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タンザニアの村にて

原住民、森林、食から学ぶ

台湾の自然・文化体験エコツアー
▶135,000円▶2月22日（土）～27日（木）▶2月22日（土）～27日（木）

台湾南部の自然豊かな土地を歩きな
がら、台湾形成の歴史、多様な文化・
民族、魅力ある食文化、豊かな生態系
など、現地の学生、市民と交流しながら
体験し学ぶツアー。魅力いっぱいの台
湾を歩いてみませんか？

台湾 環境保全ネットワーク京都 6日間6日間インドネシア
ICYEジャパン 11日間11日間

海外の教育制度や言語教育に興味の
ある方はもちろん、観光や文化的要素
も盛りだくさんなので異文化交流など
に関心がある方にとっても有意義なツ
アーです。また、海外経験が少ない、全
くないという方も、不安に思うことはあ
りません！

日本語/文化交流ツアー
インドネシア

▶210,000円▶3月13日（金）～23日（月）▶3月13日（金）～23日（月）

ピース＆エコツアー

足立力也さんと行く
丸腰で持続可能な社会を体験する

▶438,000円▶2月4日（火）～13日（木）▶2月4日（火）～13日（木）

コスタリカ コスタリカ社会科学研究所

登山家米田浩貴が同行するレモショルート、ロンガイルート

ジェーン・グドール博士の活動の拠点、ゴンベ国立公園を訪ねる

10日間10日間

映画『コスタリカの奇跡』で話題のコス
タリカ。軍隊のない国、環境先進国、再
生エネルギー100％社会など、大胆な
国づくりを支える人びとの素顔と
は・・・。『丸腰国家』の著者の足立力也
さんが案内します。

この他に、「コーヒー産地訪問の旅」「伝統音楽を学ぶ旅」「マコンデ彫刻を
習う旅」 などを企画してきました。最新情報はHPに掲載します。

キリマンジャロ登山ツアー

チンパンジーの森と野生動物の原野

村を訪ね続けたマイチケットの原点となるツアー
タンザニアの人 と々の交流と民族音楽

う  ！行こ “もうひとつの へ”旅2020春

今、テーマのある旅、人びとと出会う旅がおもしろい。今、テーマのある旅、人びとと出会う旅がおもしろい。
成熟した時代の旅・オルタナティブツアー

タンザニアのことなら
マイチケット



エクアドル アジア太平洋資料センター（PARC）

エクアドル・インタグ地方
オルタナティブな暮らしづくりを感じる旅
▶2月29日（土）〜3月8日（日）　▶420,000円

オーガニック森林農法の
コーヒー農園・チョコレー
ト農園訪問、豊かな生態
系の森歩き。インタグの
豊かな自然と、その守り
手である人々に出会い、
オルタナティブな暮らし
づくりを感じる旅。

バングラデシュ アジアキリスト教教育基金

バングラデシュ寺子屋訪問
見て、 聞いて、 感じて、 出会う。
▶2月28日（金）〜3月7日（土）　▶220,000円

単なる体験や観光ではな
く、バングラデシュの大
地、人々との出会いを通
し、共に祈ることによっ
て、自らのあり方を問う
旅です。参加はキリスト
者に限定しませんが、朝
夕に礼拝をします。

フィリピン ストリートチルドレンを考える会

工藤律子さん・篠田有史さんと行く
ストリートチルドレンと出会う旅
▶3月2日（月）〜9日（月）　▶129,000円

路上で暮らす子どもたち
やその家族、彼らを支え
るNGOスタッフとの出会
いは、私たち自身の現実
と役割、未来を考える機
会を与えてくれるでしょう。

『マラス 暴力に支配され
る少年たち』の著者工藤
律子さん、フォトジャーナ
リストの篠田有史さんが
案内人です。

インド アーシャ=アジアの農民と歩む会

農村開発の現場に触れる旅
▶3月1日（日）〜10日（火）　▶229,800円

「農村のひとづくり」の活
動現場を訪問。インドの
農村に滞在し、有機農業
などを体験。インドの農
村を知りたい、インドの
有機農業を学びたい、将
来国際協力活動をした
い、そんな方におすすめ
です。

インドネシア TEMBAWANG

ボルネオ・センタルム湖の船旅＆
ダヤク人の暮らし体験
▶1月18日（土）〜26日（日）　▶210,000円

野生生物保護区となって
いるセンタルム湖には、
ダヤクと呼ばれる民族が
焼畑と狩猟採集を中心と
した生活を営んでいま
す。自然の豊かさとダヤ
ク人の暮らしを体感する
ツアーです。

フィリピン、マレーシア、ミャンマー CFFジャパン

2020春　海外ボランティア
▶2月〜3月 （10プログラム）
▶108,000円〜118,000円 （現地集合・解散） 

子ども、幸せ、仲間、平
和、協働。自分と仲間と
じっくり向き合い、行動
し、社会・未来に向けて
1歩を踏み出すツアーで
す。この春は、行き先3
か国、全10プログラムか
らお選びいただけます。

フィリピン WE21ジャパン

フェアトレードジンジャーティをめぐる旅
▶2月2日（日）〜7日（金）　▶140,000円

フィリピンの山岳地帯の
お母さんたちが村のしょ
うがを使って作ったジン
ジャーティ。そんなフェア
トレード商品の生産地を
訪問し現場から学ぶツ
アー。お茶の生産体験や
ホームステイなど現地の
人々との交流もたっぷり。

フィリピン アクション

2020春  海外ボランティア・短期海外インターン
〜夢中になれる春になる、人生を変える春になる〜
▶2月〜3月 （3プログラム・6日程）
▶154,000円〜170,000円

アクションのプログラムは、
それぞれの方の想いを大
切に、お互いの存在を認
め合い、夢を応援し合う新
しいカタチの国際協力で
す。現地駐在の日本人ス
タッフが同行するので、初
めてでも一人でも、安心
＆充実の活動内容です。

フィリピン アイキャン

交流満載 ！ フィリピンスタディツアー
〜アイキャンの事業地、そこには子どもたちの笑顔がある〜
▶3月11日（水）〜15日（日）、 3月25日（水）〜29日（日）
▶各74,000円 （現地集合・解散）

交流あり、子どもたちと
の遠足ありの 5 日間 ！ 難
しい知識、英語力は一切
不要。交流で楽しみた
い ！ という気持ちだけあ
れば、気軽に参加できま
す。土日を含むので社会
人の方にもおすすめ。

フィリピン アクセス−共生社会をめざす地球市民の会

フィリピン・スタディツアー
〜都市・農村・被災地・戦跡を訪問するよくばりな旅〜
▶2月24日（月）〜3月6日（金）　▶171,000円 （早割あり）

フィリピンの子どもたち
や住民の方々との交流時
間がたっぷり ！「見て、聞
いて、感じる」 だけでなく、

「深く考え語れる」 点が人
気です。一歩踏み出した
い、価値観が変わる経験
がしたい、そんなひとに
おすすめ。

フィリピン フリー・ザ・チルドレン・ジャパン

フィリピン・スタディツアー
〜子どもとふれあい、国際協力について考える旅〜
▶3月25日（水）〜31日（火）　▶169,900円 （早割あり）

スラム地域でのホームス
テイ、先住民族コミュニ
ティ訪問、路上から救出
された子どもたちと交流
など充実の7日間。「一人
一人が変化を起こす担い
手である」という理念のも
と、様々なワークショップ
をツアー中に実施！

中国 緑の地球ネットワーク（GEN）

黄土高原スタディツアー
中国を知る〜緑化協力、 農村体験
▶4月18日（土）〜23日（木）　▶189,000円 （※学生割引あり）

過激（?）パフォーマンス・
打樹花の観賞、緑化協力
地で植樹、小学校で子ど
もたちと交流、歴史を感
じさせる古鎮散策。報道
や観光ツアーでは知るこ
とのできないありのまま
の中国を、NGOの活動
を通して見てみませんか。

タンザニア マイチケット

キリマンジャロ登山　レモショルート
▶2月21（金）〜3月1日（日）  ▶528,000円

キリマンジャロ登山で最
も美しいと定評のレモ
ショルートから登ります。
タンザニア在住経験があ
りスワヒリ語も使いこな
す日本人ガイドが同行。
出発前からガイドが直接
サポートします。

マレーシア マイチケット

マレーシア最高峰　キナバル登山
▶2月8日（土）〜12日（水）  ▶239,000円

マレーシア、ボルネオ島
に 聳 え る 独 立 峰、Mt. 
KINABALU 4095m。
赤道近くに位置し、麓の
ジャングルから頂上付近
の岩稜帯まで、非常に変
化に富んだ景色を楽しむ
ことのできる名峰です。

タイ ツナミクラフト

津波復興タイ験ツアー
日・タイの津波経験者が交流する旅
▶2月7日（金）〜14日（金）
▶198,000円 （仙台発）、 220,000円 （関西発）

2004年スマトラ島沖地
震から15年。東日本大
震災を経験した方とタイ
の津波被災地を訪問して
交流します。それぞれの
被災地の違いや共通の
課題を当事者どうしで学
び合います。当事者でな
くても参加できます。

タイ ツナミクラフト

津波復興タイ験ツアー
海の民モーケンを訪ねる旅
▶3月6日（金）〜15日（日）  ▶240,000円

海洋少数民族のモーケン
の暮らしを、国立公園内
の島に住むモーケン、サ
バンナがある島に住む
モーケンと、生活のスタ
イルが違う2つ村に滞在
してその暮らしを体験し
ます。シュノーケリング
も出来ます。

NGO（民間海外協力団体）との協力で
ツアーが実現しました。

詳しい内容はお電話、ＨＰにてご確認ください。

☎ 06-4869-3444
検索マイチケット

大学や高校の海外体験学習のことなら
マイチケットに！
セーフ・トラベル・セミナーや事故対策シミュレーションを
通じた危機管理態勢の整備をご提案します。

ツアーに同行するＮＧＯのスタッフから直接話を聞けるチャンス。
スタディツアーへの参加を迷っている、そんな方はぜひ、ご参加ください。
参加費無料 ！  （会場 ： 龍谷大学大阪梅田キャンパス）
▶第21回 2019年11月30日(土)　▶第22回 2020年6月開催予定

ＮＧＯスタディツアー合同説明会

もうひとつの旅のフォーラム
マイチケットのスタジオで収録したツアーの体験談や、
企画する人へのインタビューが 100 番組を越えました ！


