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はじめに 
 CISV 日本協会創立後 50 年を経て、国際プログラムに参加したパストキャンパーは、重

複参加者を含めて約 5,000 名になり、ビレッジに日本から初めて派遣された当時 11 歳の 4
人の派遣児童達は、すでに還暦を迎えた。 

国際プログラムへの参加で得たさまざまの経験や出会いが、パストキャンパーのその後

の人生にどのような影響を及ぼしたかを把握することは、プログラムの意義を検証する上

で、また今後の CISV 活動のあり方を考える上で極めて有益である。 
しかしながら、この点に関する、まとまった形での追跡調査はこれまで行われていなか

った。そこで CISV 日本協会創立 50 周年を契機として、パストキャンパーに質問票を送り、

追跡調査を実施する事とした。 
この調査実施に当たってご協力を頂いた皆様に心からお礼を申し上げる。とりわけアン

ケートに回答くださったパストキャンパーの皆様、アンケート質問票送付と回収などの作

業実施にご協力くださった各支部の方々、そして国際教育研究調査委員会の Jennifer 
Watson 氏（注ｐ.9）には、深く感謝を申し上げたい。  
 
 
I  調査目的 

 本調査は、CISV の国際プログラム参加経験が、パストキャンパーに及ぼした影響を、定

性、定量の両面で把握する事を目的としている。この調査の結果を分析する事で、CISV の

掲げている理念がどの程度実現されたかを検証すると同時に、日本のパストキャンパーの

特徴を明らかにして、次の 50 年に向けての課題を探る事が出来ればと願っている。 
 
 
II  調査概要 
（1）調査対象とサンプル 
調査対象者：2,155 名 
1958 年から 1994 年までに、日本の 4 支部（関東、関西、東海、九州）から国際プログラ

ムに派遣されたパストキャンパーが調査対象者。派遣者延べ数3162名＊のうち、リーダー、

スタッフと重複参加分を除く 2,155 名を実質調査の母集団とした。 
（＊内訳：関東 1278 名、関西 918 名、東海 886 名、九州 80 名）サンプル数:500 
調査対象母集団の 2,155 名から、層化無作為抽出法により 500 名を選んで対象サンプルと

した。支部別・国際プログラム別に支部ごとの参加者総数から、サンプル抽出率を割り出

した結果、各支部の対象サンプルは次の通りになった。（なおサンプル抽出は出来るだけ男

女同数になるよう調整されている) 
 
 



3 

図 1  支部別・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ別 ｻﾝﾌﾟﾙ数表（1958-1994）  

  
関東 東海 関西 九州 小計 構成比％ 

683 456 511 40 1,690 78.4 
ビレッジ 

159 106 119 9 393 78.6 

121 160 115 9 405 18.8 
インターチェンジ 

28 37 27 2 94 18.8 

16 1 0 0 17 0.8 
サマーキャンプ 

4 0 0 0 4 0.8 

7 0 0 0 7 0.3 
ジュニアカウンセラー

2 0 0 0 2 0.4 

12 5 0 0 17 0.8 
パイオニアキャンプ

3 1 0 0 4 0.8 

15 0 2 2 19 0.9 
セミナーキャンプ 

3 0 0 0 3 0.6 

調査対象者 854 622 628 51 2,155 100.0 

サンプル総数 199 144 146 11 500 99.4 

   上段黒字：調査対象者人数 

   下段赤字：ｻﾝﾌﾟﾙ総数 

(2) 調査内容:アンケート質問票参照 
（参考資料 2, p.11 以降） 
 Jennifer Watson 氏が 2003 年度に国際調査で使った選択回答方式のアンケート質問票

（自由回答を含む）の日本語翻訳版を使用。（一部日本の状況に合わない質問内容について

は多少変更したが、大勢に影響のない範囲） 
英語版アンケート質問票には個人情報記入欄が設けられていたが、アンケート協力者の

個人情報保護の観点から、日本語版では氏名でなく ID 番号を付け、個人識別情報記入欄を

全て削除した。 
 
(3) 調査方法  
サンプルに選ばれたパストキャンパーに、調査目的を記したアンケート協力依頼状と日

本語版アンケート質問票を各支部から送付。記入済み質問票の回収も各支部が担当して、

日本協会に一括返送。日本協会では 50 周年委員会調査担当が集計分析を行った。 
(4) 調査期間 
2005 年 4 月 1 日～7 月 15 日 
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(5)各支部のアンケート回収結果 
アンケート回答率 

 
 

送付数 
住所不明で戻

った送付物 

実質 
サンプル数 

回答数 回答率 

関東支部 199 22 177 40 22.3％ 
関西支部 146 11 135 25 18.5％ 
東海支部 144  0 144 13  9.0% 
九州支部  11    0  11    3 27.3％ 

全体 500 33 467 81 17.3％ 
 
注）実質サンプル数＝送付数－住所不明で戻った送付物 
 
  アンケート回答率＝回答数÷実質サンプル数×100 
各支部の回答率 

支部別回答率

22.6% 18.5%
9.0%

27.3%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

関東支部 関西支部 東海支部 九州支部

 

プログラム別回答数 

 ビレッジ 
インター 

チェンジ 

サマー 

キャンプ

ジュニア 

カウンセラー
パイオニア セミナー 合計 

関東 33／159 4／28 2／4 0／2 0／3 1／3 40／199 
関西 23／119 2／27 0／0 0／0 0／0 0／0 25／146 
東海 11／106 2／37 0／0 0／0 0／1 0／0 13／144 
九州 3／9 0／2 0／0 0／0 0／0 0／0 3／11 
全体 70／393 8／94 2／4 0／2 0／4 1／3 81／500 

注）各欄の分母は当該支部サンプル中の、当該プログラムへの参加者数、分子は回答者数。 
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 性別の構成比 <N=81>

44.4% 55.6%
男性

女性

III  調査結果 
（1）回答者のプロフィール 
 アンケート質問票を 500 名に送付した結果、81 名から回答があった。回答者のプロフィ

ールを性別、初回参加プログラム別、初回派遣先地域別、初回参加年代別の各構成比を、

以下に示す。 
 
① 回答者の性別構成比 
 サンプル数 500 は、ほぼ男女同数であったが、回答率は女性のほうが 10％ほど高かった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
② 回答者の参加プログラム別構成比 
CISV の国際プログラムではビレッジの歴史が一番長く、派遣者数も一番多い。 

ビレッジ
86%

インターチェンジ
10%

サマーキャンプ
3%

セミナーキャンプ
1%
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③派遣先地域別構成比 
回答者８１名の派遣先は次の地域である。日本はアジアの 17％のうち、12％を占めている。

日本を除くアジアの国でのプログラム開催が盛んになったのは、この調査対象の時期と多

少ずれている。 

 
④年代別回答数の比率 
１９５８年から６７年までの創立期からの１０年間は、参加者数が少なかったにも関わら

ず、回答率が高いのは、現在に到るまで CISV に関心を寄せているパストキャンパーが 
多い結果であろう。 

　年代別回答数の比率
＜N=81＞

58年～
67年

17%

68年～
77年

26%78年～
87年

29%

88年～
94年

28%

 
（2）調査結果概要 
自由記述を含めた２０問にもわたる質問に対する回答集は、膨大な情報を提供してくれ

る。選択回答の全ての集計結果、および自由記述の要約を一冊にまとめて添付したので、

アンケート質問票と照らし合わせながらお目通しいただけると幸いである。そして読者が

それぞれのお立場で、CISV のこれからの活動のあり方を調査結果から模索し、CISV との

派遣先地域別構成比＜N=81＞
  

北米
26%

中南米
10%

欧州
42%

オセアニア
5%

アジア
17%



7 

関わり合いの中で生かしていただければ、この調査の持つ意義がいっそう深まるであろう。 
回答結果から読み取れる特に顕著な点のいくつかを以下に示す。 

◆ CISV プログラム参加から良い影響を受けたと、ほとんどの回答者が記述している 
 90.7％の人が、CISV のプログラムが他国の人々や文化に対する自分の認識に影響を与え

たと回答した。特に顕著だったのが、「異文化への理解が深まった」。「視野が広がった」。「日

本文化を再認識した」。とのコメントが多く見られた。 
 
◆ プログラム参加者は学歴が高い 

16～26 年間、正規の学校教育を受けている人が回答者 79 名の内 64 名（81％）、20 年以

上も 7 名（8.9％）となっている。この質問は、「6 歳のときから、あなたは何年間の正規の

学校教育（小、中、高、短大、大学）を修了しましたか」。と言う聞き方なので、16 年を大

学修了の最小必要年数と考えるとき、1６年と回答した者は、大学卒業と考えてよかろう。

18 年が 11 名いるが、この数は大学院前期修了者と見てよいであろう。回答者に医師が 5
名いるので、20 年以上教育を受けている回答者の中に分類される。14 年（短大の修了者）

を含めると、短大、大学、大学院などで高等教育を受けたパストキャンパーが実に 76 名

（96,2％）になる。」 
これに対して、文科省学校基本調査によると、1966 年の大学・短大進学率が 16.1％、1976

年が 38.6％、2005 年が 48,9％である。ビレッジ参加年度が 1958 年～1966 年の回答者は、

全回答者 81 名中の 13 名（16％）、1967 年～1976 年の参加者が 16 人（19.8％）もいる事

を考えると、パストキャンパーの学歴の高さは注目に値する。 
 
◆ CISV の経験が海外留学に結びついている 
 プログラム参加後の海外経験を見ると、留学を経験した人が 44.0%、海外で仕事に携わっ

た人が、21.2％、海外で生活した人が 22.6％、長期の海外旅行をした人が 5.5％となってい

る。 
特に留学経験者が多いのは、「どこの国に行っても、どんな文化の人とでも友達になれる

と、CISV で身をもって経験しているので、迷う事なく留学する事が出来、また、実り多い

留学生活を送る事ができた」、「外国に興味をもち留学しました」。と自由記述の回答にみら

れるように、11 歳の時点でのビレッジへの参加をはじめとして、他のプログラムへの参加

経験が、海外留学へと結びついている事は間違いないように思う。 
 
◆ 学校では得られない経験 

93.5％の回答者が、「学校で習う事のなかった何かを CISV は自分に与えてくれた」。と回

答した。また「いろんな人と友達になる事に役立つ」が 77.3％、「異文化コミュニケーショ

ンに必要なスキルを身に付ける事に役立っている」。との評価が 76.7％など、CISV プログ

ラムの目指した目標が達成された様子がうかがわれる。 
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◆ 「11 歳」の持つ意味 
11 歳でのプログラム参加に今でも意味があるかとの問いに関しては、92.0％の回答者が

「ある」と答えた。自由回答を見ても（別冊 p.17 参照）さまざまなプログラムが増えた今

でも、ビレッジに対する評価が高い事を示している。 
 
◆ 学問分野と職業の選択と CISV の経験 
回答者の 51 人が、将来の進路を考えるときに、CISV への参加が何らかの影響を与えて

いると答えている。「外国に目を向ける事により、おのずから母国日本へ関心を持つ事にな

り、日本語教育を専攻した」。と言う回答に見られるように、11 人が専攻分野を決めるとき

に、CISV から影響を受けたと回答した。 
職業選択への CISV の影響に関する自由記述回答に、「職業選択時の海外志向」と答えた

人が 10 人いる。別冊の表（p.10）を見ていただければお分かりのように職種は多岐に渡っ

ている。いかなる職業についても、CISV の精神を生かす生き方は可能であると考えれば、

パストキャンパーがそれぞれの場で、CISV で経験した事を無駄にせず過ごしているに違い

ないと信じたい。 
 
◆ 時間不足が継続的な参加を妨げる大きな理由 
最初のプログラム参加後、回答者 81 人のうち 41 人（51.3％）が国際プログラムを含め

た他の CISV 活動に参加していると回答している。回答者の大半は、CISV に親近感あるい

は関心を寄せているパストキャンパーと考えても、51.3％の人が何らかの形で活動をしたと

の回答は、驚異的なデータである。 
その一方、CISV での活動継続を問う質問では、57 名（70％）の人が CISV にとどまら

なかったと回答している。ただこの質問では、最初のプログラム参加後、CISV に少しも関

わらなかったのかを質問しているのか、それとも他の CISV 活動に加わった後に関与を中止

したケースについて質問しているのか、かならずしもはっきりしない。回答者の CISV に関

わらなくなった理由を読むと、両者を含めた回答と読み取れるものが多かった。 
参加をやめた理由として、6 人が「住んでいる、あるいは住んでいたところに支部がない」。

を選び、5 人が「関わりたくなかった」。を選択している。「その他」の自由記述では、多く

の回答者が「時間不足」をあげている。そのなかには、受験勉強で CISV 活動に参加できな

かったというのもあるが、学業、仕事、家事、留学、結婚などそれぞれ各回答者の事情か

らくる時間不足で、自然に足が遠のいていったと解釈できる。ボランティアなど他の活動

に参加している人の人数も、全体で 16 人と少ないのは、時間不足も大きな要因の一つに挙

げられるかもしれない。 
その他関わらなかった理由として「ＣＩＳＶの重要性がその時はわからず、自ら関わる

事が面倒になった」。「小学校５年生であり、なかなか連絡がとれなかった」。などがあ

げられているが、これらの回答から、帰国後の児童を継続的にＣＩＳＶ活動に参加させる
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には、リーダーをはじめとして、JB、父母など周りからの積極的なフォローやバックアッ

プがいかに重要であるかがわかる。 

 
（3）集計結果（別冊参照） 
 
おわりに 
国際の長期追跡調査のアンケート質問表を使っての調査の結果、日本の CISV 参加者達が、

創始者ドリス・アレン女史の掲げた CISV の目的―平和教育と異文化間の交流の促進―をか

なり体現している事がわかった。常に世界の情勢に興味を持ち、国際社会の中に入っても

何ら臆することなく、また人種の偏見を持たず、且つ日本人であるという誇りを持ち続け

ている彼等の姿を垣間見たような気がする。CISV が彼等に与えた影響は大きいと言えるで

あろう。一方 CISV がいかにすぐれたプログラムであるかを大人になってから認識し、今ま

でにもっと CISV の活動に参加すればよかったと言う声が多かったが、その人たちへの派遣

後の適切なフォローを欠いていたのも、一因かもしれない。 
CISV er として成長していくために、国内の活動や行事に参加するのはもちろんの事、ビ

レッジに続く他の年令に応じた国際プログラムに参加したり、JC，リーダー、スタッフと

して活躍する事もできる。更に、国際会議への出席、国際プログラムの運営をつかさどる

国際委員会への所属などを通して、世界の CISVer と共に CISV の更なる発展を目指し、友

情の輪を広げる事も出来る。 
このように初めてのプログラム参加後も活躍できるチャンスは多く用意されている。ア

ンケートの結果でも明らかなように、「時間がない」という理由で活動をあきらめているパ

ストキャンパーに、もう一度 CISV に復帰してもらうにはどうしたらよいかを考える事が、

今後の課題であろう。 
最後に一人の回答者からの次の言葉でこの報告書を終わりたい。 
「いろいろの人がいて、いろいろの考え方があって、お互いを認め合う事が世界平和に

つながるのだと強く思った」。 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
（＊注）今回、50 周年記念事業の一つとしてパストキャンパー追跡調査を行うに当たり、

Jennifer Watson 氏と協力チームが作成した Longitudinal Follow up Questionnaire を使

用する事について、同氏から快諾をいただいた。その際、調査終了後の英語でのデータ提

出の要望をうけた。同氏が行った国際追跡調査には、アジア地域からの参加がないので、

日本のデータを加える事で、国際の報告書も更に充実したものになるので、積極的に協力

するという事であった。いずれ国際において、日本の調査結果も踏まえた報告書が作成さ

れるはずである。 
なお、CISV の教育雑誌、Interspective Volume 19 に企画責任者 Jennifer Watson 氏
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（EDR 国際委員会所属）の国際調査 2003 年度版の報告書が掲載されているので、ご興味

のある方は一読されたい。 
 

参考資料（1）調査日程及び作業記録 
今後、日本協会が調査を実施する際の参考資料として、実施日程と作業経過記録をここに 
記載する。 
2004 年 12 月    国際教育調査委員会へ調査許可を得るための申請を完了。同委員長

より調査許可を受ける。認可への手順は次の通りである。 
AMENDED CISV RESEARCH GUIDELINES 
1. Informing the EDR regarding intentions to conduct such research; 

2. Review of detailed proposal for the research by the Committee; 

3. Completion of CISV INTERNATIONAL RESEARCH DECLARATION 
 Form and submission of personal and professional references. 

4. Permission to conduct research; 

 
2005 年 1 月 英文アンケート質問票の日本語への翻訳 

 資料(1)調査対象者からのサンプルの抽出方法とサンプルの ID 番号化の方

法 

 資料(2)1958 年から 1994 年までの支部・プログラム別サンプル数表 

 資料(3)1958 年から 1994 年までのビレッジ参加者数 

 資料(4)1968 年から 1994 年までの、インターチェンジ、サマーキャンプ、

セミナーキャンプ、パイオニアキャンプ、ジュニアカウンセラーの参加者

リスト 

 この日までに提出された回答が少なかったので、アンケート回答を再度依

頼する葉書きを未回答者に送付 

 支部にてアンケート質問票の回答を英語に翻訳し、英語版アンケート用紙

に書き写して、日本協会に送付。 

 アンケート回答者のパストキャンパーに報告書、及び調査結果別冊 

を送付 

2 月 パストキャンパー6 名に日本語版アンケート質問票を送り、日本語の表現

で意味不明なところや、問題点の指摘を依頼。 

3 月 次の資料に基づき、各支部でアンケート調査送付の準備を開始 

3 月 30 日 サンプルに抽出されたパストキャンパーに、各支部より調査参加依頼状と

アンケート質問票を送付 

4 月 30 日 アンケート質問票の回答返送締め切り日 

7 月 15 日 第 2 回アンケート質問票回答返送締め切り日 
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7 月 30 日 各支部より日本協会宛に日英両アンケート質問票の回答をまとめて返送。

日本語版アンケート質問票の回答をデータ入力。 

8 月 Jennifer Watson 氏に翻訳したアンケート質問票の回答 81 部を発送 

9 月 報告書詳細別冊完成 

12 月 報告書概要を英文に翻訳して、国際調査研究委員会と Jennifer Watson 氏

に送付。 

2006 年 9 月 報告書概要完成 

 
参考資料（2）アンケート質問票 
 
CISV 国際プログラム参加者追跡調査  2005 年 4 月実施 
 

ID 番号          
 
下記の質問にご回答のさい、必要ならば追加の用紙をご自由にご使用下さい。但し回答が

質問に結びつくように、該当の質問番号･記号を明記して下さい。質問のうち当てはまらな

いものがある場合は、そのままにして次に進んでください。 
 

男        女     生年月日 西暦     年   月   日 

答えのすべては極秘で扱われ、CISV の目的のみに使用されます。もしこの質問表が、この調査課題の目

的に使用された後、CISV の他の目的に使うため、協会内で保管する事を希望されない場合は、空欄にチ

ェックしてください。 

1. あなたは最初にどの CISV 国際プログラムに参加しましたか？ 

   ビレッジ  パイオニア  インターチェンジ  サマーキャンプ  ユースミーティング 

   年齢 11・ JC   12 – 16         12 – 16        12 – 16                 11 – 19+ 

    セミナー       その他   具体的に述べて下さい。____________________________ 

17 – 18                           

2. その最初のプログラムについて、下記の表に記入して下さい。（例を参考に） 

 国名   場所 参加年度 参加時年齢   役割 

例 アメリカ シンシナティ 1971 11   子どもの参加者 

    

                                    

3. あなたが今までに参加した事がある、その他の CISV プログラム・活動・支援のための活動を記入して

下さい。ローカルワーク、ジュニア会、ワークショップ、支部・日本協会・国際委員会での役割、および

支部で組織された CISV プログラムを支援するために、あなたが引き受けた役割等を含みます。 

（もし必要ならば線を書き加えるか、別の用紙を使用して下さい。） 
プログラムのタイプ･活動 国名、場所 年度･期間 役割 
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例 ビレッジ 

  委員会のメンバー 

アメリカ フィラデルフィア

NE イギリス 

1995 

1998－2000

JC 
ジュニア会コーディネーター 

    

4. もしあなたがＣＩＳＶの国際プログラムに参加したときの仲間や、あるいは IBM や国際委員会などの

関係で知り合った人々と、いまだに友人として連絡を取り合っているのなら（例えば年々手紙のやりとり

を数回行う。そして・または可能な時に会えるようにするなど）、そのなかで最も長く、最も親しく付き合

っている６人を選び、下の表に記入して下さい。（6 人いない場合は、何人でも結構です） 

私は誰とも連絡を取り合っていない。       （質問 5 へ） 

人物 

    
出会ったプログラム 

年度 

連絡方法 何年間ですか？ 

例 ノルウェーの

女子 

インターチェンジ イギリス・ 

ノルウェー 1963        

手紙、訪問 38 年 

例 W. Dickhoff EDR 委員会、IBM 1987 手紙、訪問、プロジェ

クトへ共に参加 

15 年 

 

 

 

 

 

 

   

5. もしあなたがその後 CISV に関わらなかったのなら、その理由を説明してください。 

        a.  私が現在住んでいる所・住んでいた所に CISV の支部がなかった。 

b. 私は関わり続けたくなかった。理由： 

c. その他（例えば親の支援、財源、時間の不足等、具体的に説明してください） 

6. あなたの CISV への参加は、CISV に前に関わった事のない家族（例えば両親、兄弟姉妹）、親戚、友人

が自ら参加する事につながりましたか？ 

        はい          いいえ    （質問 7 へ） 

もし「はい」ならば、それはどなたで、CISV のどのような活動に参加したか教えてください。出来れば

年度も書いて下さい。 

あなたとの関係 プログラム名   活動内容 年度･期間 
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7. あなたのお子さんは、CISV に参加した事がありますか？ 

   はい      いいえ     （質問 8 へ）  当てはまらない  （質問 8 へ） 

もし「はい」ならば、いつ、どのプログラムに参加されたか教えてください。 

    氏名 性別 参加時年齢 プログラム・関係支部 年度 

例 ジョーン 女子 

 

15・16 
 

インターチェンジ、ニューヨーク・ 
アムステルダム 

1978・9 
 

    

 

8. もしあなたが CISV に最初に参加してから、他の青少年の団体、親睦団体、ボランティア・慈善団体ま

たは宗教団体に関わった事があるのなら、それぞれの団体について、その目的、その中でのあなたの役割、

参加年齢について簡潔に記入してください。 

組織、団体の名称 目的 あなたの役割 年齢 

 

 

 

 

 

   

私は他の組織、団体に関わった事がない。        （質問 9 へ） 

 

9. CISV への参加が、他の国の人々や文化に対するあなたの認識に影響を与えたり、態度を変えたりする

事になりましたか？ 

    はい      いいえ    （質問 10 へ） 

もし「はい」ならば、思い出せる範囲であなたの認識や態度の変化を説明して下さい。 

 

10. ６歳のときから、あなたは何年間の正規の学校教育（小、中、高、短大・大学）を修了しましたか 

       年 

 

11. 次の質問項目で、あなたに当てはまる質問があれば記入して下さい。 

a. あなたが取得した学位・専門の資格を記載してください。 
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学位・資格 年 授与した団体、組織 勉強した場所 主な科目 

例 教員免許 1964―67 ダーラム大学 ダーリントン、 

イギリス 

教育学 

地理学 

 

 

 

 

    

b.  私は現在＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ になるための学位・専門資格の取得に向けて勉強中です。      

c.  私は現在＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ の資格をさらに取得するため、再訓練・研修を受けています。 

 

12. あなたの専門資格以外に、個人的な興味で取っている講座（例えば外国語会話、写真、地方の歴史探

索等）があれば、わかりやすく記入して下さい。 

 

13. あなたは次の海外経験をしたことがありますか？ 

a. 留学            はい   いいえ         年齢     期間  

b. 海外でのご自身の仕事    はい   いいえ         年齢     期間 

c. 海外生活          はい   いいえ         年齢     期間 

d. 旅行（３ヶ月以上の）    はい   いいえ         年齢     期間 

もし「はい」ならば、その期間をどのように過ごしたか、また海外経験の成果などについて簡潔に記述し

てください。 

 

14. 現在あなたがしている事についてお答え下さい。 

a.あなたの主な職業は何ですか。何でしたか。（複数回答も可） 

b.もしあなたが現在、ご自分の主な職業から退職しているのなら、社会におけるあなたの主な役割は今何

であると考えますか？ 

c.主な職業以外で、あなたの一番重要な役割は何であると考えますか？（例えば子ども達・年老いた身内の

世話、スポーツチームのメンバー、ボランティアの仕事等。具体的にお書き下さい。） 

 

15. もしＣＩＳＶに参加した事が、あなたの学問分野・職業・ボランティアワークの選択に影響を与えた

とお考えなら、どのように影響を与えたのかを説明してください。 

ＣＩＳＶは私の選択に影響を与えなかった。（質問 16 へ） 

 

16. ＣＩＳＶの経験が生かされたと思うような具体的な出来事・転機が、あなたの人生においてありまし

たか？   はい      いいえ    （質問 17 へ） 

もし「はい」ならば、その出来事・転機についての詳細をお書き下さい。 
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17.「ＣＩＳＶは、学校で決して習う事のなかった何かを私に与えてくれました。」（シュテフィ ノーマン、

ドイツ） この意見はあなたにも当てはまりますか？    

はい          いいえ    （質問 18 へ） 

学校では習得することがなかっただろうと思われる、ＣＩＳＶを通じて得た知識とスキル（技量、能力な

ど）について、下の余白を使って記入して下さい。もし必要ならば別の用紙を使用して下さい。 

 

18. ＣＩＳＶの目標では、いろいろな人と友達になり、異文化間のコミュニケーションを促進し、共有す

る目的に向かって一緒に働く能力を開発する事が強調されています。 

a. ＣＩＳＶへの参加は、その後あなたがいろいろな人と友達になるのに役立ちましたか？  

                         はい       いいえ 

もし「はい」ならば、ＣＩＳＶへの参加が、その後いろいろな人と友達になるのにどのような影響を与

えたのか説明して下さい。 

b.  CＩＳＶへの参加は、あなたが異文化間のコミュニケーションを行うためのスキルを伸ばすのに役立ち

ましたか？                    はい       いいえ 

  もし「はい」ならば、ＣＩＳＶへの参加が、そのスキルを伸ばすのに、どのように役立ったか説明して

下さい。 

c. ＣＩＳＶへの参加は、あなたの共同作業の能力・グループを統率する力を伸ばすのに助けとなりました

か？                        はい      いいえ     

 もし「はい」ならば、ＣＩＳＶへの参加がこのような能力を伸ばすのに、どんな点で助けとなったのか

説明して下さい。差支えがなければ、あなたの具体的な立場、役職等（過去現在を問わない）をお書き

ください。 

 

19. 他団体の国際交換プログラムは、通常１６歳もしくはそれ以上の年齢が対象ですが、ＣＩＳＶは１１

歳の児童に国際プログラムを提供する点において、他に類を見ないものです。あなたはこの年齢での参加

に、今でも意味があると思われますか？         

はい       いいえ 

もし「はい」ならば、その意味を下の余白を使って説明して下さい。 

 

20. もしＣＩＳＶへの参加が、今までのご記入くださった回答以外の面で、あなたの人生に影響を与えた

ことがあるならば、その事についてお書きください。または私達の調査研究に役立つと思われるその他の

コメントなどがありましたら、お書きください。 

 


