
Appendix 1   Adult Code of Behaviour  
As a person in a position of programme responsibility you are in a position of trust at all 
times in relation to the children for whom you are responsible. 
 
大人の行動規範
プログラムの運営に責任のある大人は、面倒をみている子どもから常に信頼を寄せられる
人物でなければなりません。 

Good Practice  
1. DO treat everyone with dignity and respect  

2. DO set an example you would wish others to follow  

3. DO treat all children equally – show no favouritism  

4. DO respect a child’s right to personal privacy  

5. DO avoid unnecessary physical contact with a child – your actions, no matter how 
well-intentioned, might be misinterpreted by them or someone else  

6. DO avoid unacceptable situations within a relationship of trust; for example, a sexual 
relationship with a participant, even if they are over the age of consent  

7. DO have separate sleeping accommodation for children and adults  

8. DO plan activities that involve more than one other person being present, or at least 
are within sight and hearing of others – avoid spending time alone with a child in 
private or out of sight/hearing of others.  

9. DO allow children to talk about any concerns they may have  

10. DO encourage others to challenge any attitudes or behaviours they do not like  

11. DO avoid being drawn into inappropriate attention-seeking behaviour from children, 
such as tantrums and crushes  

12. DO keep other leaders informed of where you are and what you are doing  

13. DO take any allegations or concerns of abuse seriously and refer them immediately 
to the person in charge, i.e. the Programme Director or local/ national Risk Manager 

そのためにするべきこと

1. すべての人の人格を尊重しましょう。 
2. 他の人が見習うべき見本になりましょう。 
3. すべての子どもを平等に扱いましょう。 
4. 子どものプライバシーを尊重しましょう。 
5. こどもに不必要な身体的な接触をしてはいけません。あなたの行為は仮に悪意がな

いものだったとしても、こどもたちやあるいは第三者に誤解をされる可能性があり
ます。 

6. 信頼関係を築くべき関係で不適切な関係を持たないようにしましょう。仮に相手が
法的に承諾できる年齢に達したとしても、参加者との間で性的な関係を持つことは
さけなければなりません。 
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7. 子どもと大人の寝る場所をわけましょう。 
8. アクトを企画するときには複数の大人がその場にいるようにしましょう。少なくと

も複数の大人が目が届き音の聞こえる範囲にいるようにしましょう。子どもと１対
１で他の大人のいない場所で接してはいけません。 

9. 子どもが、心配事、困っていることを話すことができるようにしましょう。 
10. 他の人の振る舞いが気に入らない場合にはその事を我慢しないで指摘することがで

きるようにしましょう。 
11. 子どもが不相当にあなたの注意を引こうとする関係。たとえば癇癪をおこしてみた

り、あなたに恋愛感情を持ったりするような関係にならないように注意しましょう。

12. 他のリーダーにあなたがどこにいて何をしているのかを常に知らせておくようにしま
しょう。 

13. いじめの訴え、噂を耳にしたら直ちにそれを責任ある立場の人（ディレクやリスク
マネージャ）に知らせましょう。 

Poor Practice  
1. DO NOT trivialise or belittle abuse or concerns 

2. DO NOT form an intimate relationship with a child or any other relationship that 
would be an abuse of trust  

3. DO NOT allow abusive activities between children such as initiation ceremonies or 
bullying  

4. DO NOT engage in inappropriate behaviour or contact – physical, verbal, sexual  

5. DO NOT make sexually suggestive remarks or threats to a child, even in fun  

6. DO NOT use inappropriate language, whether speaking or writing – in person or by 
phone, email or through use of social media  

7. DO NOT allow a child to use inappropriate language unchallenged  

8. DO NOT let allegations, suspicions, or concerns about abuse go unreported 

してはいけないこと

1. いじめの訴えや噂を軽くみてはいけません。 
2. 特定のこどもと性的または不自然に親密な関係、その他信頼を損ねるような関係を

持ってはいけません。 
3. 通過儀式とかしごき、その他いじめにつながるような行為をこども達がするのを見

逃してはいけません。 
4. 不適切な行為、振る舞いや接触をしてはいけません。体の接触、言葉によるもの、

性的なもののいずれでもです。 
5. 遊びや冗談であっても、子どもに対して性的な意味合いの言葉や仕草をしてはいけ

ません。 
6. 不適切な（汚い）言葉を使ってはいけません。口頭でも書いたものでも、あるいは

電子メール、チャット、SNSでもです。 
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7. こども達が不適切な言葉を使ったときにはそれを放置してはいけません。 
8. いじめの報告や噂や疑いがあるときにはそれを報告しないで放置してはいけません。

Appendix 2  Safety and Social Networking Sites  
  
In addition to the Adult Code of Behaviour, here are some guidelines on how to behave  
appropriately toward children online or in other forms of communications.  
  
1. Remember you are in a position of trust and are a role model at all times.  

2. Conduct yourself appropriately, as you would face-to-face.  

3. Do not engage in one-to-one communication with children or via text messages, 
instant messaging or chat facilities unless it relates specifically to your CISV 
responsibilities.  

4. Before sharing your social media accounts with a child, consider the things you like 
to share with your peers – would they be suitable or appropriate to share with that 
child?  

5. When using a social network account, you should always think of how any digital 
communication might appear to someone else. Compared with a conversation in the 
real world, technology increases the potential for messages to be seen out of 
context, misinterpreted or forwarded to others.  

6. Do not provide personal details about children on your website or social networking 
group.   

7. Always ensure you have parental permission to use any photographs of children and 
only use their first names on any caption.  

8. Only use appropriate photographs on your site – remember that everyone can view 
them.  

9. If you are concerned about the way a child is attempting to contact you, report it 
immediately to your local Risk Manager.  

10. If you need to email children, always copy the message to another adult.  

11. WE STRONGLY RECOMMEND THAT YOU NOT USE YOUR PERSONAL SOCIAL 
NETWORKING ACCOUNT TO COMMUNICATE WITH CHILDREN.  

（改訳 2015.10 藤田） 

デジタルコミュニケーションにおける振る舞い
大人の行動規範に加えて、以下に書かれているのは、子どもとオンライン、その他のコミュ
ニケーションツールを介して連絡をする場合に守るべきガイドラインです。 

1. 常に、自分は信頼を受ける立場にいること、ロールモデルとなる立場にあることを
自覚しましょう。 

2. 直接対面しているときと同じように、適切な振る舞いをしましょう。 
3. 特にCISVの役職上必要な場合を除いて、子どもと、ショートメッセージ、チャット
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などのツールで１対１でつながることは避けましょう。 
4. 子どもにあなたのソーシャルメディアにアクセスさせる前に、あなたがそのメディア

で友人と交わしている情報が、子どもに見せて適切なものかどうか考えましょう。 
5. ソーシャルメディアを使う場合には、デジタルコミュニケーションが、第三者の目に

どのように見えるのかを考慮しましょう。直接の会話の場合に比べて、デジタルコ
ミュニケーションでかわされた内容は、特定の部分だけ切り取って見られたり、誤
解されたり、知らないうちに第三者に転送されるリスクが高いことに注意しましょ
う。 

6. 子どもの個人的な情報をあなたのウェブサイトやネットワークで開示してはいけませ
ん。 

7. 子どもの写真を使う場合には、必ず、親の許可をとってあることを確認して下さい。
また、写真の説明には、ファーストネーム（キャンプネーム）だけを使って下さい。 

8. 第三者に見せても適切な写真だけを使って下さい。誰が見るかわからないのですか
ら。 

9. もし、子どもがあなたに不適切な方法でコンタクトしようとしていると感じたら、
ただちにリスクマネージャに連絡して下さい。 

10. 子どもに電子メールを送るときには、必ず、別の大人にCCを入れて下さい。 

11. 子どもとのコミュニケーションには、あなたがいつも使っているSNSアカウントを使
わないことを、強くおすすめします。 


