
ICYEジャパン 23年春季国際ボランティア募集要項

プログラム名

時　　期

期　　間

活動地

活動内容

現地受入団体

活動人数

滞在先

参加対象

派遣国 週間 費用 追加１週間
アルゼンチン、ペルー、インド、ネパール、インドネシア

モロッコ
 ¥     200,000  ¥       20,000

フィリピン、ベトナム、コスタリカ、ホンジュラス
ウガンダ、モザンビーク

220,000¥       ¥       22,000

アイスランド、イタリア、ポーランド、タンザニア 250,000¥       ¥       24,000

保　　　険

事前研修

申込〆切
Webページ

ICYE指定の保険に加入

ICYE出発前オリエンテーション
日程：2023年1月後半頃　　　※詳細は申し込み後にご連絡いたします。
原則希望開始日の２ヶ月前まで
https://www.icye-japan.com/program/icye-short-term-program/

４週間

原則１活動先につき１名ボランティア
（他国からのボランティアと活動先を共にする場合もあります）

ホームステイ・住み込み・ボランティア寮

全学部・全学年

費　　　用 【参加費用に含まれるもの】
手続き代行料・事務諸経費・渡航前オリエンテーション参加費・空港ピックアップ・現地での活動
費/食費/交通費・移動費・ICYEジャパン/現地スタッフによるサポート

【参加費用に含まれないもの】
往復航空運賃、燃油特別付加運賃等・パスポート/ビザ取得費用・海外旅行保険・予防接種費
用・日本国内の交通費休日の外出など、現地での個人的性質の諸費用・帰りの空港までの費
用

現地受入団体は、International Cultural Youth Exchange Federation (ICYE連盟)のメンバーとし
て活動する各国の団体です。ICYE連盟は1949年第二次世界大戦後の国際理解・平和の再構
築を願いアメリカとドイツの間あで青年交換を開始したことから創設された異文化交流、異文化
理解、平和を推進する国際的NGOのネットワークです。

中期（４週間〜）STePs

法政大学春季休業期間　（２０２３年２月３日（金）～　３月３１日（金））

平日到着で期間自由に設定（４週間以上）

アジア・アフリカ・中南米・欧州19カ国

活動先は３００箇所以上。多様な活動先から自分の興味・関心に合うもの、深めたい分野を選
択（教育・環境・保健・福祉・人権・オフィスなど）それぞれの活動先でご自身の得意分野、できる
ことを活かし活動を行います。それぞれの活動分野の詳細はWebサイト参照



ICYEジャパン 23年春季国際ボランティア募集要項

プログラム名

時　　期

期　　間

活動地

活動内容

現地受入団体

活動人数

滞在先

参加対象

週間 費用
４週間  ¥        150,000
１週間追加ごとに  ¥          18,000

保　　　険

事前研修

申込〆切
Webページ

ICYE指定の保険に加入

ICYE出発前オリエンテーション
日程：2023年1月後半頃　　　※詳細は申し込み後にご連絡いたします。
原則希望開始日の２ヶ月前まで
https://www.icye-japan.com/latinamerica_campaign/

原則１活動先につき１名ボランティア
（他国からのボランティアと活動先を共にする場合もあります）

ホームステイ・住み込み・ボランティア寮

全学部・全学年

費　　　用

【参加費用に含まれるもの】
手続き代行料・事務諸経費・渡航前オリエンテーション参加費・空港ピックアップ・現地での活動
費/食費/交通費・移動費・ICYEジャパン/現地スタッフによるサポート

【参加費用に含まれないもの】
往復航空運賃、燃油特別付加運賃等・パスポート/ビザ取得費用・海外旅行保険・予防接種費
用・日本国内の交通費休日の外出など、現地での個人的性質の諸費用・帰りの空港までの費
用

中南米アンバサダーキャンペーン

法政大学春季休業期間　（２０２３年２月３日（金）～　３月３１日（金））

平日到着で期間自由に設定（４週間以上）

エクアドル・ブラジル

豊かな自然が広がる中南米での環境関連の活動では、動植物の保護活動、サステイナブルな
農業の実践教育などの活動に携わります。教育・人権関連の活動分野では、女性・先住民・移
民/難民・LGBTQ+などマイノリティの社会進出を後押しする活動に携わります。

現地受入団体は、International Cultural Youth Exchange Federation (ICYE連盟)のメンバーとし
て活動する各国の団体です。ICYE連盟は1949年第二次世界大戦後の国際理解・平和の再構
築を願いアメリカとドイツの間あで青年交換を開始したことから創設された異文化交流、異文化
理解、平和を推進する国際的NGOのネットワークです。
エクドル：VASE Foundation (Volunteering for Social Assistance of Ecuador)
ブラジル：Associação Brasileira de Intercâmbio Cultural



ICYEジャパン 23年春季国際ボランティア募集要項

プログラム名

時　　期

期　　間

活動地

活動内容

現地受入団体

活動人数

滞在先

参加対象

週間 費用
1プロジェクト  ¥       60,000

保　　　険

事前研修

申込〆切
Webページ

ICYE指定の保険に加入

ICYE出発前オリエンテーション
日程：2023年1月後半頃　　　※詳細は申し込み後にご連絡いたします。

プログラム開始日の4週間前まで
https://www.icye-japan.com/program/international-work-camp/

チーム構成：色々な国のボランティア（2-3名のグループから、20名以上など規模は様々。 性
別・国籍のバランスはプロジェクトにより異なる
キャンプリーダー：1～2名（現地受入団体でトレーニングを受けたボランティア）

ユースセンター・学校・公民館などの公共施設、ゲストハウスなど
Webサイトにて各プロジェクトの詳細を確認して下さい。

全学部・全学年

費　　　用

【参加費用に含まれるもの】
手続き代行料・事務諸経費・渡航前オリエンテーション参加費・プロジェクト活動費・滞在費・
食費・プロジェクト期間中の移動費

【参加費用に含まれないもの】
往復航空運賃、燃油特別付加運賃等・海外旅行保険・日本出国前のPCR検査・証明書発行
料・パスポート/ビザ取得等の渡航手続き関係諸費用・プロジェクト開始前、終了後の費用
（Meeting Pointまでの交通費、解散後の交通費は自己負担）・休日の外出など、現地での個
人的性質の諸費用

国際ワークキャンプ

法政大学春季休業期間　（２０２３年２月３日（金）～　３月３１日（金））

各プロジェクト指定期間

アイスランド・カンボジア

異文化理解・国際平和・地域貢献のためのプロジェクトグループ型ボランティア。メキシコでウ
ミガメの保護活動、カンボジアでマングローブの保全・地域コミュニティと交流・教育アクティビ
ティ、アイスランドで環境問題について学び、オーロラハンティング

国際ワークキャンプの現地受入団体は、Alliance of European Voluntary Service
Organsationsのメンバーまたはパートナーとして活動する各国の団体です。1982年にヨーロッ
パの団体が中心となり設立した、異文化交流、異文化理解、平和を推進する国際的NGOの
ネットワークです。現在では世界約30か国、約50の団体によって構成されています。各国の
団体は、毎年様々なボランティアプロジェクトを企画・運営し、パートナーシップを組む団体間
で相互に派遣・受入を行っています。



ICYEジャパン 23年春季国際ボランティア募集要項

プログラム名

時　　期

期　　間

活動地

活動内容

活動人数

滞在先

参加対象

滞在形式 週間 費用
３週間  ¥     185,000
４週間  ¥     195,000

保　　　険

事前研修

申込〆切

Webページ

ICYE指定の保険に加入

ICYE出発前オリエンテーション
日程：2023年1月後半頃　　　※詳細は申し込み後にご連絡いたします。
プログラム開始日の10週間前まで

https://www.icye-japan.com/program/indonesia-japanese-teaching/

原則一つの活動先につき１名のボランティア（一部の大学は2名派遣の場合あり。）

ホームステイ（日本語教師または日本語を学ぶ生徒・学生の家庭）

全学部・全学年

費　　　用

ホームステイ

【参加費用に含まれるもの】
手続き代行料・事務諸経費・渡航前オリエンテーション参加費・現地オリエンテーション参加費・
プログラム期間中の滞在費・プログラム期間中の食費・ボランティア参加費・シングルビザ（e-
VISA)申請代金
【参加費用に含まれないもの】
往復航空運賃・燃油特別付加運賃など・空港税・出国税これに類する諸税/料金・海外旅行保
険料（ただしICYE指定の保険に加入必要）・パスポート取得や査証（ビザ）申請書類取得など費
用・プログラム期間内休日の外出時の諸経費・空港送迎費（オプションで手配可能）・チップ・電
話代・現地での個人的性質の諸経費など、およびそれに伴う税/サービス料
【オプション料金】
空港迎え&前泊 +6,000円     後泊&空港送り +6,000円
前泊&後泊&空港迎え&送り +12,000円

インドネシア日本語教育

法政大学春季休業期間　（２０２３年２月３日（金）～　３月３１日（金））

到着（開始日）毎週月曜日　３週間・４週間から選択

インドネシア/スマラン

【幼稚園/小学校】
学校内で日本の文化を子ども達に紹介します。子どもたちのお世話をしたり、日本文化を紹介
するためのアクティビティ（折り紙、絵、ゲーム、音楽、スポーツ、ダンスなど）を考え、準備して実
施する。
【高校/日本語学校（専門学校）/大学】
日本語の授業でアシスタント教師としての活動。日本文化の紹介、放課後や自由時間における
生徒/日本語教師との交流
※教育省の指示により急遽授業のスケジュールが変わることがあり、それに伴い日本語の授業
が開催されない際は、代替活動になる場合あり

現地受入団体

Dejavato Foundation
インドネシア人権省に登録された団体2005年に設立され、以来、さまざまな分野でインドネシア
人および海外からの青年に国際的なボランティア活動を紹介してきました。これらのプログラム
は、人々に個人的、対人的、異文化的な学習プロセスや国際的な理解をもたらすものです。

ボランティア活動をすることで、新しい文化に浸り、コンフォートゾーンから抜け出し、チャレンジ
し、経験を積み、世界中の新しいことを学ぶことをプログラムの目的としています。一緒にチャレ
ンジしましょう！



ICYEジャパン 23年春季国際ボランティア募集要項

プログラム名

時　　期

期　　間

活動地

活動内容

活動人数

滞在先

参加対象

滞在形式 週間 費用
２週間  ¥     271,000
３週間  ¥     320,000
４週間  ¥     400,000

保　　　険

事前研修

申込〆切

Webページ

希望開始日の28日前まで
https://www.icye-japan.com/program/sanfrancisco-

lowincomesupport-education-welfare-program/

ホームステイ

【参加費用に含まれるもの】
手続き代行料・事務諸経費・渡航前オリエンテーション運営・参加費・日本人現地コーディネーター
による空港出迎え費・現地生活オリエンテーション・研修費・ボランティア初日同行費用・プログラム
期間中の宿泊費・プログラム期間中の食事代 1日2食（朝食・夕食）分・日本語での現地スタッフサ
ポート費用・ボランティア参加/活動費用・学童で子どもたちの活動支援（週1回）・ボランティア仲間
との交流会・サンフランシスコ州立大学訪問 留学アドバイザーによるセミナー(*1)・シリコンバレーで
働く社会人との交流会(*2)・プログラム修了書発行費用　※2週間の場合、*1 *2どちらか1回

ICYE出発前オリエンテーション
日程：2023年1月後半頃　　　※詳細は申し込み後にご連絡いたします。

ICYE指定の保険に加入

【参加費用に含まれないもの】
往復航空運賃、燃油特別付加運賃等・パスポート取得・ESTA登録費用・往復航空運賃、燃油特別
付加運賃等・パスポート取得・ESTA登録費用・海外旅行保険・プログラム期間中の夕食以外の食
事代・滞在先とボランティア活動先間の移動交通費・休日の外出など、現地での個人的性質の諸費
用・帰りの空港送迎費用

サンフランシスコ低所得者支援

法政大学春季休業期間　（２０２３年２月３日（金）～　３月３１日（金））

到着（開始日）毎週日曜日　２週間・３週間・４週間から選択

アメリカ/サンフランシスコ

【低所得者支援】 Salvation Army(NPO団体), Glide Memorial(教会), SF Marin Food Bank、学童の4
か所で低所得市民の生活サポート。寄付される物資の選別・配給、食事の配膳作業。アメリカの格
差問題やホームレス支援制度に興味のある方に向いています。

費　　　用

【低所得者支援】日本からのボランティア参加者（1名〜最大10名程度）＋サンフランシスコ市民ボラ
ンティアグループ（子供〜シリコンバレー勤務の大人など様々）

現地受入団体

Educational Planning Inc. USA (EPI)

2001年から20年以上にわたり、サンフランシスコで短期留学/研修のアレンジを行っている日本人
エージェントです。大学生を中心に、中学生、高校生、社会人含めこれまでに4000人以上の研修/
交流のアレンジを行っています。

ホームステイ（個室または他のボランティアとシェアルーム）

全学部・全学年



ICYEジャパン 23年春季国際ボランティア募集要項

プログラム名

時　　期

期　　間

活動地

活動内容

活動人数

滞在先

参加対象

滞在形式 週間 費用
２週間  ¥        175,000
３週間  ¥        185,000
４週間  ¥        195,000

保　　　険

事前研修

申込〆切

Webページ

ICYE指定の保険に加入

ICYE出発前オリエンテーション
日程：2023年1月後半頃　　　※詳細は申し込み後にご連絡いたします。

各施設1-10名のボランティア
※多くの場合、他国からのボランティアと共に活動しますが、春は日本をはじめアジアからの
参加者が多い傾向にあります

プログラム開始日の8週間前まで
https://www.icye-japan.com/program/vietnam-child-welfare/

ボランティアハウス（相部屋・男女別）

全学部・全学年

費　　　用

ボランティアハウス

【参加費用に含まれるもの】
手続き代行料・事務諸経費・渡航前オリエンテーション参加費・ハノイ空港でのピックアップ費
用・現地オリエンテーション費・ベトナム語レッスン/シティツアー・プログラム期間中の寮滞在
費・プログラム期間中の食費（1日３食）・ボランティア参加費

【参加費用に含まれないもの】
往復航空運賃・燃油特別付加運賃など空港税・出国税・これに類する諸税/料金・海外旅行
保険料・ビザ招聘状発行手数料5000円（30日以上の場合）・パスポート取得やビザ取得など
渡航手続きの費用（25USD 30日以内の場合）・活動施設への交通費（通常バスで通います）・
プログラム期間内中の外出時の諸経費など個人的性質の諸費用およびそれに伴う税/サー
ビス料

ベトナム児童福祉

法政大学春季休業期間　（２０２３年２月３日（金）～　３月３１日（金））

到着（開始日）毎週水曜日　２週間・３週間・４週間から選択

ベトナム/ハノイ

児童福祉施設にて、心身に障がいを持つ子ども達の世話・日常生活の補助・遊び/スポーツ
などのアクティビティの企画/実行、施設の清掃・修繕。施設の食材を育てている隣接の農場
での農作業。様々な障がいをもった子どもたちと一緒に楽しむことが好きな方に向いています

現地受入団体

Volunteers for Peace Vietnam (VPV)  事務所：ハノイ

平和と友好を生み出す人々の文化的・教育的交流の手段として、また、社会問題に取り組む
アプローチとして、ボランティア活動を推進することを目的に2005年に設立された非営利の団
体です。これまでに、５０００名以上のボランティアを約３０カ国から受け入れてきました。VPV
のビジョンは、”すべての人々が相互尊重のもとに共に生き、可能性を最大限に伸ばす平等
な機会を持ち、環境を尊重する平和な世界を実現すること”です。


