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Individual Participant Information Form 
Please complete this form and return to the staff of your IPP, Seminar Camp, Village (JC only) or Youth Meeting 1 month 
before the beginning of the programme. 
このフォームを完成させ、プログラム開催の 1 か月前までに IPP,SC,VL（JC は）や YM のスタッフへ送って下さい。 
Do not forget that you need to also send the Travel Information Form and bring to the programme the original + 1 copy 
of the following:  
TIF（トラベルインフォメーションフォーム）を送ること、そして、下記フォームの原本とコピー１部をプログラ

ムへ持参することを忘れないように！ 
• Health Form ヘルスフォーム 
• Child Travelling Alone Legal Form (for participants aged 17 and under on the day of departure for the 

programme) 17 歳かそれ以下の年齢の参加者の場合は TWAL 
• Adult Legal Form (for participants aged 18+ on the day of departure for the programme) 18 歳以上の参加者

の場合は ALIF 
Programme (tick relevant programme) 参加プログラムに✔する 
IPP  Seminar Camp  Village (JC only) ✔ Youth Meeting  
Programme reference number 
プログラムレファレンスナンバー 

V-2018-011 ※プレキャンプ１の reference No.欄に記載されている 

Host National Association 
プログラム開催国名 

AUSTRIA  Host Chapter 
開催支部名 

AUSTRIA 

 
Participant 
Gender (male/female) 
性別 

female Date of birth (day / month / year) 
誕生日（日/月/西暦） 

15/6/2001 

National Association 
所属国 

JAPAN Chapter 
所属支部 

KANTO 

Given name 名 HANAKO 
Surname 姓 SATO 
Number & street 1-1-1 
Town / city SHINJUKU-KU 
Area / state / province TOKYO 
Country JAPAN postcode / zip code 123-456 
 country code area code number 
Telephone  +81                                                                                                                         3 1234-2345 
Mobile phone +81                                                                                                         90 1234-5678 
Email cisv.love@cisv.com 
 
In order to ensure a safe environment for all participants and to help us with meal planning, please list all dietary 
requirements (not preferences) that the staff need to know in advance (e.g. food allergies and their severity, vegetarian, 
celiac). 
全ての参加者に安全な環境を提供するため、また、食事を準備するために、何か、食事制限（好き嫌い以外で）な

ど、何か事前にスタッフに知っておいて欲しいことを教えてください。（食べ物アレルギーやその深刻度具合、ベ

ジタリアン、セリアック（グルテンアレルギー）等） 
None ※何もなければ None,何かある場合は、それを記入する。 
 
Do you have any health requirements that the staff should know about prior to the camp? For example, allergies and 
their severity, types of activity that you might not be able to participate in? 
キャンプ前にスタッフが知っておくべき健康上必要条件がありますか？例えば、アレルギーやその深刻度、参加で

きないであろうアクト等。 
None ※何もなければ None,何かある場合は、それを記入する。 
 
Please add any other information that you would like to share with the organizers/leaders/staff in order to ensure a 
positive experience? 
よい経験になるために大会開催者、リーダー、スタッフと情報共有したいことが他にあれば教えてください。 
None ※何もなければ None,何かある場合は、それを記入する。 

記入例 
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Special Skills ※使える言語とそのレベルを記入下する。 
Language 言語 Fluent Good Fair 
English  ✔  
French   ✔ 
Sports/drama/arts & crafts ※スポーツや演劇、図画工作などの芸術関連の特技があれば記入 
Other その他  
 
Do you have certification in: 
持っている資格 

Swimming 
水泳 

First aid 
救急救命 

Life saving 
ライフセービング 

  ✔ ✔ 
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FOR VILLAGE ONLY (JC)  
Previous experiences in CISV CISV での過去の経験について 
 Programme / activity 

プログラム／アクティビティ 
Place and country 

場所と国 
Year 

西暦  年 
What CISV programme / 
activity did you take part in 
as child participant? 
どんな CISV プログラムに

子どもの参加者として参

加しましたか？ 
※リーダー、スタッフや

JC の経験以外という意味 

   

Are you a member of the 
Junior Branch? 
JB のメンバーですか？ 

   

Other CISV involvement 
その他の VCISV 経験 
 

   

 
Training 
Did you receive specific training for the JC position in your Chapter/NA? Yes / No 
支部にて、必要な JC トレーニングを受けましたか？ 

 

 
Additional information 
What motivates you to be a JC and what are your expectations of the Village? 
JC になろうと思った動機は？VL で期待することとは？ 
 
 
 
What activities would you like to see at the Village? 
VL ではどんなアクティビティをみたいですか。 
 
 
 
What is your experience with 11/12-year-old children? 
11（12）歳 kids としてのあなたの経験はなんでしたか？ 
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