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１．ＩＣＹＥ連盟及びＩＣＹＥジャパンについて 
 

（１） 事業の目的 

ドイツ非営利活動法人国際文化青年交換連盟（The Federation of National Committees in the International 

Cultural Youth Exchange, 国際事務局：ドイツ・ベルリン；通称 ICYE）は、ヨーロッパ、アジア太平洋アフリカ、中南

米地域の加盟約 40 カ国において青年を 1 年間派遣・招聘し、ボランティア活動と生活文化体験の機会を提供す

ることを通して、社会正義および世界平和の実現に寄与することを目的とした民間非営利団体です。 

 

 

 

第二次世界大戦後の 1949 年に、アメリカ合衆国国務省文化業務部と提携して活動していた The Church of 

the Brethren 奉仕委員会が、両国の和解と平和を願って、旧西ドイツの青年を 1 年間招いたことをきっかけに、

ICYE が始まりました。現在では、宗教、民族、言語、国籍、性別、階層、格差などにかかわらず ICYE の趣旨に賛

同する青年（年間総数 500～600 名）を、各国間で派遣・招聘しています。 

 

ICYE の目指す目的のもとに、世界の人々がお互いに理解と信頼を深めていく、自主・自立・協働的な民間活

動があります。こうした活動に支えられて展開されるプログラムが、世界のかかえる様々な現実や課題に対して

広い視野を養う土壌となり、これに積極的に関わろうとする青年の成長の機会となるよう ICYE は願っています。 

 

ICYE連盟は、1年間の地域社会でのボランティア活動と生活文化体験を基礎とした国際的規模での草の根運

動を行っていること、また国連教育科学文化機関 UNESCO の連絡機関、国連経済社会理事会 UNECOSOC の

協議団体、そして世界教会協議会 World Council of Churches（WCC）の協力団体としても地道な活動を行ってき

たことなどが総合的に評価され、1987 年の国際平和年に国連総会において国連事務総長より「ピース・メッセン

ジャー(平和の使者)」として表彰されました。 
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（２） ＩCYE ジャパンの沿革 

ICYE 連盟加盟国である ICYE ジャパンは、1958 年に日本キリスト教奉仕団が母体となり発足し、翌年 1959 年

に交換プログラムを開始しました。この後、1972 年に日本キリスト教協議会（NCC）に、1983 年からは財団法人

東京キリスト教青年会（東京 YMCA）に事務局を移管してプログラムを展開してきました。 

 

プログラムを開始してから半世紀を経た 2001 年 11 月の ICYE 連盟総会において、現加盟国の状況ならびに

世界の現状を踏まえて、それまでの正式名称 The Federation of National Committees in the International 

Christian Youth Exchange（国際キリスト教青年交換連盟）を The Federation of National Committees in the 

International Cultural Youth Exchange（国

際文化青年交換連盟）に変更しました。 

これに伴い、ICYＥジャパンも正式名称

を The Federation of National Committees 

in the International Cultural Youth 

Exchange, Japan Committee（国際文化青

年交換連盟日本委員会）に改め、2002 年

４月からは、独立した非営利団体としてプ

ログラムを展開することになりました。２０

０２年８月には特定非営利活動法人（NPO

法人）格をもつ団体として、東京都より認

証を受けました。 

 

 

（３） ICYE ジャパンについて 

定款に基づき、ICYE ジャパンは会員および会員によって選出された役員によって組織され、総会および理事

会において、事業方針などについて協議し決定を行います。各プログラムはボランティア協力者の方々からのご

支援を頂きながら、その運営を進めています。 

 

（４） ICYE ジャパン事務局について 

2006 年 6 月より事務局を東京都新宿区に置き、

常勤スタッフ、パートタイムスタッフ及びボランティア

が活動および運営を行っています。 

短期プログラムや外国人受け入れプログラムな

どの運営も活発化しています。 
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ICYE 連盟の構造 
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２．ＩＣＹＥ 憲章	  
前文 ： 目標 

 

国際文化青年交換連盟（ＩＣＹＥ－2001 年 11 月ＩＣＹＥ連盟総会にて国際キリスト教青年交換から変更）は、

1949年、ドイツとアメリカ合衆国の間で、第二次世界大戦後の和解のための交換プログラムとして、キリスト教教

会の伝統の中から生まれました。その後、ＩＣＹＥプログラムは、５大陸の国々に広がりました。宗教的信条に関

わらず、記されている目標と目的に賛同するすべての人々に、ＩＣＹＥは開かれている団体です。 

わたしたち ICYE と、ICYE のプログラムに参加するすべての人々は、次のような目標に向かって共に歩んでい

きます。 

 

― 社会・政治・経済上の、あるいは個人的な不正を被っているあらゆる人々のために正義を実現すること 

― さまざまな文化、人間の間にある壁を取り払うこと 

― 文化、国家、そして男女の平等を信条とすること 

― 国を超えて、お互いがより理解し合えるようになること 

― 世界中に広がる社会・経済・政治上のさまざまな問題を深く理解すること 

― 派遣中およびその後も、これらの理解に基づく活動に携わること 

 

上記の目標を実現するために、ICYE は以下のような活動に取り組んでいます。 

 

― 青年に異文化理解へとつながる場を提供しています。 

― 国際的なボランティア活動を通じて、社会および青年の個人的な成長を促します。 

― 世界中での異文化理解、平等と寛容の精神、そして平和の実現を目指します。 

 

目 的 

 

わたしたち ICYE は、世界の社会・政治・経済上の現実に対する鋭い感覚を若者に養ってもらう手段として、連盟

に加盟する国々の間で青年交換プログラムを実施しています。 

 

（1977 年 9 月 23 日、アイスランド・スカルホルト総会にて採択） 

（1997 年 10 月、アイスランド・フヴェラゲルディ総会にて改正） 

（2001 年 11 月、ケニア・モンバサ総会にて改正） 
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３．派遣生が期待できること、求められること 
 

Guide for Exchangees 

ICYE 連盟 「派遣生のガイド」より 

 

派遣生（Exchangee）であるあなたが ICYE に期待すべきこと／期待できる事 

・	自国のＩＣＹＥより準備のためのオリエンテーションを受けること。 

・	欲求、希望、そして恐れをそれぞれ持つ一個人の人間として扱われること。 

・	 ICYE の目的を達成するために、ボランティア活動やその他の経験を得ることが出来るよう助けてもらう

こと。 

・	 ICYE が主催する様々な企画・活動に参加を呼びかけられること。 

・	どの派遣生に対しても敏感に、また率直に対応すること。 

・	 ICYE があなたとあなたのホストファミリーやボランティア先のアドバイザーとして対応すること。 

・	プログラムの冒頭に言語習慣と文化紹介のための講習を受けること。 

・	派遣国の生活水準に見合った額のお小遣いが与えられること。 

 

＊	 ICYE があなたに期待できる事 

・	派遣国での生活様式に適応し、その生活をその地域の人と分かち合うこと。 

・	派遣国での規則やガイドラインに従うこと。 

・	 ICYE で主催する様々な活動に参加すること。 

・	あなたが ICYE プログラムの交換生であるということを自覚し、あなたの行動がこのプログラム自体に影

響を及ぼすという認識を持つこと。 

・	予期しない事態が起きる場合があることを把握すること。 

・	プログラムの終わりに ICYE プログラムの評価（ファイナルエヴァリュエーション）をすること。 

・	プログラムの終わりに自国に帰ること。 

 

＊	規則 

派遣生は下記のことを ICYE に期待すべきではありません。 

・	無制限の自由を得られること。 

・	自分の国と同様の生活をすること。 

・	お小遣い以上のお金を得ること。 

・	プログラム中に４週間以上個人的に旅行すること。 

・	すべてのホストファミリー、各国ＩＣＹＥ、ボランティア先が同じであること。 

・	派遣先のＩＣＹＥと良く話し合った上で、あなたが ICYE のガイドラインや規則に従うことができないと判断

されてもなお、個人的に派遣国に留まろうとすること。 
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４．参加費について 
 

（１） 参加費に含まれるもの 

A.  ICYE 連盟登録費 

毎年度世界各国に送られる派遣生は、全員ベルリンにある ICYE 連盟国際事務所（International Office）に登録

され、連盟の管理・調整の下で各国の ICYE の保護を受けます。そのために、ICYE 連盟への登録料が必要とな

ります。連盟登録料は、ICYE ジャパンから国際事務所に送金されます。 

 

B.  ICYE アジア太平洋地域登録費 

アジア太平洋諸国出身の派遣生は、ICYE アジア太平洋地域にも登録され、そのための登録料が必要となりま

す。これは ICYE 連盟登録費と一緒に、ICYE ジャパンから ICYE アジア太平洋地域の会計を管理して頂いている

国際事務所に送金されます。 

 

C.  NPO 法人 ICYE ジャパン会員年会費 

NPO 法人である ICYE ジャパンは派遣生の皆様を団体の理念に賛同した会員として海外に送りだします。会員

資格は入会した年度から翌年度末までの間です。（詳細は会員規定、会員特典参照） 

 

D.  派遣国滞在費 

滞在費は各国の ICYE が相互に保証します。つまり、日本からの派遣生は、その国からの派遣生が支払った費

用によって、その国での生活が保証されます。そして日本に来る外国からの派遣生は、皆さんの支払われた費

用によって日本での生活が保証されます。こうして各国の派遣生は ICYE の「交換生（exchangee）」として、お互

いを支え合います。 

 

E.  医療費（海外旅行傷害保険） 

全ての交換生は、ICYE が提携している海外旅行傷害保険に加入します。この保険は、日本を出発する日から期

間中（1 年派遣生は日本出発日から 1 年、6 ヶ月派遣生は同じく日本出発日から 6 ヶ月間）健康・事故・第三者賠

償責任が保証されます。 

 

F.  語学研修費 

派遣生到着後の語学研修の費用は参加費に含まれます。その後語学研修を追加で受ける場合は個人負担と

なります。 

 

G.  現地での活動費 

ボランティア活動にかかる交通費等、活動に関わる費用は参加費に含まれます。 

 

H.  お小遣い（Pocket Money） 

派遣国の ICYE により、最低限のお小遣いが支給されます。（各自のナショナルプロファイル参照）。また、国によ

って、支給の仕方が（現地 ICYE から、ホストから、ボランティア先から）異なりますので、現地オリエンテーション

の指示にしたがってください。 
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（２） 参加費に含まれないもの 

 

A.  パスポート（旅券）の申請・更新料 

 

B.  ビザ（査証）の申請料 

 

C.  出発前の日本国内での交通費（事前オリエンテーションにかかる交通費、渡航の際の国際空港まで

の往復費用等） 

 

D.  派遣国との往復航空運賃 

 

E.  派遣国での滞在許可書申請料 

 

F.  派遣国での個人的な学習のために、各種の学校に入学したり、研修を受けたりするための費

用 

 

G. 衣料代など、その他個人的な出費（トラベルマンスの費用も個人的な出費になります） 

 

★参加費の基本的な考え方と使われ方 

 

1.  基本的な考え方 

 

A.  参加費は派遣先での滞在費ではない 

参加費の使われ方は、前項で説明した通りです。よって参加費が各国に送金され、派遣生がそれぞれ使用する

ということではありません。各国の ICYE の協力と信頼の下に、相互に交換した派遣生（交換生）がプログラムに

集中できる生活環境を整えるというのが ICYE の基本的な性格です。それは、物価や生活水準の異なった国の

間でも派遣生を交換できるようにするためです。 

 

B.  参加費の額は国によって異なる 

国によって経済の状況は異なり、物価も様々です。よって、ICYE プログラムの参加費は各国の ICYE で、その国

の経済状態によって決定されます。 

日本は世界の中でも、物価や経済力の高い国です。来日する交換生の生活を充分に保証するためには、日本

の高い物価に見合った費用が必要となります。更に ICYE ジャパンは、事務所を構え、そこにスタッフが常駐して

います。これらの事務所運営費等も負っているため、生活水準や物価が日本より低い国、また寄付金や助成金

などをより受けやすい国よりも、必然的に参加費が高くなります。 

 

C.  派遣国によって保証される内容に違いは無い 

参加費が異なるからといって、派遣国での保証内容が変わる訳ではありません。それぞれの国・社会の水準に

合わせた ICYE 連盟の基準の下で、最低限の生活の保証内容（ポケットマネー含む）が決められています。 



10 
 

２．参加費の使われ方 

 

A. 派遣生のための支出 

 ■現地費用 

  ・現地生活費、食費 

  ・派遣先国の派遣生サポート費用 

 ■本部費用 

・ ICYE 連盟登録費 

・ 派遣生登録費 

・ 国際事務所運営費/国際事務所人件費など連盟本部運営費 

・	海外旅行傷害保険料 

 ■国内関連費 

・事前オリエンテーション、報告会実施費用 

・その他会合など（例：リターニーとの交流イベント・説明会等） 

 

B. ＩＣＹＥジャパン運営費 

■事務局運営費 

・	派遣生募集・広報費用 

・	事務所諸経費（家賃、水道光熱費、事務用品費など） 

・	スタッフの人件費 

・	来日生受け入れにかかる費用 

 

 

 

５．プログラムのスケジュール 
 
＊プログラムの大原則は、全ての事柄において現地のＩＣＹＥ、活動先、滞在先の合意と指示に従って生活し活

動するということです。現地での活動や滞在について何か要望がありましたら、必ず現地のＩＣＹＥ、活動先、滞

在先に相談してください。 

＊下記の説明について：各国ＩＣＹＥによって多少の差や違いがありますので、以下の内容は参考として確認して

ください。詳細は各国ＩＣＹＥのナショナルプロファイルや現地でのオリエンテーションに従って下さい。 

（１） 事前準備 （４ヶ月前～２ヶ月前まで） 

 

◆ パスポート（旅券）の取得 

◆ ビザ（査証）の申請 

◆ 予防接種 

◆ 航空券の予約・購入 
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出発（８～９月 / 1～２月） 

 

◆Window Dates 

各国ＩＣＹＥは、その国に集まる派遣生が入国する指定期間≪Window Dates≫を設けています。現地のオリエン

テーションに間に合うために、この期間中に現地空港に到着するよう、渡航の日程を組んでください。 

◆Starting Date 

Window dates の後、各委員会のプログラム（到着時オリエンテーション）が正式に開始する日程です。 

 

（２） 派遣国到着後 （８～９月 / １～２月） 

 

◆オリエンテーション 

派遣国の ICYE や国や文化の紹介、年間スケジュー

ル、規則、活動プログラム、滞在先、注意事項など、

１年間過ごすために必要な様々な情報が説明されま

す。国よっては数日から２～３週間まで行います。 

また、派遣生もそれぞれの国の紹介をすることにな

っているケースもあります。日本の文化・食事・習慣・

服などの紹介に必要な道具を忘れずに持参してくだ

さい。 

 

◆語学研修 

国によって語学研修のあり方はそれぞれ違っています。オリエンテーションキャンプ中に、毎日数時間ずつ行う

場合もあれば、その後に集中的に行うこともあります。また、派遣生を一定の期間語学学校に通学させるところ

もあります。委員会によって決められた語学研修に関しては、派遣生は費用を負担する必要はありません。 

 

（３） 活動プログラム（オリエンテーション後～ファイナルエヴァリュエーションまで） 

◆滞在先 

ICYE プログラムの特徴の一つは、ボランティア活動に加え一般家庭にホームステイをしながら現地の文化や生

活習慣に触れ、また学ぶことです。家族の一員として生活を共にすることで、自然とその国の文化の中に溶け込

んでゆくことができます。 

なお、国・年度・派遣生の年齢・活動先の都合や要望により、ホームステイではなくボランティア先の施設に住み

込むこともあります。また、一年間同じ家族と住むことが基本ですが、数ヶ月ごとに移動する場合もありますし、

家庭ではなく派遣生同士で共同生活する場合もあります。いずれにしても、派遣生の希望ではなく、委員会もしく

は活動先が判断し、決まり次第派遣生に詳細が報告されます。 

◆ボランティア活動 

どの国でも、通学プログラム以外の派遣生は、社会福祉施設、平和・人権擁護団体、教育関係の施設などでの

ボランティア活動に携わることになります。その他にも、様々な活動のチャンスが提供されることもあります。どの

活動においても派遣生に求められることは、指示を待つのではなく自分ができることを積極的に見つけよう
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とする姿勢です。活動中、悩んでいることや問題だと思うこと、分からないことや難しいことなど、自分の中で溜

めず（また他の派遣生などと愚痴を言い合うだけではなく）、活動先のスタッフに相談してください。 

 

◆学校・通学 

どの国においても、プロジェクトとして提供されていない大学やその他の学校に入学・在籍することは、非常に困

難です。また、学校に限らず個人で特別な勉強をしたい場合には、必要費用は派遣生が負担しなければなりま

せん。（もともと通学プログラムに参加した派遣生は、学費を追加で支払う必要はありません。また、委員会が必

要手続きをお手伝いします。） 

 

◆ICYE キャンプ／カンファレンス 

ICYE では年に３回のキャンプ（もしくはカンファレンス）が行われます。 

①第 1 回が到着直後のオリエンテーション 

②第 2 回がプログラムの中間のミッドイヤー（もしくはミッドターム）、そして 

③第 3 回は帰国直前のファイナル･エヴァリュエーション（下部参照）です。 

到着直後のオリエンテーションでは、その派遣国の文化の特徴や ICYE プログラムに参加する上での注意事

項、ルールなどの説明、また同じ年度に集まった各国の派遣生同士が知り合うプログラムなどが組み込まれて

いたり、前述のように国によっては派遣生による文化紹介をする時間を設けられていたり、語学研修も最初のオ

リエンテーションにて泊りがけで行われたりします。基本的にこの時期は全ての説明が英語で行われます。 

ミッドイヤーカンファレンスでは、全国に散らばった派遣生が再び集まり、約半年の間体験した各自の生活や

その国の文化についての意見交換を行うための会です。参加は義務付けられていますので、体調を崩したりし

ないかぎり、毎回参加して下さい。また、予定が分かり次第、活動先・滞在先に事前に報告し、許可・承諾を得て

から参加するように気を付けてください。なお、委員会によってはこの３回の基本的な集まり以外にも、スキーキ

ャンプやバス旅行や定期的なイベントが催されます。気晴らしや他の派遣生との交流を深めるためにも、活動先

や滞在先に迷惑をかけない範囲で、可能な限り参加することをお勧めします。 

 

（４） 活動終了（ファイナル･エヴァリュエーション前後） 

◆ファイナル･エヴァリュエーション 

現地のＩＣＹＥと派遣生全員が３度目で最後に集まる機会です。ICYE 連盟共通のフォームにて、派遣生が各自で

反省・評価をします。今後のプログラムの改善などの参考となりますので、必ず記入・提出してください。この最

後の集まりを活動終了直後に行いますが、現地のＩＣＹＥによっては、トラベルマンス後に行う場合もあります。詳

細は現地のＩＣＹＥに確認してください。 

* 6 ヶ月プログラムの派遣生は、中間報告会がファイナル･エヴァリュエーションになります。 

 

◆トラベルマンス 

ファイナル･エヴァリュエーションの前後に、自由旅行期間があります。（一部の国では例外あり） ファイナル･エ

ヴァリュエーション前に与えられた場合は、必ずファイナル･エヴァリュエーションまでに戻ってください。ファイナ

ル･エヴァリュエーション後の場合は、ビザが切れる前に必ず出国してください。いずれの場合も、旅行に出る前

は現地委員会とジャパン両方に行き先・期間・連絡先を報告してから出かけてください。* 1 年プログラムの派遣

生には約 1 ヶ月、6 ヶ月プログラムの派遣生には約 2 週間がトラベルマンスとして与えられます。 
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（５） プログラム期間中の事項について 

 

▹	コンタクトパーソン 

多くの委員会は、派遣生にコンタクトパーソン（国よってコーワーカーco-worker、メンターmentor とも呼ばれます）

を紹介します。 

ほとんどのコーワーカー／メンターは、元 ICYE 派遣生です。現地の委員会の協力者として、また派遣生の先輩

として、頼りになります。彼らとも積極的にお話ください。しかし必ずしも紹介があるわけではありません。 

 

▹	ポケットマネー 

派遣生には毎月お小遣いが支給されます。金額や支給方法は委員会によって異なります。ナショナル･プロファ

イルに記載なれていなければ、現地オリエンテーションで説明されますので、必ず確認してください。 

金額の感覚の目安として、その国の高校生くらいの人のお小遣いだと理解して頂いて結構です。なお、委員会に

よっては活動先から支給される場合もあります。 

 

▹	旅行 

プログラム中の旅行はできるだけ控えて、トラベルマンス（上記参照）を利用するようにして下さい。それでも週末

など旅行に出かける場合は、現地委員会・滞在先・活動先に日程・行き先・連絡先を伝え、許可・承諾を得た上

で出発して下さい。 

 

▹	自己負担になるもの 

衣料品、トイレタリー、派遣生独自で決めた外食、遊び、旅行（トラベルマンスを含む）、保険でカバーされない治

療などが個人負担となります。 

 

▹	派遣先ＩＣＹＥとの連絡体制 

派遣先ＩＣＹＥとは、必ず連絡を取り続けるよう心がけてください。 

細かい問題や悩みはコンタクトパーソンに相談することになると思いますが、大きな問題など重要な事柄（例：活

動先や滞在先の変更をしたいと悩んでいる時）は自分で決断し進めるのではなく、派遣先ＩＣＹＥにまず相談して

ください。病気、怪我、事故、旅行などは必ずできるだけ早く報告してください。自分でできない場合は、滞在先や

活動先や知り合いに頼んでください。なお、現地委員会の派遣生に対する対応の仕方や結果や時間などが、派

遣生が期待するそれと異なることがあるかもしれません。毎年どの国でも「～委員会は何もやってくれない」とい

う意見は派遣生から出ます。しかし、本当に「何も」やってくれない委員会はありません。物事の依頼や申請の方

法が決められていて説明されたにも関わらず派遣生がその手順を踏まなかったり、派遣生が事前に確認してい

たら問題になっていなかったはずのことが起こったりと、必ずしも現地委員会に責任があるわけでもないことがあ

ります。ただし、万が一現地委員会に本当に問題があると思われる時は、ICYE ジャパンもしくは国際事務所に相

談してください。 

ナショナル･プロファイルをはじめ、このハンドブックや連盟共通の Guide for Exchangees を全て読み、現地での

オリエンテーションなどでの説明はしっかりと聞き、分かりにくいことや説明されていないと思われることは、分か

るまで積極的に確認してください。 



14 
 

 

▹	体調不良、病気、けが、事故などについて 

 旅行などの海外経験があっても、一人でボランティア活動をするために海外へ長期間渡航することは初めての

派遣生がほとんどだと思います。住み慣れていない異国の地では、衛生・食事・水・睡眠を大切にすることを基

本に、プログラム中はなるべく無理をせずゆっくりと現地の生活に慣れていってください。 

 プログラム中はオートバイや車の運転をはじめ、麻薬などの薬の乱用、ヒッチハイクなど、危険・違法であるこ

とは各ＩＣＹＥで注意および禁止されています。 

ただし、体調不良・病気・けが・事故などは、自分がいくら気を付けていても、どこにいても起こりうることです。万

が一のことが起きた時は、次の手順の通りに従ってください。 

 

 

 

 

 

＊目･歯･持病の治療などは、万全の準備をしてから出発するよう予定を立ててください！ 

その他 

大きな病気やケガをした場合は、滞在先・活動先の人に伝えるのは当然ですが、現地ＩＣＹＥにも状況を説明し、Ｉ

ＣＹＥジャパンに連絡するよう伝えて下さい（直接ＩＣＹＥジャパンに連絡をして頂いても構いません）。その際、ＩＣＹ

Ｅジャパンよりご家族・保護者に連絡してほしい場合は、お申し出ください。 

なお、現地での連絡方法（SNS・メール・電話）は事前に現地ＩＣＹＥと活動先の担当者に確認しておいて下さい。 

病気やけがの説明に困ったときを考え、治療の際は信頼できる現地の人（滞在先・活動先・ＩＣＹＥスタッフ）に同

行してもらい、また治療についての詳細は、かかった医者に代わりに説明をしてもらうか、書いてもらうといいと

思います。 

▹	災害などの緊急時連絡体制 

 事故同様、災害はいつ起こるか分からないことが多くあります。渡航の際も、派遣国に着いてからも、滞在先や

活動先では必ず緊急時には何を持ってどこへどう避難するか、自分で決めておくことをお勧めします。また、現

地ＩＣＹＥ・滞在先・活動先などで決まりがあれば、確認し覚えておきましょう。 

現地では、外国人であることを忘れないでください。次のものは必ず身に着けて（持って歩いて）ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）滞在先・活動先の人に知らせる 

２）治療・入院が必要の際は、現地ＩＣＹＥに報告し、ＩＣＹＥジャパンにも報告してもらうようお願いする。 

３）保険の手続きは、次の「保険について」の手順に従う 

・ パスポートのコピー 

- 氏名・署名・写真・旅券番号・有効期限が載っているページのコピー 

- ビザが押されているページのコピー 

* カラーコピーをお勧めします 

・ 滞在許可書のコピー 

・ 往復航空券のコピー 

・ ICYE Part ic ipat ion Card （６か月、１年間滞在の派遣生） 

・ 旅行保険の Insurance ID Card 

・ 現地 ICYE・滞在先・活動先・ＩＣＹＥジャパン・ご家族（保護者）・国際事務所の住所、電

話番号（それぞれの担当者の名前がローマ字で書いてあると便利です） 

・ 多少の現金（現地通貨；電話をかけたり、バス・タクシーが乗れるほどの金額） 
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緊急時の際は、まず身の安全を第一に行動してください。安全を確保した後、電話やメールなど可能な通信方

法で直ちに現地 ICYE に連絡し、ICYE ジャパンにすぐ状況を伝えるよう依頼してください。ジャパンよりご家族・保

護者に連絡します。（もちろん、派遣生から直接ご家族・保護者にご連絡していただいても構いませんが、必ずジ

ャパンにもご連絡ください。） 

その後、状況が変わったり落ち着いたり解決した際も、現地ＩＣＹＥに報告して、ICYE ジャパンに伝えるようお願い

してください。ＩＣＹＥジャパンよりご家族・保護者に近況報告をします。 

 

▹	滞在先について 

滞在先がホストファミリーになる場合も、住み込みになる場合も、以下のことに気を付けてください。 

 

＊ 家庭・施設のルール 

どこの家族や施設にも独自の「ルール」というものがあります。これは必ずしも紙に書いてあるわけではありませ

んし家族としてはそれがルールであるという認識を持っている場合のほうが稀ではありますが、それぞれの家

庭・施設の“やり方考え方”というものがあります。派遣生自身がこれまで育った環境で「あたりまえ」なことが同じ

日本でも他の人から見ればそうでもないのと同様に、ホストファミリーや施設スタッフと暮らすことに当たってご自

分の家族との違いに驚いてしまうことがあるかもしれません。 

異なる歴史や文化や習慣や価値観を持つ家庭や施設に入って生活するわけですから、はじめは驚いたり分か

らなかったりして当然です。しかし、分からないこと（もしくは知らないこと）をそのままにしておいたり、家族・施設

側から言ってくれるのを待っていたり、あるいは自分で良いと思うように生活していると、様々な誤解を生むこと

になります。最初に、基本的なルールを積極的に確認しておきましょう。 

食事（料理・食べ方・時間）、起床・消灯時間、帰宅時間、炊事洗濯などの家事、電話の使い方、風呂の使い方、

外出時の報告・報告方法、友人の招待などその国や社会独自のやり方だけではなく、その家族・施設のルー

ルも積極的に学ぶ姿勢が大切です！ 

 

＊ 家族・施設スタッフとのコミュニケーション 

①滞在先の人は、何故あなたを受け入れてくれたのでしょうか。お互いの文化を分かち合おうと思ったからでしょ

う。お互いに、ボランティア精神を大切にしなければ、成り立たちません。特にホストファミリーには、ボラン

ティアで受け入れてくれることに対して感謝の気持ちを忘れないで下さい。 

 

②派遣生は、「お客様」として滞在するわけではないのです。家族や施設の一員としての役割を進んで知り、担う

努力を惜しまないで下さい。 

 

③当たり前のことですが、ホストファミリー・施設での生活習慣は、長年一緒に暮らしてきた自分の家族とは違う

ことを忘れないでください。一緒に暮らした年数だけでなく、文化や言葉の違いもあります。様々な違いを知り、

適応できることは適応し、どうしても馴染めないことはホストファミリー・施設に相談してください。 

 

④悩み事や問題がある時、黙っていてはだれも助けることはできません。あらゆる方法や機会を駆使して、家

族・施設スタッフとコミュニケーションを取る努力をしましょう。困ったことや「こうして欲しい」と思うことなど、ホスト

ファミリー・施設スタッフに対して伝えたいことは、「苦情」や「文句」としてではなく、相談として積極的に向き合っ
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てください。 

 

＊ 起きやすい問題、気をつけること 

長期間一つの場所に生活するということは、たくさんのことを見て、聞いて、感じて、考えて、知ることができます。

同様に、様々なことが起こりえることも十分に把握してください。以下は気を付ける必要のあることの一例です。 

 

   ①お金や私物に関するトラブル 

滞在先の中でも派遣生の中でも、最も問題になりやすいことの一つです。決して普段日本で生活している時と同

じような感覚をではなく自分お当たり前は通じない環境だということを常に意識して行動してください。 

・	滞在中かかる（食事と宿泊以外の物や行事の）費用を、全て出してもらえる（もらおう）としないこと。 

・	細かい日用品（シャンプー、石鹸、洗剤など）に関しては、家族・施設ごとに考え方が違いますので、自分

のものを準備するべきかどうかは初めのうちに話し合って決めてください。 

・	多額のお金を持参したり、日本から送金してもらったりしないで下さい。 

・	その国の、自分と同じ位の年齢の青年に比べて、あまりにも高価なものを持っていたり買ったりするのは

控えるほうが良いでしょう。 

 

②家庭の習慣・ルールとの衝突 

習慣、価値観、物事のやり方など、長く生活するほどホストファミリーとの間にたくさんの違いが出てきます。その

ような中で自分のホストファミリーに対する不満などは本当に「ホストファミリーの問題」なのか、それとも自分の

ワガママなのか、分からなくなるともあるでしょう。そのような時、「本当の問題」はどこにあるのか（何なのか）、

家族とはどうあるべきか、解決のためにホストファミリーと派遣生それぞれの責任は何か、ということをまず整理

して考えることが大切です。問題を明らかにしていくということは、問題解決の第一歩です。 

次に、ホストファミリーと話し合う姿勢を持ってください。しかしそれは大変な作業ですし、「ぶつかり合う」ことはで

きれば避けたいと感じるかもしれません。また、相手もその文化や性格によっては同じような感覚を持っている

かもしれません。でも、お互いに逃げたり安易な解決を探したりするのではなく、正面から取り組んで下さい。言

葉の問題や特にデリケートな問題である時はコンタクトパーソンなどに相談して、席を設けてもらいましょう。 

 

③ICYE プログラムに参加した意味・目的を見失う 

 派遣生の中には、時には何故 ICYE プログラムに参加し、その国に派遣されたのか忘れてしまったり、自分の

目的を見失ってしまったりすることがあります。全く異なる環境の中で生活するわけですから、当然のことです。

そのためにも、十分に意識をもって出発し、現地で活動する必要があります。 

また、「これだけの参加費を払ったのだから、これだけのモノを与えられたり要求したりしても当然」という考えは、

多くの派遣生が毎年どこの国に行っても持つ考え方です。しかし、これは ICYE プログラムの意義と異なります。

ICYE の参加費制度について振り返って、ICYE プログラムで得られる経験を「代価」で換算せず、できるだけ有意

義に過ごしてください。なぜあなたはボランティアに参加しようと思ったのですか？ 
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（６）帰国直前について 

 

 

出国・帰国の準備 

帰国の予定は早めに立てて、帰国の半年前にはビザの有効期限を確認した上で航空券の予約を入れてくださ

い。そのためには、ファイナル･エヴァリュエーションキャンプの日程、活動先での最後の日程、滞在先での最後

の日程、トラベルマンスの大まかなスケジュール（帰国時期や方法を変更する場合は Individual Return Travel の

書類手続きを帰国の３ヶ月前までに済ませる）、現地の入国管理局や警察への滞在許可書・出国報告等の手続

き、帰国に関わる情報などを始める必要があります。なお、帰国便は各自で予約してください。 

次の事に十分に注意して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

活動先での最後の日程、滞在先での最後の日程、トラベルマンスのスケジュール、帰国に関わる情報（出国の

日時・便名、経由先、帰国の日時・便名）が分かり次第、現地ＩＣＹＥとジャパン両方にお知らせください。 

 

出国・帰国直前 

 

最終的に予定に変更がないか確認し（あれば現地ＩＣＹＥとジャパンに連絡）、ご出発前にはお世話になった方々

に挨拶をして、出国してください。荷物の重量オーバーや違法な物の持ち出しは必ず避けてください！ 

 

 

 

（７） 日本帰国後について 

 

ICYE とのかかわり 

ICYE はボランティアを海外に派遣するだけではなく、国内でもボランティアに支えられています。様々な人々が

様々な形で ICYE に関わり、支えてくれています。 

ジャパンは特に帰国生（リターニー）がその活動の非常に大切な部分を担ってくださっています。またリターニー

以外にも様々な方々にお手伝いをいただいています。 

皆さんも帰国後は、次に海外へ行く派遣生や各国から日本に来る来日生たちのために、様々な形でぜひこの

ICYE の輪に加わり、ICYE の活動に関わり続けてください。ICYE 派遣生としての経験を生かし、また別の ICYE 活

動の意味を発見していただけるはずです！ 

 

① ファイナル･エヴァリュエーションキャンプには必ず出席すること。 

② 参加誓約書にも署名していただいたように、1 年プログラムの場合は一年間で、半年プロ

グラムの場合は半年で、必ず帰国すること。それ以上滞在すると、ビザなど法律の問題に発展

し、現地ＩＣＹＥに大変な迷惑を掛けることになります。 

③ 帰国後、９月に予定されている「帰国生報告会」に必ず出席すること。また、期日までに『帰

国生報告書』をご提出ください。 
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これまでのリターニーが担ってくださった役目の一例： 

◆後輩たちへの情報提供やアドバイス 

◆派遣生オリエンテーションや ICYE イベントのへの参加・幹事などのサポート 

◆ＩＣＹＥジャパンの事務作業のサポート（ニュースレター発行､名簿作成､書類発送等） 

◆来日生のコンタクトパーソン 

◆来日生のキャンプ／カンファレンスでのサポート 

◆その他「地方ごとの拠点づくり」に関するサポート 

 

★ICYE 事務局連絡用 LINE★↓↓ 

一緒に ICYE ジャパンを盛り上げる仲間を募集中です！ 

事務局 LINE にご連絡お待ちしております♪ 

 

 

 


