
グローバルな友情を築こう！

Ｑ：CISVのプログラムに参加する際にどのような費用がかかりますか？
Ａ：世界各地で行われるビレッジ、サマーキャンプ、セミナーキャンプ、ユースミーティング
への参加者には、滞在費の一部を含めた国際参加費、渡航費および引率費などを負担
していただきます。インターチェンジでは、パートナー同士がお互いの家にホームステイ
するので滞在費は発生しませんが、国際参加費、渡航費、引率費は必要です。IPPも国
際参加費と渡航費がかかります。なお、各プログラムへの参加者には、国際教育プログラ
ムを日本で開催するために寄附をお願いしています。

Ｑ：派遣先の選択はできますか？
Ａ： CISVの国際教育プログラムは、厳密に定められたガイドラインのもと、どの国のど
の都市で開催されても、均質になるように細心の注意が払われています。開催地の特
色はあるといえ、CISVの国際教育プログラムへの参加は観光が目的ではありませんか
ら、派遣先の選択はできません。各支部の担当委員会が参加希望者からお話を伺った
上で、総合的に判断して派遣先を決定します。

Ｑ：引率リーダーになる条件は何ですか？
Ａ：21歳以上であること、公用語である英語が堪能であること、事前研修に積極的に参
加し、プログラム中は子どもたちの面倒を見て、終了後も子どもたちの成長を長く見守
り続けていただくことなどです。何より重要なのは、CISVの趣旨に賛同していただき、
長く活動していただくことです。支部ごとに募集を行い、面接などによって決定します。

CISVにはビレッジやインターチェンジなどの国際教育プログラム
だけではなく、支部が単独や合同で行う国内活動もあります。

地域と共に行うCISV活動
■モザイク（Mosaic）
各支部が地域において、同じ目的をもつ団体や地域のグループと一緒に、CISV
国際教育プログラムと同じ理念に基づいて、「参加者がそのコミュニティが抱え
る課題に気づき、理解し、解決に向けた行動を起こす」というプロセスを企画実
施するプロジェクトです。年齢などの制限もなく、CISV会員に限らず、より多くの
人々に参加していただくことができます。

ＣＩＳＶ経験をさらに生かすために
■ジュニア会（Junior Branch）
CISVの国際教育プログラムに参加した25歳以下の 
CISVerは皆ジュニア会のメンバーです。ジュニア会員は
CISVの経験を生かした様々な研修や活動を通じて、リー
ダーシップ（指導力）を身につけます。ジュニア会を自ら運
営し、支部、国内、国際レベルのネットワークを活かし、社会
的公正さや環境などバラエティに富んだテーマで活動しています。

楽しく安全なＣＩＳＶ活動のために
■研修
CISVでは、安心して国際教育プログラムに参加していただけるよう、参加者や
保護者の皆様に事前研修を受けていただきます。派遣リーダーには国際カリキ
ュラムに準じた研修を受けることを義務付けており、日本協会として危機管理に
も万全の体制で取り組んでいます。また、委員や指導員を対象に全国研修を毎
年行い、アジア太平洋地域研修にも指導員を派遣しています。

あなたも参加しませんか

よくある質問

CISVの国内プログラムと活動

CISVは、平和で公正な世界の実現に貢献する地球市民を育成することを目標
に、世界50カ国以上の国々で、11歳以上すべての年齢の方々を対象にした国
際教育プログラムと地域プロジェクトを実施している、多文化、多言語、多世代の
ボランティアが組織運営する世界でも珍しい民間非営利団体です。
メンバー国のそれぞれの支部がCISVの国際教育プログラムを主催し、その受
入数に応じて加盟国での開催プログラムへの招待を受けます。その調整はイギ
リスにある国際事務局が行い、CISV日本協会は国際からの招待を受けて国内
の各支部に割り当てるため、派遣プログラムと派遣先、時期、人数は毎年変わり
ます。各支部とも毎年11月頃から2月にかけて、翌年の夏休みと冬休みのプログ
ラムへの派遣者とリーダー、スタッフを募集します。詳しくは、お近くの支部事務
局へお問い合わせいただくか、ウェブサイトをご覧ください。
グローバルな友情の輪を広げて、世界各地の仲間と一緒に、より良い世界をめ
ざして一緒に活動しませんか。あなたにできることはたくさんあります。
ぜひCISVにご参加ください！

CISVはグローバルなボランティア組織です
CISVは独立した非政治的で非営利の民間団体で、プログラムの実施や組織運営はボ
ランティアによって行われています。国際事務局は、UNESCOに協力して活動している
NGOとして、あるいはヨーロッパ審議会に参加するNGOの一員として認められていま
す。またCISVは1950年の創立以来、常に調査研究に重きを置き、異文化理解教育や
体験型学習等に関する論文を多数発表しています。

CISV日本協会は1957年に創立され、1987年に文部省（現文部科学省）から社団法
人として認定されました。現在、全国に4つの支部があります。詳しくは下記のウェブサ
イトをご覧ください。

■ 社団法人ＣＩＳＶ日本協会
〒162-0822
東京都新宿区下宮比町２－２８
飯田橋ハイタウンビル２１８号室
TEL： 03-5261-8560　 FAX： 03-5261-8540
e-mail: japan＠cisv.org　　　　　　　http://www.jp.cisv.org

● 関東支部
〒162-0822
東京都新宿区下宮比町２－２８
飯田橋ハイタウンビル２２１号室
TEL： 03-5261-8565　FAX： 03-5261-9694
e-mail: kanto＠jp.cisv.org　　　　　　http://www.jp.cisv.org/kanto/

● 関西支部
〒543-0001
大阪市天王寺区上本町8-2-6
大阪国際交流センター３F
TEL： 06-6773-3722　FAX： 06-6773-3724
e-mail: kansai＠jp.cisv.org　　　　　  http://www.jp.cisv.org/kansai/

● 東海支部
〒461-0005
名古屋市東区東桜２－１４－７
鈴木ビル２F
TEL： 052-933-6327　FAX： 052-933-6573
e-mail: tokai＠jp.cisv.org　　　　　　 http://www.jp.cisv.org/tokai/ 

● 九州支部
〒810-0041
福岡県福岡市中央区大名2丁目12-5田中ビル611号
TEL／FAX： 092-713-6639 
e-mail: kyushu@jp.cisv.org　　　　　http://www.jp.cisv.org/kyushu/

■ 国際事務局
CISV International Ltd.
MEA House, Ellison Place
Newcastle upon Tyne
NE1 8XS England
Tel: +44-191-232-4998
Fax:+44-191-261-4710
Email: international@cisv.org
http://www.cisv.org



CISVの国際教育プログラム

CISVは地球市民を育てます！

セミナーキャンプ （Seminar Camp）
● 対象年齢　 17～18歳（日本人は19歳も可）
● 期間　　　 21日間
● 概要
参加者約24～30名とスタッフ4～6名で構成されます。セミナーキャンプに
は引率リーダーはいないので、参加者の責任ある自主的な行動が大切です。
● 趣旨
参加者が主体となってテーマやスケジュールを決めるプログラムのため、一
人ひとりの積極的な参加が望まれます。個人、国際、異文化間に生じる問題
に向き合い、これらの問題をどのように平和的に解決できるかを学ぶととも
に、自分の意見を形成できるようになることが求められます。世界全体への
関心を育み、平和的共存を担う地球市民としての責任感を養います。

IPP （International People’s Project）
● 対象年齢　 19歳以上
● 期間　　　 14～23日間
● 概要
参加者とスタッフを含め約25名で開催されます。
● 趣旨
参加者が学びながら地域に貢献する画期的なプログラムです。開催地域の
パートナー団体と協力して、「環境保護」や「移民」などプロジェクトごとのテ
ーマに沿って実施されます。参加者はテーマについて調査した自国の状況を
発表し合い、テーマに沿った教育活動を現地で実践します。プログラム参加
準備として協力団体や専門家による研修が行われることもあります。

対話によってグローバルな友情を築く

他団体と協力して諸問題の解決策を学ぶ

インターチェンジ （Interchange）
● 対象年齢　 12歳～15歳
● 期間　　　 2週間から4週間
（派遣と受入で1～2年間にわたるプログラムです。）
● 概要
2カ国のCISV支部間での相互ホームステイプログラムです。6～12人の参

加者をリーダーが引率します。参加者は、同性、同年齢のパートナーのいる家
庭にホームステイして一緒に生活します。
 ● 趣旨
キャンプ型のCISVの他のプログラムと同じ教育理念に基づきながら、開催
場所を家庭とし、相手国の家族の一員として過ごすことによって、異文化理
解やパートナーとの友情を深めます。ホームステイを通して、異文化間にお
ける適応能力を高めます。家族ぐるみの貴重な体験に加え、ミニキャンプ
のようなグループ活動も行います。文化や言語を超えて、家族で参加でき
るのが、インターチェンジの大きな魅力です。

家族ぐるみの交換ホームステイ

サマーキャンプ （Summer Camp）
● 対象年齢　14歳または15歳
● 期間　　　23日間
● 概要
男女各2名とリーダーが１チームとなり、9か国のチームがスタッフ5名と共に
過ごします。
● 趣旨
キャンプごとに教育的テーマが設定され、関連したディスカッションやロール
プレイなどが行われます。参加者は、リーダーやスタッフの手を借りながら、自
分たちで協力しあって毎日の活動の計画を立て、実施します。様々な問題に
取り組み、解決していくことを通して、偏見や先入観を超え、判断力やコミュ
ニケーション力、リーダーシップを養い、自信をつけていきます。

テーマを設けた国際キャンプ

ビレッジ （Village）
● 対象年齢　11才
● 期間　　　28日間
● 概要　
男女各2名とリーダーが１チームとなり、12カ国のチーム、6人のジュニアカ
ウンセラー（16歳～17歳）と5人程度のスタッフが、一緒に過ごします。
● 趣旨
このユニークな4週間の国際キャンプは、CISV最初のプログラムで、今なお、
CISVで最多の参加者を得ています。多文化、多言語の環境の中での共存を
重視した教育的、文化的および身体を動かす活動を体験します。公用語は英
語ですが、子どもたちのコミュニケーション
に言葉の壁はありません。ゲーム、スポーツ、
各国の歌や踊りの紹介などを通じて親し
くなります。派遣前には各支部で研修が行
われ、キャンプ中によく行われる遊びや歌
を練習していくので、ビレッジが始まるとす
ぐに世界各国の友達と仲良くなれます。

11歳の国際キャンプ
ユースミーティング（Youth Meeting）
● 対象年齢　12歳～19歳以上
● 期間　　　8日間あるいは15日間
● 概要
25～35人の各国からの参加者と大人のスタッフで構成されます。16歳未満
の参加者はリーダーが引率してチームで参加します。
● 趣旨
他のCISVプログラムに比べて短い日程で行われるために、開催国周辺地域
からの参加者が多くなります。キャンプごとに
教育的テーマを設定し、関連したディスカッシ
ョンやロールプレイなどを行います。短期間
のキャンプですが、CISVの国際教育プログラ
ムの要素が凝縮されており、CISVの他のプ
ログラムにも参加したいという動機づけにな
ります。

短期間のテーマキャンプ

CISVでは、独自の教育理念に基づき6種類の国際教育プログラム
と1つの地域プロジェクトを実施しています。参加者は文化の違いを
尊重することを学び、共通する価値観に気づき、自分自身について
の理解を深めます。CISVでは、参加者一人ひとりがプログラムに参
加して学んだことを日々の生活に生かし、地球市民として成長し、平
和で公正な世界の実現に向けて行動することを願っています。

平和の実現は子どもの時から始めなければならない
第二次世界大戦直後、アメリカの心理学者ドリス・アレン博士は「平和構築の核は子ども
にある」と考えました。そして確固たる信念のもと、1950年にCh i l d r en ' s 
International Summer Villages (CISV)を設立しました。翌年アメリカのシンシナテ
ィーで開かれた最初のビレッジには11歳の児童が8カ国から参加し、以降、毎年世界各
地でプログラムが開催されています。CISVは「平和は友情から生まれ、友情は子どもの
時から育まれなければならない」という信念に立っています。

すべての人々に開かれています
国際教育プログラムでは、年齢に応じたキャンプや交換ホームステイを行い、地域活動
では地域の他団体と共同でプロジェクトを行います。様々なテーマのプログラムがあり、
青少年から大人まで年齢を超えて参加できます。毎年50を超える国々で200以上の国
際教育プログラムが実施され、約8,000人が参加しています。

体験から学びます
CISVの国際教育プログラムでは、ロールプレイ、ゲーム、音楽や劇などの活動から、活発
なディスカッションや学びにつなげていきま
す。参加者は、実際に体験することから学ぶ
のです。また14歳以上のプログラムでは、毎
日の活動を自分たちで企画実施し、リーダー
シップやコミュニケーション力を身に付けて
いきます。多文化、多言語の環境の中で、日々
の活動を一緒に行うことによってお互いに影
響しあい、国際的感性が自然に磨かれます。


