展を支援する国連機関。

・パートナー機関とともに、能力のある、意欲的な、十分に信頼できる国連ボランティアを開発

プログラミングの中に組み入れる。

・毎年120カ国以上の国々に7000人近くのボランティアを動員。国連ボランティアの80％

以上が開発途上国からで、およそ30％のボランティアが自国で働いている。

・ボランティアたちは国連機関の中で持続可能な開発目標の実現にたずさわる。基本サービ

スを届けることや持続可能な環境と気候変動、危機防止と復興、人道援助と平和構築の活動

を支援する。

・1万2000人以上のオンライン・ボランティアがインターネットを通して国連機関や市民社会

団体、地方自治体に専門知識やサービスを提供している。1970年に総会が設立し、国連開

発計画（UNDP）が管理する。UNDP執行理事会に報告する。
国際連合広報セ
ンター
https://www.unic
.or.jp/info/un/un
system/other_bo
dies/undp/unv/



３ 応募資格

（１） 派遣時に20歳以上26歳未満の学部2年生以上。院生は参加不可

（２）開発途上の厳しい異文化環境において生活する上で心身ともに健康上の問題が
ないこと及び困難な状況に対応できる能力を有する

（３）派遣終了後（大学卒業後も含む）も、国連ユースボランティア事業及び本学の
外国留学に関する広報活動、各種調査等への協力に同意ができる

（４）英語能力：以下のいずれか一つを満たすこと
【TOEFL ITP（R） ５００点、TOEFL iBT（R） ６１点、TOEIC（R） ６３０点、IELTS ５．０点】

（５）基本的な PC スキル（Word／Excel／PowerPoint）

（６）本プログラムの募集・選考及び実施に係る全てのスケジュールに参加可

（７）開発途上国へ２週間以上の渡航経験（留学・在住）を持つことが望ましい

（８）ボランティア経験があることが望ましい

※参加確定後の派遣辞退は認められません



４ 履修条件、単位付与、科目（単位数）

※休学での参加は認められません
派遣決定後、以下の2科目

「長期海外実習」（8単位）
「海外実習課題研究」（4単位）を履修するが、

①上記2科目が学部卒業要件に含めて履修できるのか？
②卒業要件外科目として履修できるのか？
各学部事務室へ確認

※2023年度秋学期は，上記科目以外の履修ができなくなるため，2023年度に
卒業を考えている人は単位取得状況と2023年度中の履修計画を申込む前に必
ず確認すること。



５ 選考方法

●学内選考

書類選考、面接選考

☞派遣候補者としてUNVに推薦（若干名）

●UNV選考

書類選考、ビデオ面接、電話インタビューなど

☞「専用枠」（１名）の選考

☞合格者がでなかった場合、「予備専用枠」（1名）の選考



６ 参加費用

(1)～(5)は、UNVから支給 （６）～（9）は、自己負担

（１）往復渡航費
(6)派遣前国内研修の参加費（３．５万円程度）
関東・関西会場 8月10日間

（２）住居費
（７）派遣前国内研修の交通費、宿泊費、
教材費

（３）現地生活費
（８）海外旅行保険料（明治大学が指定す
る海外旅行保険に加入）

（４）国連健康保険料
（９）予防接種料（派遣される国により異
なる）

（５）準備金（滞在ビザ申請料や荷物
配送費の一部）

※オンライン活動となった場合でも支給
される予定



７ 応募方法
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●応募方法
①応募フォームに必要事項を入力
②提出書類を全てアップロード
（※英語能力試験スコアは3/16(木)17時まで）

●応募期間
2023年1月10日（火）～1月16日（月）17:00



８ スケジュール
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応募から帰国までのスケジュール（予定） ※一部抜粋

1月16日（月）17:00 学内申請書類提出期限

3月10日(金) 学内書類選考 通過者発表（面接選考通知）

3月中旬 2023年度渡航先・業務指示書（DOA）公開

3月23日(木)15:00～ 学内面接選考 ＠和泉キャンパス ※原則対面

3月下旬 派遣候補者発表

4月中旬 英文履歴書、参加動機書等提出

4月下旬 UNVロスター・システム（My Profile)登録

5月中旬 UNV選考

5月下旬 UNV選考結果通知

6月中下旬 渡航準備開始

7月上旬・9月上旬 事前学習「海外実習課題研究」（100分×全２回）

8月 派遣前国内研修（UNV連携校合同研修） （10日間）

9月下旬～2月下旬 派遣

2月下旬～3月上旬 事後学習「海外実習課題研究」

3月中旬 帰国報告会（UNV連携校合同活動報告会） （半日）



新型コロナウィルス感染症に関する
プログラム実施上の注意点

・現地赴任を前提に募集を行う。
・赴任先の状況により、プログラムの一部または全てオンラインで活動する場合もある。
・危険レベルが「レベル2」に上がった場合は、原則、帰国する。
・オンラインでの業務遂行上の使用言語は「英語」
・出入国制限、検査費用、緊急帰国費用は、原則、自己負担。
・オンライン活動であっても明治における授業履修はＮＧ。

ここでの説明は一部です。
募集要項に記載の注意事項を必ず全てお読みください。



本学の派遣実績

２０１３年度派遣学生１名
派遣地：ルワンダ
派遣学生：政治経済学部４年生

２０１４年度派遣学生１名
派遣地：ラオス
派遣学生：政治経済学部４年生



2015年度の派遣実績

派遣地：インド
派遣学生：国際日本学部３年生

派遣地：ガーナ
派遣学生：国際日本学部３年生

派遣地：フィリピン
派遣学生：国際日本学部３年生



2016年度派遣実績

派遣地： エチオピア
派遣学生： 国際日本学部４年生



2018年度派遣実績

派遣地： ジンバブエ
派遣学生： 国際日本学部４年生



2019年度派遣実績

派遣地： エジプト
派遣学生： 政治経済学部４年生



2021年度の派遣実績

派遣地：エジプト
派遣学生：政治経済学部4年生

派遣地：カザフスタン
派遣学生：文学部４年生



現地での業務内容

【勤務時間】1日約6時間（月曜日～金曜日）

【業務内容】
持続可能な開発目標（The Global Goals)達成に貢献するために，以下
のような広報活動を中心とした業務を実施

◆Webサイト構築／運営
◆広報資料作成
◆国連ボランティア・デー等の運営アシスタント
◆イベントの動画・画像撮影や編集作業

※派遣機関により異なります



（業務活動）International 
Volunteer Day用のＴシャツデザイン



（業務活動）
SNSでの広報活動



2022年度 本学派遣学生（現地）からの
ビデオメッセージ

－ エジプト UNDP 経営学部 4年生より

－ ネパール WFP 国際日本学部 3年生より



おわりに

・参加を検討している方は、募集要項、各種書類を必読ください。
・関連記事サイト
‐明治大学派遣実績 → 明治大学×SDG’ｓ https://www.meiji-sdgs.jp/articles/efforts/1947/

‐参加者の声 → 国連ユースボランティア・プログラム 特設Webサイト https://ciec.kwansei.ac.jp/unyouth/

・2022年度UNYV帰国報告会
‐2023年3月25日(金) 13:30～16:00 頃（予定） オンライン実施予定 ※詳細後日

問合せ：
国際教育センター 国連ユースボランティア・プログラム担当 （kokusaik@meiji.ac.jp)

明治大学 国連ユースボランティアプログラム
https://www.meiji.ac.jp/cip/chouki_kaigaijisshu/index.html



Q ＆ A


