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6ヶ月プログラム
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リッチモンドベールアカデミーへようこそ

2002 年に設立されたアカデミーは、セントビンセントおよびグレナディーン諸島のシャ
トーブレア地区にある認可された非営利の研究および訓練機関です。開校以来、カリブ海
および世界中の 600 人以上の学生が、地球温暖化と世界の貧困と戦うプログラムに参加し
ています。

私たちはすべての人にとってより良い世界のために気づき、行動する必要があります。

命を愛する人が気づき、良い方向に向かえば、その世界を変える価値を信じる人が続いて
いくでしょう。

「次世代のためにどのような惑星を残していくのか」と「惑星のためにどのような世代を
残していくのか」を自問してほしいと思います。

私たちのプログラムに参加すると、知識が身につきます。つまり、貴重な惑星をより保護
するためのスキル、理解、経験などです。

私たちの現在のシステムは地球温暖化を引き起こし、人類史上かつてないほどの温度上昇
をもたらしました。酸性の海、生物多様性の喪失、有毒な惑星などとともに、何百万人も
の人々が苦しむ気候変動災害を引き起こしました。

私たちの学校には、あらゆる年齢や国籍の人々がいます。私たちはいろんな話をしに歩き
ます！私たちはカリブ海の持続可能性の中心地であり、キャンパスには再生可能エネルギ
ー、雨水貯留システムがあり、放し飼いの鶏と羊、農林業、パーマカルチャーガーデニン
グを備え、自分たちの食べ物の生産を目指しています。

あなたがこれを読んでくれて、とてもうれしいです。私たちのプログラムにぜひご参加く
ださい！

人類のために集団的行動を起こし、貧しい人々と肩を並べ、地球を守りましょう！

あなたを歓迎します。
 

Stina Herberg スティナ・ハーバーグ
 

校長　リッチモンドベールアカデミー
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セントビンセントおよびグレナディーン諸島（ SVG ）は、「ハイルーン」または「ユル
メイン」とも呼ばれ、カリブ海の南に位置し、人口は 110,000 人です。 SVG は小さな島
国ですが、その歴史は非常に注目に値するものであり、その景観は息をのむほどです。

この国はヨーロッパの帝国勢力に対する長い抵抗の歴史があります。 カリブと呼ばれるセ
ントビンセントの人々は、 200 年にわたってフランスとイギリスの入植から故郷を守りま
した。 彼らは非常に用心深かったため、この島は植民地化された最後の主要なカリブ海の
島になりました。 この闘争の間、難破船や周辺の島々から逃げ出したアフリカ人奴隷は、
歓迎され島に定住しました。 彼らはカリブ族と混ざり合い、現在はブラックカリブまたは
ガリフナとして知られています。

1719年、イギリスは国を支配し、 1979年に SVG が独立と自身の問題を管理する権利を
主張するまで権力を維持しました。

セントビンセントおよびグレナディーン諸島

この国は、セントビンセント島と呼ばれる大
きな島と、グレナディーン諸島と呼ばれる
31 の小さな島とケイで構成されています。
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国は食料の大部分を輸入しており、これは地域経済に大きな影響を与えています。人口の
半分は農村部に住んでおり、そのうち 25 ％が農業に従事しています。農業人口は高齢化
しており、これから農業に従事しようとする若者はほとんどいません。

この国は、輸入した化石燃料に大きく依存しており、発電、輸送、調理などに使用しま
す。エネルギーは、 90％が化石燃料、 10％が水力エネルギーで、太陽光発電（ PV ）が
徐々に増加しています。幸いなことに、この国には、地熱、太陽、風を含む多くの潜在的
なカーボンニュートラルな発電方法があります。セントビンセント島では、調理用の LPG
ガスと家庭用太陽熱温水器の使用が一般的です。

現在、政府は 3つの政府の建物と大学にソーラーパネルを設置しています。人々は、太陽
光発電を使用する利点をより認識しています。セントビンセントには 3つの水力発電所が
あります。改善と投資により、国の再生可能エネルギーの最大 20％を提供できます。さ
らに、政府は民間企業と提携して、 10-15 MWの地熱発電所を建設し、 2021 年までに稼
働する予定です。

地 域 別 に 比 較 す る と 、 S V G は 世 界 で 2 番 目 に 災 害 が 発 生 し や す い 国 と し
て ラ ン ク さ れ て い ま す 。

SVG はカリブ海の一部として、大西洋ハリケーンベルト上にあります。 このため、ほぼ
毎年、ハリケーンと鉄砲水が被害を及ぼしています。 この毎年の脅威に加えて、ハリケー
ンの強度の増加、海面上昇、降雨量の減少、気温の上昇により、気候変動が地域に悪影響
を与えると予測されています。

ハリケーンと熱帯暴風雨がより強くなり、被害が大きくなるにつれて、国はより多くの地
滑りと土壌や海岸の侵食に見舞われるでしょう。 さらに、海面上昇と高潮は、国中の町や
漁村に影響を与えます。 これは、人口の 85 ％に直接的な影響を及ぼします。

セントビンセントおよびグレ
ナディーン諸島は 32 の島
とケイで構成され、そのうち
9 つが居住しています



セントビンセント
気候コンプライアンス会議
２０１２－２０２１

セントビンセントおよびグレナディーン諸島は、過去 10 年間にわたって毎年厳しい気象
災害によって壊滅的な被害を受けてきました。それに対応するために、リッチモンドベー
ルアカデミーは、「 The Saint Vincent Climate Compliance Conference 2012 – 
2021 」と呼ばれるプログラムを開始するという、断固とした行動を取りました。気候コ
ンプライアンス会議の目的は、人々を集めて行動を起こすことです。 2012 年以来、セン
トビンセントおよびグレナディーン諸島の何千人もの人々と一緒に 300 人の国内外の学生
と教師が気候災害の脅威に備えてきました。過去 7年間で、 30,000本の木が植えられま
した。

• 浜辺、川、村から 30 トンのゴミが集められました。

•島の風下北側に家族と共に 50 のオーガニックホームガーデンが作られました。

•農家、学校、家族にバイオガスダイジェスター 6台が設置されました。

•多数の情報リーフレット、書籍、ブックレット、セントビンセントおよび海外で放映さ
れたラジオおよびテレビ番組は人々に地域で行動をとるよう促しました。

• 今日、地球温暖化と気候変動について学ぶために、毎年 1000 人以上がリッチモンドベ
ールアカデミーを訪れています。太陽とバイオガスによる再生可能エネルギー、有機農
業、アグロフォレストリー、パーマカルチャー、持続可能な観光、マングローブとサンゴ
礁の重要性の認識など、持続可能なキャンパスへ向けた取り組みの結果をご覧ください。
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カリブ海の気候活動家になる
6 か月の学習および行動プログラム

毎年 3 月 1 日、 8 月 1 日、 11 月 1 日に開始

1 か月目：

期間 1 ：「ガイアは警告する」：地球温暖化、気候変動、持続可能な農業、汚染、海洋、
小島発展国、カリブ海、そしてセントビンセントの気候変動に適応するために私たちができ
ることについてのコース。

期間 2 ：深く掘り下げる / 研究活動：さらなる学習と研究。気候変動がセントビンセント
にどのように影響したか、それが将来どのように影響するか、今後の変化に対応するために
私たちができることを深く掘り下げます。この期間に、プログラムの次の 5 か月で実行す
るプロジェクトの基盤を構築します。

2 か月目：

期間 3 ： RVA を気候対応させる。：気候変動活動家プログラムの 2 か月目に、あなたとあ
なたのチームは、リッチモンドベールアカデミーをセントビンセントのモデルファームおよ
びモデルスクールにするプロジェクトを実施します。あなたとあなたのチームは、セントビ
ンセントおよびグレナディーン諸島をより気候に適応した国にするためにあなたがどのよう
に貢献するかも提示します。

3 か月目と 4 か月目：

期間 4 ：セントビンセント気候対応せる。：ワークショップを行い、ローカルの家庭と一
緒にオーガニックホームガーデンを作ります。小中学校、コミュニティセンター、企業、コ
ミュニティカレッジで教えます。

5 か月目と 6 か月目：

期間 5 、 6 、 7 、および 8 ：次の大きな取り組み、フォローアップ、誇りとなる遺産：気
候活動家としての最後のいくつかの仕事：気候コンプライアンスニュースレターの作成と配
布です。 「世界で最もクリーンな国」と呼ばれる学校間でクリーンアップ競争を実施しま
す。多くの人々を企画に動員し、 BBQ のある素晴らしいオープンデーで最後を祝ってくだ
さい。最後に、あなたの経験を評価、結論付け、次のチームに引き継いでください。
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「ガイアは警告する」 14日間
到着時に新しい参加者は、地球温暖化と気候変動についてかなり集中的に学び、考える 1
か月の研究カリキュラムに参加します。 それは教室でも研究活動を通しても行われます。 
この期間、参加者は次のプログラムを経験します。

プログラム全体を通して、 3 つの主要なテーマがあり、すべての気候変動適応活動と研究
活動はそこから選択します。

●食料と水の安全と確保
●エネルギーの安全と確保
●気候変動への準備

この期間、参加者は地球温暖化、気候変動、持続可能な農業、汚染、海洋、およびその他
の関連トピックに関する教師主導のコースで学びます。 参加者は、島々や世界中の気候の
変化に適応するために一緒にできる行動についても考えます。

掘り下げ / 研究活動 14日間
この期間に、チームは RVAのデジタル図書館および実際の図書館と、インターネットを
使用して研究します。 各チームは、スケジュールされたチュートリアル、仲間のレビュ
ー、グループディスカッションを含む独自の自己管理された学習計画を作成します。 
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RVA を気候対応させる
この期間に、参加者は最初に計画した気候変動適応活動を準備し、実行します。リッチモ
ンドベールアカデミーとクライメートセンターを実行の場として使用します。

実行するアクションには以下が含まれます。

●集水システムの開発

●オーガニックガーデンでの生産量の増加

●羊の生産を開始する

● 苗床の植物数を倍増

● 森林庭園での主要生産物の開発

●建物の 1 つに新しい電気の通うソーラーシステムを設置する

この期間の目的：学習した理論を実際の行動計画に変え、参加者は前の期間に作成したア
イデアを具体化できるようにします。

要約すると、最初の 2 か月間、研究と実際の活動を通して、参加者は学校と近隣の村で実
十分な量的及び質的データを収集します。

最初の 2 か月の目的：残りの 4か月の間にセントビンセントの残りの地域で実施されるコ
ミュニティアクションの理論的および実践的な基盤を設定することです。

RVAは次の重要性をかなり重視しています。

●コミュニティグループ、個人、省庁、学校と緊密に協力して作業する。

●すべての研究段階でいくつかのデータ収集技術と方法を使用する。

これは、セントビンセント人の気候変動に関する膨大な知識と経験を考慮し活用するため
だけでなく、コミュニティメンバー、つまりセントビンセント人がプロジェクトと解決策
のオーナーになることができるようにするためでもあります。

2 か月目：

9



10



セントビンセントを
気候対応させる
RVAを作業基地として使用し、この期間は次のことに集中します。：すべての人々の気候
コンプライアンスを達成するために、 SVG のコミュニティとチームが連携します。 

この期間は、模範となり主導し、意識を高め、コミュニティや個人の行動に参加するよう
に人々に働きかけることです。 この期間とそれ以降の期間のチームアクションには、植
林、バイオガスダイジェスターの設置、家庭菜園作りの支援、有機農業の使用の促進、学
校での指導などがあります。

3 か月目と 4 か月目：
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次の主要なプロジェクト＃ 1 14日間
この期間に、参加者は 10 年気候コンプライアンス会議の全体的な計画と目標の中の成果
を特定します。彼らは、チームの最初の「大きな取り組み」が、望んだ結果の実現にどの
ように役立つかをよく考えます。この期間の準備は、期間 4で行うことができ、データ収
集、調査旅行、コミュニティリーダーとの会議をすることができます。

フォローアップ 14日間
期間 5の調査活動に基づいて、この期間の目的は、 2 つの二次的もしくは補完的なアクシ
ョンを含む主な活動を計画および実行することです。特に重要なのは、期間 5の活動で出
会った人々と一緒に働いてくれた人々のことをよく考慮し、期間 6 で計画に彼らを含める
か、もしくは彼らのニーズと不安に対処することです。

次の主要なプロジェクト＃ 2 14日間
「大規模な取り組み」は非常に現実的で、より多くの人々が参加する活動を含むことを目
指しています。この期間はいつもチームが盛り上がります。

フォローアップ 14日間
この最終期間では、チームは 5か月の経験を振り返り、その成果と得られた教訓を他の
RVAチームや地域コミュニティと共有します。具体的には講義を行ったり、ユーザーマニ
ュアルや関係書類を作成したり、レポートを作成したり、他のコミュニケーション資料
（ブログ、フォトアルバム、ビデオなど）を作成したりして共有します。チームはまた、
リッチモンドベールアカデミーで「オープンハウスイベント」を開催します。このイベン
トでは、ゲストスピーカー、地元の小売業者、 CCCの参加者が集まり、 100 人を超える
人々との討論、ツアー、アクティビティを通じて最後の別れをお祝いします。参加者は、
CCCに関連する活動に深く関わる他に、この週はオーガニックガーデンで働き、食料生
産、フィットネスアクティビティ、学校運営などに深く関わります。これらのアクティビ
ティはすべて RVAでの経験の一部となり、参加者がチームワークと総合的なスキルを身
につけられるようにします。

5 か月目と 6 か月目：
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Gustavo
ベネズエラ

Sebastian 
コロンビア

Malte
ドイツ

気 候 活 動 家
か ら の 事 例

1. なぜボランティアになることにしたのですか？

GUSTAVO ：地元以外の場所でコミュニティで働くことについて学び、経験を積みたいと思っていましまし
た。私は、ボランティアの世界の人々と出会い、一緒に働くことに興味がありました。非常に多くの異なる
文化や言語がありますが、誰もが支援と学びに対する同じ情熱を共有しています。

SEBASTIAN ： 2016 年、私は政治と国際関係を大学で勉強し卒業した後、開発銀行で働いていました。私
は人間の行動が自然にどのように影響するか、特にそれが国民国家間の関係にどのように影響するかについ
て常に関心がありました。大学の終わりの頃、私はパリ協定の交渉プロセスを注意深く見ていました。他の
多くの人と同じように、私は強く野心的な合意を得ることを望んでいました。しかし、政治的意志の欠如は
明らかでした。私たちの指導者たちは、世界にメッセージを送る機会を逃し、私的利益が共通の安全より重
要視されました。その時、私は今こそ行動を起こす時であると思いました。そのころ並行して、私はパーマ
カルチャーに触れ、パーマカルチャーが世界の問題の多くに取り組む可能性を認め始めました。
私が探していた実践的なスキルを学ぶ機会を得る可能性は、カリブ海を発見し現実になりました。自分がや
ろうとしていたことを止めるために多くの状況を克服しなければなりませんでしたが、すべてがうまくい
き、 6 月末にキングスタウンに到着しました。

MALTE ：短く話すと：人生で多くのことが起こり、私は休憩が必要と感じていました。しかし、単純に 1
年間何もしないというのは、履歴書上の見栄えがよくないので、何をしようかと検討しました。私は過去に
もっと規模の小さいボランティアをしたことがあり、人を助けることをとても楽しむことができたので、私
はいつも何らかのボランティア活動をすることを考えていました。誰かを笑顔にし、「ありがとう」と言っ
てもらえるのを聞くことほど、素晴らしいものはありません。
世界中のさまざまな場所を見て、何を求められ、何を得るかを調べた後、気候コンプライアンスプログラム
は私の個人的な興味と能力に最も合っていると思いました。

2. あなたの今の職業は何ですか？また、このプログラムからどのような実用的なスキルを習得しましたか？

GUSTAVO ：私はヨーロッパでエンジニアとして働いています。ボランティアとして働いている間に、コミ
ュニケーション能力が向上し、英語と基本的なポルトガル語も上達しました。
私が得た最も重要なスキルは、寛容と敬意を持って、非常に異なる背景や文化の人々とチームワークする方
法だと思います。

SEBASTIAN ：プログラムが進むにつれて、私は持続可能な農業にますます集中しました。私は地元のコロ
ンビアでやったように、シャトーブレアのファーマーズマーケットの設立に参加しました。カリブ海での経
験からフランスで PDCを追求し、地元の地方自治体で職に就くことができました。そこでは有機農法を推
進し、荒廃した土壌を回復しています。

MALTE ：現在、私はセントビンセントに来る前に一度失敗した Aレベルをやり直しています。私は本当に
とてもうまくいっていて、たくさんの素晴らしい人々と知り合いになりました！セントビンセントに 6 か月
間滞在して、私は多くの点で変わりました。
まず、私の英語力は飛躍的に向上しました。気候変動の多くの新しい側面について学びました。基本的なガ
ーデニングと収穫量を増やす方法について学びました。問題に取り組むときに、より創造的になる方法を学
びました。これらすべてのことが、成績の向上に役立ったと思います。
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3. プログラムでの時間中に出会った重要な瞬間、イベント、達成したこと、または人について教えてください。

GUSTAVO ：私にとって、英語の上達はとても重要でした。全く分からない状態から数か月後にプレゼンテ
ーションを行い、チームメイトやコミュニティと流ちょうにコミュニケーションできるようになったことは
非常に重要な成果でした。また、世界中のたくさんの素敵な人たちに出会いました。今でもとても素敵な関
係を保ち、できる限り会って話したりしています。

SEBASTIAN ： RVAでの経験は、多くの点で間違いなく私の人生を変えました。私はすぐにガーデンチー
ムに入り、 3つの日陰のガーデンにあるすべての植物に夢中になりました。私は午前中に何時間も虫と戦
い、生産を増やす方法を探しました。この時、パーマカルチャーの教師であるルークが非常に重要な役割を
果たしてくれました。彼は信じられないほどの知識を持っているだけでなく、彼の家族と彼らの生き方も私
に深いインスピレーションを与えてくれました。私にとって最も印象的だったことの 1 つは、彼から学ぶこ
とができたこと、またパーマカルチャーが初めて実際に作用するのを見たことでした。私の個人的な成長に
ついてですが、様々な国籍の人々に囲まれコミュニティで生活することは、最も豊かな経験の 1 つだと思い
ます。グループの精神のバランスを保つために、誰に対しても寛容であり、自分の調子が悪い時期をコント
ロールする方法を学ばなければなりません。私は人間関係で得たスキルをとても大事にしています。

MALTE ：最も印象的な時間は、ベキアへの最後の旅行でした。この時、私は自分がどれだけ幸せかを実感
しました。最初、私はグループから離れていました。しかし、毎日チームに囲まれていると、長年にわたっ
て作ってきた自分の殻を破ることができました。私はもっと楽に人々とつながることができるようになりま
した。多くの友人ができましたが、最も重要なことは、人にオープンになる方法を学ぶことができたことで
す。私は悩みや問題を抱えていましたが、必要なときにいつもそこにいてくれた彼らを信頼することができ
ました。そのすべてを通して、私は成長しました。私はこれまで決してとったことのないような責任を引き
受け、以前は自分の部屋で閉じこもっていましたが、そのような時間を人と一緒に過ごしました。私は再び
幸せになり、自分の人生を生き始めたのです。今、振り返っても、それは私の人生で最高の時間でした。 10
回繰り返しても、まだ足りません。人々、雰囲気、自然 -すべてが私にポジティブな印象を残しました。 私
は、私の人生をより美しくしてくれた素晴らしい出会いがあったことを皆に心から感謝しています。 スティ
ナ、ヤスパー、に感謝します。 トーマス、セリー、サラ、メリーン、ケーシー ...みんな、ありがとう。他
にも、メリーン、トーマス、ケーシー、その他多くの人達と心の通う瞬間がありました。彼らは何度も何度
も、私は重要で大切な存在であると、安心させ自信を持たせてくれました。間違えても、それが私の仕事や
成果をなかったことにはしません。人は間違いをおかします。そして、謝罪し修正する限り、それができう
る最善のことです。今日まである言葉が特に心に残っています。私がバンに乗り、帰るため空港に向ってい
た時、部屋に何かを忘れて、それを取りに走って戻りました。そこに私たちの料理人（あなたの名前を忘れ
てしまって本当にすみません！）が：「彼は少年としてここに来て、男として帰った」と。数時間後にそれ
を聞いて、とても嬉しく感動しました。



4. 気候変動活動家としての仕事は、将来の決断に影響を与えましたか？

GUSTAVO ：はい。 RVAで学び活動した後、自分の人生をどんな風に生きるかや自然の関係についての考
え方が変わりました。 異なる文化や情熱を持つ人々に囲まれていた RVAでの日々の後、他者に対して多く
の共感、尊敬、寛容を持つことができるようになりました。

SEBASTIAN ：私は現在ブラジルで別の経験をしていますが、 RVAでの経験がなかったらここにはいない
だろうということを確信しています。ボランティアであるということは、ちょっとしたお返しをするだけで
なく、さまざまな人の目で世界を見たり、掛け合わされたときに大きな影響を与える実践的なスキルを学ぶ
大きなチャンスでもあります。

MALTE ：私の決定が自然にどのように影響するのかということをより強く認識し、より持続可能な方法を
常に選択しようとしています。また、私はグリーンチェンジ（ Friday For Future）を定期的に推奨してお
り、安定した収入が得られたら、給与の一部を環境保護団体の支援に使いたいと思います。最後に、私は、
あまりにも多くの快適さを犠牲にすることなく、より持続可能になる方法を常に探します。 私の考えでは、
時間が刻々と過ぎ去っても、変化はゆっくりしか起こらないでしょう。その間、私は、教えたり支援したり
いろんなことで、困っている人々を助けたいと思います。
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Eylem
トルコ

Juliana
ブラジル

Vivian
パラグアイ

気 候 活 動 家
か ら の 事 例

1. なぜボランティアになることにしたのですか？

EYLEM ：私は本当に困っている人たちを助け、この惑星のために行動し、さらに多くのことを学ぶために
何かしたかったからです。そうすることで、私の周りにいた人々に教えたり情報を伝えたりすることができ
ました。一人でも気づくと、他の人がもっと気づくようになり、そのようにして私たちはより強くなり、惑
星の運命を良く変えることができるからです。

JULIANA ： 2017年 3月にリッチモンドベールアカデミーに来るという私の決定は、開発部門にますます
関与していきたいという私の選択と一致していました。それまでに、私は自分の開発実践修士課程のいくつ
かの科目を理論上は勉強していました。より多くの実地体験をする機会があったので、プログラムに参加し
ました。私はここでのボランティア学生としての時間がとても気に入りました。気候変動の緩和と適応の取
り組みだけでなく、自分自身についても多くのことを学びました！

VIVIAN ：昔、私は世界をより良い場所にしたいという無邪気な思いを持っていました。私はずっと遠くの
アフリカまで行き、改善し、変化を起こしたいと思っていました。長い時間をかけて他の多くのことを学ん
だ後、幸いなことにチャンスが巡ってきました。

2. あなたの今の職業は何ですか？また、このプログラムからどのような実用的なスキルを習得しましたか？

EYLEM ：私はまだ学生です。これから 3か月間、農村部に住んでいる助けを必要とする子供たちを助けるボ
ランティアになります。私は彼らとその両親に地球温暖化についてより意識的になり行動するように教えま
す。私はこのプログラムで物事を実行したり間違いを正したりすることにより積極的な人間になりました。

JULIANA ：過去 6 か月間、 2018年 11 月の気候変動コンプライアンスチームを他の 2 人の教師と共同で
指導しました。学生は 30 人の大きなチームで、この経験は素晴らしいものでした。教師としての急速にい
ろんなことを学ばなければいけなかったのですが、私はボランティア学生としての時に得たスキルと経験を
確実に生かしました。ボランティアとして、私は対人スキルとリーダーシップスキルをさらに磨きました。
予算編成を含むプロジェクトの分析と実施。イベントの計画と調整。再生可能エネルギーや分かりやすい素
人の言葉でいうところの気候変動などの複雑なテーマに関するコミュニティの関与とコミュニケーション。
これらのスキルは、私が教師となった後も十分に生かし、教師としてはプロジェクトの調整やチームのリー
ダーシップをさらに発揮しました。 RVAでの指導期間を終えるにあたり、ブラジルの Humana People to 
Peopleのプロジェクトリーダーとして新しい役割を果たすことを楽しみにしています。私は、ブラジルの
最も貧しい地域の 1 つに滞在し、農家の資源を改善し、個人レベルでの農業生産をさらに増やす手段とし
て、小規模農家を集合的に組織することに専念します。この新しいチャレンジにわくわくしています！

VIVIAN ：最初に、私は自分自身以外の何かを改善しようとし、変えようとするという考え自体が正しくな
いことを学びました。私がコピーしたいたった一つの方法を念頭に置いて物事を変更し改善しようとする前
に、すでにそこで機能しているちょうど良いものがあるからです。ですから、このプログラムの間に、私は
話を機ココと、観察すること、議論すること、忍耐と寛容を実行すること、おそらく十分ではなかったかも
しれませんが、最も重要なことは、私たちがコミュニティやグループとして成し遂げたいことを協力的に達
成するために私は毎週毎週関わり努力したということです。それは常に最大の課題でした。私たち自身と自
分のエゴイズムから抜け出し、まったく異なる視点、文化、言語などの人々と共通のことをしようとするこ
とでした。私は自分のベストを尽くしている人々を知り、実際に目にしました。学んだこと、やりたいこ
と、発見したことなど、すべてを与えている人々をです。
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3. プログラムでの時間中に出会った重要な瞬間、イベント、達成したこと、または人について教えてください。

EYLEM ：私にとって最も印象的なことの 1 つは、 RVAで働いているMartinに会ったことでした。彼は年
齢に関わらず、一生懸命働いていました。だから、本当に好きなことややりたいことをやることに、年齢は
重要ではないことに気づきました。

JULIANA ：ボランティアの学生時代、 5つの試験的ホームガーデンの最初の一つをシャトーブレアのイヴ
ォン・ロバーツの家に設置する機会がありました。化学肥料や気候変動への適応の必要性から環境保護の手
段として、作物の多様化や生産の有機原理が応用されていて、私はこのプロジェクトで働くことをとても楽
しみました。
2018年 11 月に RVAに戻ったとき、私のチームの主なプロジェクトは、 2017年に私が家庭菜園を作った
ときと同様の考えに沿って 20 の家庭菜園を設置することでした。前回と違っていたことでありまた最も素
晴らしかったことは、ローカルの家族と一緒に家庭菜園を設置する前に、私たちがパーマカルチャーデザイ
ン認定コースを履修していたことです。私たちは間違いなくこのタスクに向けて準備ができていました！合
計で、 RVAは北の島の風下のエリアに 50 のホームガーデンを導入し、学生としてもコーディネーターとし
てもこのプロセスに積極的に参加できたことを嬉しく思っています。

VIVIAN ：私は泥だらけになり働いて、働いて、私の手で、心で、私の性格を活かして、最終的に野菜でい
っぱいの美しい家庭菜園を見ることができました。木々に囲まれたモダンな鶏小屋や苗を見て、私は自分の
人生のひと時を信じられないほど美しい場所で過ごしたことを知りました。

4. 気候変動活動家としての仕事は、将来の決断に影響を与えましたか？

EYLEM ：はい、私は教師になりますので、たくさんの生徒を持つでしょう。通常の授業のほかに、私たち
が住む美しい世界とそれを保護する必要があることを教えたいと思います。

JULIANA ：もちろんです。それは私が何年もかけて歩んできた道を確固としたものにしました。志を同じ
くする人々のコミュニティに住み一緒に暮らすことは、満足のいく経験でした。私が力を与えられ、より強
く感じられたからです。責任ある持続可能なライフスタイルに関する実践的な知識とヒントを共有し、集団
としてより大きな影響を与えることができるからです。個人として自分の価値観に従って生き、真実に気付
くよう他人に働きかけることは圧倒的に影響力がありました。私は、自分の行動が与える影響はかなり限ら
れていると常に思っていました。 

VIVIAN ：とても影響を与えました。以前のものの消費の仕方や特定の問題について沈黙するような自分に
戻ることはできません。教師という私の仕事は、目的や優先順位を全く異なった方法で見せてくれます。書
くのが嫌いなのに、私は北から来た 2 人の最も素晴らしい女性のためにそれをしました。両方の女性に大き
なハグを。 



Ato
ガーナ

Tobias
ドイツ

Camille
フランス

気 候 活 動 家
か ら の 事 例

1. なぜボランティアになることにしたのですか？

ATO ：環境学の学士号を取得したばかりで、学んだことを実践的に応用する必要を感じました。仕事は得ら
れそうに見えましたが、その厳しさに少し尻込みしました。

永遠に続くような検索の途中で、ボランティア活動の機会を見つけ、私はすぐに非常に興味が引かれました。

TOBIAS ：私はボランティアになろうと決心したことはありませんでした。なんとなくそんな風になりまし
たが。学校を卒業したばかりで、ギャップイヤーを海外のどこかで仕事をしながら過ごしたかったのです。
正直なところ、特に何も考えず、Webをブラウジングしていると、 RVAのプログラムを載せたサイト見つ
けました。そして私はプログラムの詳細を調べ、連絡を取りました。（私は本当にあの時連絡をしてよかっ
たと思っています）。とても早く返信がきて、私は RVAのボランティアになりました。

CAMILLE ：生物学に夢中で少し世間知らずの私は医学の進歩と病気の撲滅を目指し研究の分野で働くこと
を決めました。現実は少し異なり、一般的な研究者の高貴な意図にもかかわらず、私たちの仕事の本当の影
響を把握することは困難です。新薬の開発には何年もかかり、非常に困難なプロセスです。多くの（見込み
があるように見えるような）化合物も病院にいる患者まで届きません。個人的な熟考と内省、たくさんの外
からの情報のインプットにより、私はある一つの結論に至りました。がんやあらゆる厄介な病気の治療法を
見つけることは非常に重要ですが、自然や自分自身をより尊重した健康的な生活を送ることのほうがより大
切であるということです。私たちは、世界で発生するすべての病気の原因と戦い（結果について考える前
に！）、私たちの生き方について再考し、周囲にもっと注意を払うべきです。ボランティア活動に参加する
ことで、前職で真に活用していなかった資質やスキルを活用し、向上させることができました。そして、私
の感性と価値観に合った将来の職業を探す旅への道筋を見つけることができました。
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2. あなたの今の職業は何ですか？また、このプログラムからどのような実用的なスキルを習得しましたか？

ATO ：プログラム中に、プロジェクトの計画と実行、コミュニティエンゲージメント、気候教育、その他の
実践的なスキルなど、多くのスキルを学びました。

TOBIAS ：学校を卒業した後、私は次に何をすべきかわかりませんでした（これが海外に行くことにした理
由の 1 つです）。もちろん、いくつかの計画はありましたが、有意義なものではありませんでした。 SVG
から戻った後、生態学 /環境、おそらく再生可能エネルギーで何かをしたいと思ったので、ハンブルグから
リューベックに移り、下期に環境工学と環境管理を勉強しています。とても気に入っています。 SVG で非
常に多くの新しいスキルを手に入れましたので、それらすべてをリストすることは到底できません。しか
し、私の人生に最も影響を与えたことは、植物を植えることや農業 /ガーデニングについての知識を身に着
けたことだと思います。今、庭にベッドがあり、父もガーデニングを始めています。ドイツでは 4月は種ま
きを開始する時期で、庭に種をまき、シーズンの終わりに収穫することを楽しみにしています。

CAMILLE ：私は今、 2018年 11 月の気候コンプライアンス会議チームのリーダーです。ヤスパーとジュリ
アナとともに、過去 6 か月間、さまざまな段階を経験しこのチームを率いてきました。私は、世界中の想像
できるありとあらゆる背景を持つ若い人たちと、より良い変化を生み出すためにともに働いています。反対
側に渡り、チームリーダー /教師 /ファシリテーターになったことは大きな挑戦でした。それは非常に学ぶ
ことの多いプロセスです ... 私は一緒に仕事をするのが本当に楽しい、 10 人の素晴らしい学生のグループを
担当しています !!クラスは本当に素敵な雰囲気で、学生はたくさんのアイデアを持っています。私たちはお
互いから多くのことを学びます。そして半年後、私たち全員が本当にどのように変化し、自信を得て、英語
/コミュニケーションスキルを向上させ、コミュニティに開かれているのかを見ることになるでしょう !!!
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3. プログラムでの時間中に出会った重要な瞬間、イベント、達成したこと、または人について教えてください。

ATO ：私たちのチームは、シャトーブレアに最初のファーマーズマーケット、エコフェアを開催しました。
このフェアは、コミュニティが団結する時に多くの人を参加させることができ、素晴らしい成果となりまし
た。このフェアは、 6 か月間のプログラムで学んだすべてのスキルを応用するチャンスでした。これは、コ
ミュニティをさらに関与させ、その中の人々をより個人的なレベルで知る機会でした。このイベントで出会
った人たちは、私が出会った中で最もポジティブで温かい人たちでした。

TOBIAS ：私にとっては、地元の人々と一緒に働いたとき、ホームガーデンで彼らと一緒に働いたり、パー
マカルチャーのスキルを教えたり、彼らは新しいことも教えてくれました。プチボルデルスクールの生徒と
一緒に教室を建設することは素晴らしい経験でした。

CAMILLE ：ルークとのパーマカルチャーデザインコースは私にとって非常に重要なステップであり、素晴
らしい機会でした。私たちはパーマカルチャーの背後にある哲学について学びました。それは、私たちのこ
こでのコミュニティライフにとってもとても大切なことです！地球を気遣うこと、人を気遣うこと、公平・
公正に分け合うこと！それはとても現実的で、率直で、シンプルで、常識のように聞こえるほど明快な哲学
です。しかし、それは私たちが生きている「現代」の生活からは程遠いものです。私はこの哲学を私の人生
に応用し、それから学び、より充実した人生を送ることができることを願っています。

4. 気候変動活動家としての仕事は、将来の決断に影響を与えましたか？

ATO ：気候変動活動家としての私の仕事は、それを強化したという意味で、私のキャリアに確実に影響を与
えました。私は現在、環境サービス会社のコンサルタントとして、特に環境意識向上キャンペーンで NGO
や CSOと協力して働いています。私は仕事をとても誇りに思っており、成長させたいと願っています。

TOBIAS ：すでに述べたように、私は RVAがなかったら環境工学を勉強していなかったでしょう。また、
私は自分の食べ物（少なくともその一部）を育てており、自分の周囲の環境のこととても意識しています。

CAMILLE ：気候変動活動家となり、これこそが私が進みたい道であると感じました。次のステップはまだ
決まっていませんが、私の人生は、世界をより良い場所にするたくさんの人々に囲まれ、ガーデニングを
し、自分の食べ物を生産し、そしてすべての生命を尊重し、知識を共有し、継続的に学び続けることになる
だろうと確信しています！私の人生がどんなふうになっていくかがとても楽しみです！
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Tobias
ノルウェー

Calvert
セントビンセント

Katrine
デンマーク

気 候 活 動 家
か ら の 事 例

1. なぜボランティアになることにしたのですか？

TOBIAS ：私は異なる文化を体験し、世界の新しい場所を見て、同時に他の人々を助けたいと思ったからです。 

CALVERT ：ボランティアになりたかったのは、面白くて、いつもやってみたかったからです。私は学校を
卒業したばかりで、特に計画を立てていませんでした。 RVAを知っている私の町の人が、参加したらと提
案してくれました。彼は世界中の人々に会えるだろうと言っていました。私は自分自身と私が助けようとし
ている人々のために変化を起こすことができると思いました。

KATRINE ：私は多くの理由でボランティアになりました。私は学位を取得した後、しばらく海外に住みた
いと思っていましたが、それは大きな目的のためでなければいけないと思っていました。私は学位と将来や
りたい仕事に関連するスキル身に着け、開発していると確認したいと思っていました。具体的に言うと、社
会的目的を持った起業家精神とイノベーションに関することです。私は、 RVAのプログラムが気候変動に
関連する現代の社会問題に新しい解決策を提案し、管理する方法を学ぶことであること、そして、それはセ
ントビンセントの地元の人々と協力してこれを行うことを知っていました。

2. あなたの今の職業は何ですか？また、このプログラムからどのような実用的なスキルを習得しましたか？

TOBIAS ：今、私はノルウェーの故郷に戻って仕事を終えています。なぜなら、ダイブインストラクターと
しての資格を取得したからです。このプログラムから、気候変動が世界中に及ぼす影響についてのより広範
な知識、独自の有機食品の栽培方法、家庭菜園の作り方、より持続可能な生活を送る方法についての知識を
得ました。 RVAに戻って仕事をしたいと思っています。仕事をするにはこの知識をすでに身に着けている
のが望ましいのですが、どんな仕事をしていても持っていてよい知識だと思います。 

CALVERT ：私は町の警備の会社で働いています。 RVAにいなかったら、仕事に応募する勇気も仕事もなか
ったと思います。 6 か月の間に私はかなり成長し、自分自身のために自分で目標を設定しなければいけない
ことを学びました。農業 /ガーデニング、リーダーシップの責任など、多くの実践的なスキルを身につけま
した。私は多くの現実的な問題も学びました -私が村に戻ったとき、母はごみや葉を燃やしていました。そ
れを燃やしても自分が吸い込む空気を汚すだけで意味がないと母に言いました。母に、堆肥にするよう言
い、母はその通りにしてくれました。コミュニティを変えるのは難しいですが、とにかくやってみます。
皆、私が気候変動プログラムに参加していたことを知っています。それは私を変え、 RVAで気候変動情熱
家の皆さんと一緒に勉強する機会があったことを嬉しく思います。 

KATRINE ： RVAで CCプログラムを終えた後、私はもっと世界を探検したいと強く思い、私が必要として
いたチャレンジとしてラテンアメリカへの単独のバックパッキング旅行をしました。 6 か月間セントビンセ
ントに住み、ヨーロッパの典型的な中流階級の人とはまったく異なるライフスタイルを経験したことで、他
の発展途上国の他の人々がどのように生活しているかを探求したいと思いました。私は人々と直接話をし、
彼らの視点から世界について学びたいと思いました。
私は RVA 滞在とソロ旅行の経験から、考えるべき多くのことを見つけました。私は間違いなく、セントビ
ンセントに来る前と同じ人ではありません。だから、私は自分の経験を消化し、次のステップを見つけるの
に少し時間をかけています。
新しいスキルに関しては、次に何をするにしても、社会問題を解決することに関してより繊細な見方ができ
ると確信しています。これは、自分が次の仕事として就く可能性のある分析作業にとって非常に実践的なス
キルだと思います。
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3. プログラムでの時間中に出会った重要な瞬間、イベント、達成したこと、または人について教えてください。

TOBIAS ：プログラムに参加して、自分たちの行動が私たちが住んでいる世界にどれほどの損害を与えるか
を知ったことはとても大切な成果でした。必要とする家族のために 2 つのホームガーデンを作ったことも、
本当に良い経験でした。私に最も大きな影響を与てくれた人は、 6 か月間私の先生だった Danail Petrovで
した。彼がいつもスピーチで人々に素晴らしい影響を与えているのを見ることができたのは、とても良いこ
とでした。

CALVERT ：最初のホームガーデンを完成させた時は、勝利の瞬間でした。ホームガーデン建設や地元の家
族から多くを学びました。違うオームガーデンをどう作るか、異なる植物が一緒になるとどのような働きを
するか、などを学びました。私が最初のホームガーデン建設に取り組んだ場所は、まるで森のようでした。
草、木が至る所に生えていて、この場所にどうやってホームガーデンを作るのかと自問しましたが、皆と協
力して成し遂げました。
PDC コース（パーマカルチャーデザインコース）を履修すると、すべてを簡単に作ることができました。 
RVAに行く機会があったことがとてもうれしく、そこでできた友達とすべてを一緒に楽しみ、私は参加して
から大きく成長しました。

KATRINE ： 1 つだけを選ぶのは難しいと思います。私は現在セントビンセントに住んでいませんが、 RVA
は私の日常生活の大きな部分を占めています。私は、出会ったすべての人々のことをいまだに考えていま
す。私がその存在を想像もできなかったような人々のことを。私がまだ毎日考えている思い出をひとつ選ぶ
としたら、若くて才能のあるアスターという男性について話さなければいけません。
私のチームがプログラムを開始したのとほぼ同時期に、 Asterは高校を卒業し、 RVAのオーガニックガー
デンで働き始めました。 Asterは私の最も親しみやすい友人の一人で、彼の笑顔は第３次世界大戦の発生も
止められると確信してしまうほど素敵でした。
私が最もうれしいのは、 RVAがどのように彼を受け入れたかということです。 Asterがどんなふうに成長
し大人になっていくかを見るのはとても嬉しいことでした。もし RVAが彼に働くチャンスを与えなけれ
ば、ずっと違った未来になっていかもしれません。 Asterはベストを尽くしたいと思っており、私は元教師
の Daniが彼の中の光を見て、毎日彼に仕事で抜きに出るよう勇気づけたことを本当に素晴らしいと思って
います。

4. 気候変動活動家としての仕事は、将来の決断に影響を与えましたか？

TOBIAS ：それは私の将来の計画を完全に変えました。私は今、職業を変えることにしました。そして、私
の毎日の選択も今は大きく異なります。自分の選択を通してもっと考え始め、より持続可能なものを選択し
ます。

CALVERT ：はい、プログラム中に私はもっと世界を知るために旅をしたいと思ったので、仕事を見つけま
した。私は町の警備員の会社で働いています。 RVAにいなかったら、仕事に応募する勇気も仕事もなかっ
たと思います。 6 か月の間に私はかなり成長し、自分自身のために自分で目標を設定しなければいけないこ
とを学びました。農業 /ガーデニング、リーダーシップの責任など、多くの実践的なスキルを身につけまし
た。

KATRINE ：私の人生に間違いなく影響を与えました。特に食品産業と農業産業についての私の考えに大き
な影響を与えました。パーマカルチャーデザインコースを修了した後、私は自分の体に何をとり入れるかに
ついてよく考え、できるだけオーガニック農産物を購入しようとしています。殺虫剤などの農薬が地球と気
候に及ぼす影響について深く学んだ後は、さらなる被害を防ぐためにできることをしなければいけないと強
く思っています。
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1. なぜボランティアになることにしたのですか？

NEGAR：私にとって、ボランティアになるということは、実用的な方法で新しいスキルを磨く絶好の機会
でした。また、良い変化を起こすことで、地域コミュニティの一員になり、他の人を助けることはとても素
晴らしいことだと思いました。

MERIJN ：セントビンセントに到着する前、私はオックスファムとグリーンピースにボランティアとして参
加し、持続可能な開発に興味を持っていて、海外での最初の経験をどこでするか探していました。私はイン
ターネットで RVAに出会い、 6 か月コースはまさに私がやりたと思っていたことだと思いました。キャリ
アの選択だったと言えます。

MUHARREM ：リッチモンドベールアカデミーに来る前の、私の前の人生の話から始めたいと思います。
私は全くわくわくすることのない、ごく普通の生活を送っていました。学校と家を往復するだけの生活でし
た。私は自分の住んでいる学校と家から生まれたばかりの生活を送っていました。慣れ親しんだ世界とはま
ったく異なる新しい国を見てみることは、私がとても経験してみたかったことです。また、異なる考えや伝
統などを持つさまざまな人々と出会うことはどんなに素晴らしいことだろうと考えていました。私は、ボラ
ンティアプロジェクトの意図するものや、その目的のための良い機会を提供するだろうことも知っていまし
た。自分の将来に役立つどんなスキルでも身に着けたいと強く思っていました。私は将来、自分がもっと思
い責任を持てるようにしたかったのです。それで、私は新しい冒険や人生のより良い視点を与えてくれるよ
うな材料を探していました。自然と社会を良く理解したり、また、何かを成すことができるという感覚を与
えてくれるようなことを探していました。リッチモンドベールアカデミーは、夢を実現するのに最適な場所
でした。 RVAは、自然と多くの国際的な人々が出会う場所です。彼らは敬意と互いの人生で結びついてい
る人々です。を持って互いの人生をと人生で互いに統合されている多くの国際的な人々と出会う場所です。
私は彼らが忍耐、献身、そして決意を持って物事に取り組むやり方に敬服しました。
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2. あなたの今の職業は何ですか？また、このプログラムからどのような実用的なスキルを習得しましたか？

NEGAR ：習得したスキルを実践したいと思うようになったので、地球温暖化の影響やとニュースをより一
層読むようになりました。また、私の国の一部の人々と知識を共有するために、ペルシャ語で RVAで学ん
だことに関する短いチュートリアルを作成しています。

MERIJN ：コースの後、私はボランティア活動を続け、時々一時的な有給の任務に就きました。それは容易
ではなく、明らかに楽な道ではありませんが、この道に費やした時間はすべてうまくいっていると感じてい
ます。非常に充実した仕事です！ RVAで経験したことにより、私は間違いなく献身的に前に進むことがで
きました。草の根運動や、変化を起こすときのボトムアップアプローチについて、私の信念を深めることが
できたからです。

MUHARREM ：現在、私は地元で新しいボランティア活動を多くの人と一緒に始めました。私は以前は、
どんなボランティア活動にも参加していなかった場所で、あらゆる種類の子供向けボランティアプロジェク
トを手配しています。具体的には、プラスチックの悪影響、環境を守ることの重要性、動物に敬意を払うこ
となどについての授業などです。 RVAは私にたくさんのスキルや、知識や経験を与えてくれました。それ
が、私が今やっていることに役立っており、ずっと楽に行うことできています。そして、そういうことを認
識しています。私は、環境や自然や私たちの未来に対してより責任を感じています。私は将来の世代のため
に何か良いことができると感じられるようなプロジェクトにもっと関与したいと思っています。 RVAは他
の多くの人よりも明確に、多くの人が住んでいたのでコミュニティとしてどう生きるかということを私に気
づかせてくれました。ご存知のように、私たちは共通の会議で自分自身を表現する機会がありました。そこ
では誰もが学校で起こっていることについて話し合っていました。それは私たちとコミュニティの改善に不
可欠でした。私はそこでの経験を通して多くの実用的なスキルを手に入れました。：掘削機の使用、さまざ
まな機械や材料の使用、テーブルの作成、塗装など。その一方、私は多くの理論的スキルも身につけまし
た。それは日常生活の中で私を助けてくれるでしょう。ですから、私は RVAで過ごした 6 か月間にとても
満足しています。それは、現在の生活を支えてくれています。
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3. プログラムでの時間中に出会った重要な瞬間、イベント、達成したこと、または人について教えてください。

NEGAR ：実際、さまざまな年齢、文化、背景の世界中の人々と親しくし、共に生活することは、私にとっ

て最高の経験でした。また、地元のコミュニティと 2 つの村に住んで、地元の家族がホームガーデンを設置

するのを手伝ったことも素晴らしかったです。私たちの努力の結果として緑の野菜やハーブ、そしてもちろ

ん幸せそうな家族を見たことは、私の滞在の中で最高の瞬間でした。

MERIJN ：コースで一番大切だったと思うのは、出会った人たちです。一緒に頑張る国際チームは、そうで

なければ会うことがなかっただろう人々を結びつけました。私は世界中の友達ができたと感じていて、定期

的にすべての人と連絡しているわけではありませんが、つながりはしっかりしていていつでも連絡できるよ

うに感じられます。

MUHARREM ：明らかに、 RVAには印象的な瞬間がたくさｎありましたが、学校の環境と雰囲気に慣れた

とき、つまり私はもう訪問者ではないと知った時が素晴らしかったと言っておきたいと思います。私のやり

方を知って、学校の労働者を知って、私の友人と先生を知ったときは印象的でした。地元や家庭のように感

じたときが、節目となりました。つまり、その時、あまりいろんなことを知らない人から周りに良いエネル

ギーを与えている住人に私を変えた瞬間は、私にとって最高で最も重要でした。

私はエネルギーや愛情を注ぎ、一生懸命働いてたくさんの時間を費やしたホームガーデンをとても誇りに思

っています。自分がホームガーデンを改善し、その様子を見るのは信じられないような気持ちです。庭に行

って、美しいハーブが成長し、驚くほど立派になっているのを見て、とても嬉しく思いました。その他に

も、私はプログラムで出会った素晴らしいな人々について話をしたいと思います。その人とは私が今まで誰

にも話したことがないようなことをたくさん話しました。その人は、誠実なエネルギーを持っている人だと

感じたからです。その人のことについては何ページもかけると思うくらいです。あなたはきっと新しいコミ

ュニティで出会う素晴らしい人々に驚くことでしょう。

4. 気候変動活動家としての仕事は、将来の決断に影響を与えましたか？

NEGAR ：もちろんです。私の人生の多くの側面に影響を与えました。具体的には、エネルギー消費の削

減、プラスチッく使用の削減、必需品以外のものの購入を控えることなどです。

MUHARREM ：リッチモンドベールアカデミーは間違いなく、自分の将来について考えさせてくれまし

た。いろいろな方法で人を教育するということについての多様性について理解したからです。私は、私たち

がどれほど損害を与え、どれだけ地球を無視するかを認識しています。私は以前よりもそういうことを意識

しています。私はこの種の組織にもっと参加して、気候変動と地球温暖化の意識を広めたいと思います。

私の主な目的は教師になることです。 RVAから得た情報は、私の学科だけでなく気候変動についても生徒

に教えるのに役立つと信じています。私たちにはたった一つの世界しかないので、私はこの地球をより緑に

することに貢献したいと思います。私たちが住んでいるより良い世界のためにあなたの生徒が何かをしてい

るのを見るのは素敵なことでしょう。世界を無視するのではなく、未来を見ています。私は資本主義、加工

食品、無機化学ハーブ、貧困に反対し、できる限りのことをしたいと思います。
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費用

プログラムの受講料は 3,200米ドルです。 これは、リッチモンドベールアカデミー
での 6 か月間の基本費用で、他の人との共有ルーム、 1日 3回の食事、書籍、映
画、交通機関、文房具などのチームプログラム費用が含まれます。

これに加えて、航空チケットと個人的な出費分の費用が必要です。

あなたが思いつかないような経済的困難を解決する方法があるかもしれませんので、
私達に連絡することをためらわないでください！

6 か月間、スキューバダイビングとオープンウォーターダイバー PADIコースを行う
ことができます。 興味のある方は、詳細をお尋ねください。

プログラム参加方法

●メールでお問い合わせください。詳細情報を記載した情報パックをメールでお送り
します。

●Skype、 Facebook、またはWAPPで私たちと連絡を取り、プログラムに関する簡
単な説明を行い、早急に質問に答えてください。

●続行したい場合は、オンラインで申込書に記入してください。

●プログラムを紹介し、要件を話し合い、質問に答えるオンライン会議を手配しま
す。また、この会議中に、どのチームに参加するかの決定に近づきます。

●5つのエッセイを書きます。この最初の講演の後、 5つの研究課題をお送りしま
す。特定の問題についてあなたの考えを話すようお願いします。これは、あなたが学
校とプログラムのためによりよく準備する方法です。

●私たちは、プロセスを通じてコミュニケーションをとることができる 1 人以上の卒
業生を提供します。

●事務処理と支払い。エッセイを受け取ったら、支払い方法と登録用紙をお送りしま
す。

●スポットを予約します。最初の 500米ドルの登録料と署名済みの登録用紙を受け取
ったら、チームのスポットを予約しました。

● 旅行を準備します。今、人生を変える旅の準備をします！私たちはいつもあなたを
サポートする準備ができています。
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CONTACT:

Else Marie Pedersen • Recruitment Manager
Phone / WhatsApp: +1 784 492 7977 Email: info@richmondvale.org
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