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These reports are from two students who experienced both domestic and overseas programs. 

•ペ

HASEGAWA Mi U (Sophomore) 

長谷川未羽 (2年生）

国内インタ ーンシッブ

呉市の大崎下島で、相互扶助コミュニティの創出などを展開する「一般

社団法人まめな」に2週間住み込みで就業しました。 今までのアルパイト

などでは、指示されたことに従し＼職場の人•お客様のため、と思って働い

ていましたが、まめなでは仕事を課されることは一切なく、その代わリに「や

リたいことをしなさい」と、想像したインタ ー ンシップとは全く別物でした。

自分の意思で行動する経験が今までになかったので、最初の数日は非常に

苦労しました。しかし、時間が経つにつれて、まめなでの生活でやリたいこと

を見つけ出し、自然にある物を使用して小さな土壁の家を制作しました。こ

の家づくリの一 連の流れで、「自分がしたいことに挑戦する」力が身につい

たと感じています。
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体験・実践プログラム報告
プラットフォーム参画企業や国際機関などと連携 し 、

ンターンシップやポランティア活動などに取リ組むプログラムです。

今回は、国内と海外の両プログラムを経験した2名からの報告です。

Domestic Internship Program 

I did a two-week internship at Mamena, a general incorporated 
association in Osakishimojima, Kure. Mamena designs and 
organizes mutual aid services in the community. In a previous 
part time job, I worked to meet expecta↑ions set by co-workers 

and serve customers. However, in Mamena, I was not given any 
specific task. Instead, they suggested that I do what I want. 

This was very different from what I expected. Since I did not 
have any experience to take actions at my own will, I had a 
hard time for the first few days in Mamena. But as time went 
on, I star↑ed to find things that I want to do and finally built a 
small house with mud walls using things in nature. Through 
this experience, I was able to obtain skills to challenge myself 
to do what I want. 

Overseas Volunteer Program 

I took care of Asian elephants for three weeks in rural area in 
Thailand. I chose this volunteer program because I love 
animals, however I felt strongly that I need more energy and 
patience to work for living animals. Also, I lived with so many 
people from all over the world, where I could feel cultural 
diversities. It was exciting and enjoyable to live and work in 
foreign country for me. I feel that I learned about my new self. 

My internship and volunteer experiences became very 
impor↑ant turning points for myself. "It's better to regret doing 
something than not doing it" is my motto for the future 
challenges I will undertake. 

海外ポランティア

タイの農村で3週間、アジアゾウの世話をするポランティアを行いました。

「動物が好き」という理由でこのプログラムを選択しましたが、生き物相手の

仕事は忍耐力と体力が必要だと痛感しました。また、宿泊施設では、様々な

国籍の人と多様な文化を感じながら共同生活を送ることができました。異文

化での生活は毎日刺激的で楽しく、新たな自分を知る機会となリました。

これら「体験・実践プログラム」での活動は、私にとって重要な転機となリ

ました。「挑戦」することは、ときに難しく感じてしまいますが、得られるものは

非常に多いです。「やらない後悔よリもやった後悔」を座右の銘に、これから

も、些細なことから大きなことまで自分の心に従って様々な新しい挑戦をして

いきたいです。

Report 

-t)C
SHIMA 

N I SH I M LJ RA MO m Oh a (Sophomore) 

西村百葉 (2年生）

国内インタ ーンシップ

あ なぶきグループが運営する「co-ba hiroshima」というコワ ー キングス

ペースで2022年3月から4カ月間、主に、SNS記事の作成やイペント運営、

企画に携わリました。フリーランスや中小企業に勤める方、同世代の学生など

様々な方と関わる中で「働き方は何通リもある」ということを実感しました。

インターンシップ前までの私は、大手企業に入ることが人生の成功だと捉

えていました。しかし、ここでは様々な働きかたをされている人たちに出会い、

「もっと自由に好きなことをしよう」と思いました。

海外ポランティア

「NGO LOOB」という、フィリピンで青少年育成とコミュニティ開発を行っ

ている非政府組織で、支援地域や小学校でSDGsについてのワ ー クショップ

や、フェアトレー ド商品の制作を行うボランティアに約2か月間、参加しまし

た。日本とは全く異なる環境で、英語を使ってのコミュニケーションには苦労

しましたが、SDGsの必要性を切に感じ、学びがとても大きい2か月間でした。

Domestic Internship Program 

Between March and July, 2022, I did my internship at co-ba hiroshima, 
a coworking space that is managed by ANABUKI KOSAN INC. While I 
was there, I was involved in writing articles in social media and planning 
and managing events. Through interactions with college students, 
freelancers, and people who work for small and medium-sized 
companies, I realized that there are multiple ways to work. Before the 
internship, I thought that working for large companies means to be a 
successful person. However, meeting with people who work in various 
ways led me to think that I can do whatever I want. 

Overseas Volunteer Program 

I did an internship at NGO LOOS, a non-governmental organization 
which engages in youth and community developments. I volunteered for 
workshops on the Sustainable Development Goals (SDGs) in local 
elementary schools and making fairtrade products for two months. 
While communicating in English in an environment that is very different 
from Japan was challenging, I learned a lot about the community and 
strongly felt the need for SDGs in the region. 

Through the domestic and international programs, I realized that I like 
thinking about something in depth. When I was working on workshops 
and events, I enjoyed thinking about what we can da. From this 
experience, in my third year at EUH, I plan to do a lang-term internship 
that is focused on regional revitalization. Since the international 
volunteer program gave me an opportunity to gain some global 
perspectives, now I want to see our society through a "glacal" lens. 

I am not sure about my plans after graduating from EUH, but I want to 
get a job related to event planning. I hope to develop events and 
workshops where people with various backgrounds can gather and be 
connected. 

国内と海外の両プログラムに参加して「何 か考えることが好き」ということ

に気づきました。ワークショップやイベントの企画を通して、どんなことができ

るのかを考えることが楽しいと感じ、3年次では地域創生に関わる長期イン

タ ーンシップに挑戦したいと考えています。海外ポランティアでグローバルな

視点を持つことができたので、次はグローカルに社会を見てみたいです。

卒業後はまだ具体的に決まっていませんが、企画に関わる仕事に就けた

らと思っています。イベントやワ ー クショップなどの企画・開催を通じて様々な

人が関わリ、集う場を作リたいです。

Over a period of two months, four students participa↑ed in our program, mainly learning about 
news production in the broadcasting depar↑ment, as well as the broadcasting business through 
lectures and discussions with young staff members. 
I was impressed by how intelligent and active these students were. 
As a regional media company, we will continue to utilize Internet and other media in addition to 
the terrestrial broadcasting in order to strengthen our communication with the global and 
national media. We look forward to working with EUH students in 2023 and beyond. 

Mr. HAGIHARA Motoshi, Director, News Production Bureau, Media Division 

2か月余リの期間に4人の学生に参加いただき、報道部のニュース制作を中心に、放送事業について若

手社員との座学等も設定し学んでいただきました。

学生の皆さんはどなたもインテリジェンスに富み、アクティプな方ばかリで大変好感を持ちました。

我が社は地域メディアとして、今後地上波に加え、インターネット等も活用し、全国・世界への発信強化

に努めて参リます。2023年度以降のインターンシップもふるってご参加をお待ちします。

メディア本部報道制作局長 萩原幹史様

TSS-TV CO.,L TD. 
Business: Broodcosting 
!nternsh;p, News production 
Four second-year students w;II expe6ence working 
from Augus↑ ↑o October 2023 
<Domest;c lnternsh;p Progrom/ 1 80 hours) 

株式会社テレピ新広島
事業内容：放送事業
インターンシップ職種：報道制作 
2022年8~10月に2年生4名が就業体験
（国内インターンシップ／180時間）
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