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1. 趣旨 ボランティアプログラムを通じて、多種多様な文化の中で生きる力を養い、豊かな国際感

覚を身につけることを目的とします。 

2. 説明会 春季は以下 3回行います。すべて同じ内容です。本プログラムを運営している CIEE の担当

の方から説明があります。（11 月 11 日更新） 

① 11 月 11 日（月）12：10～12：40＠YCU スクエア 1F ピオニーホール 

② 11 月 19 日（火）12：10～12：40＠YCU スクエア 1F ピオニーホール 

③ 12 月 5 日 （木）12：10～12：40＠YCU スクエア 2F Y204 教室 

3. 派遣先 ヨーロッパ、北中米、アジア、オセアニアの約 35 か国（11 月 11 日更新） 

※プログラムによって異なります。 

4.プログラム

の魅力 

国際ボランティアは、夏休み・春休み期間中の 1～4 週間、世界約 35 ヶ国、約 800 にわた

るプログラムから、自分の希望するものを選択します。活動内容は、建物の修復、社会福

祉、環境保護、動物保護、現地の子どもたちとの交流など多岐にわたります。滞在形態は、

様々な国の参加者と共同生活を送るワークキャンプや、現地の家庭でのホームステイなど、

プログラムによって異なります。同じ目的に向かって海外の友人と協力してボランティア

活動を行うと共に、共同生活やホームステイをしながら自国の紹介や他国について知るこ

とで国籍、年齢、性別を超えた交流を深め、異なる考え方や価値観を共有することを実際

に体験します。 

5. 期間 1 週間～4週間  

① 夏季：本学夏季休業期間（2019 年 8 月 6日～9月 21 日）（11 月 11 日更新） 

② 春季：本学春季休業期間（2020 年 2 月 2日～4月 5日）（11 月 11 日更新） 

※出発日・帰国日も休業期間内に設定する必要があります。 

※プログラムにより異なります。 

※1週間未満のプログラムに参加する場合には、本学の「国際ボランティアプログラム」と

しては認められません。 

※プログラム期間が Practical English のスコア申請期間に重複した場合、日程重複によ

るスコア申請期間の配慮はありません。スコア申請をする可能性がある学生は、申請期間

を考慮しプログラム申込みをしてください。 

6.実習内容 環境保護・動物保護、子どもたちとの交流、社会福祉、芸術、農業、歴史・史跡、教育関

係等。 

7．応募資格 全学生（ただし、単位申請は学部生のみ） 

8．必要経費 

 

プログラムによって異なるため、CIEE のウェブサイトを参照してください。 

【例】国際ボランティアプロジェクトの場合 ※本学は CIEE メンバー校となります。 

1 プロジェクト：44,000 円／2プロジェクト：61,000 円（11 月 11 日更新） 

参加費用に含まれるもの 

    ・CIEE 手続き代行料及び事務所経費 

    ・プロジェクト参加費用 

    ・プロジェクト期間中の現地滞在費・食費 

 

    ・海外用レンタル携帯電話（ピクセルワイアレス）初期設定費用、レンタル料金
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（4月 22 日更新） 

海外旅行保険、旅費は別途かかります。海外旅行保険は、CIEE が指定するものにご加入い

ただきます。 

9．補助金等 （１）横浜市立大学からの補助金支給…指定都市・甲：3万円/乙・丙：1万 5千円 

 ※予算の関係で減額、支給されない場合があります。 

（２）横浜市立大学後援会からの助成金支給…指定都市・甲：3万円/乙・丙：1万 5千円 

  （但し、保護者が後援会に加入している場合のみ） 

※（１）、（２）とも事後支給となります。 

※一度に 2 つ以上のプロジェクトに参加した場合には、補助額が大きい方の地域でのプ

ロジェクトが支給対象となります。 

※【重要】（１）の補助金の支給は、以下要件を満たすことを条件とします。 

（A）事前オリエンテーション、危機管理セミナーに参加すること 

（B）指定の通りに手続きを行い、事前提出書類、帰国後の報告書等、指定された書類を遅

滞なく提出すること（詳細は別途案内） 

＜地域区分＞ 

指定都市 シンガポール、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンド

ン、モスクワ、パリ、アブダビ、ジッダ、クウェート、リヤド、アビジャン 

甲地方 北米地域、欧州地域、中近東地域のうち、指定都市以外の地域で、アゼルバイジャン、アルバニア、

アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キルギス、グルジア、クロ

アチア、スロバキア、スロベニア、タジキスタン、チェコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガ

リア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルチェゴビナ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、

モルドバ、セルビア・モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア及びロシアを除いた地域 

乙地方 指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域（本邦を除く）、例えばロシア等の東ヨーロッパ諸国、

インドシナ半島の諸国（シンガポール、タイ、ミャンマー及びマレーシア）インドネシア、大韓民国、

東ティモール、フィリピン、ボルネオ、香港、オーストラリア、ニュージーランド、ポリネシア・ミ

クロネシア・メラネシア海域にある島しょ等 

丙地方 アジア地域（本邦を除く）、中南米地域、アフリカ地域、南極地域のうち、指定都市以外の地域で、イ

ンドシナ半島（シンガポール、タイ、ミャンマー及びマレーシアを含む）、インドネシア、大韓民国、

東ティモール、フィリピン、ボルネオ、香港並びにそれらの周辺の島しょを除いた地域 
 

10．応募の流れ 

 

CIEE 及び大学の両方で手続きする必要があります。 

【CIEE での手続き】 

(1)申込 CIEE のウェブサイトにてプログラムを検索し申し込みを行う。 

CIEE のウェブサイト： https://www.cieej.or.jp/exchange/ 

(2)手続き ウェブサイトから申し込み後 7 営業日以内に参加費用の支払い他、プログ

ラムにより必要な手続きを行う。 

※手続きの詳細は CIEE のウェブサイトを参照 

※入金の確認および CIEE での参加同意書の受領をもって、申し込み完了と

なる。 

(3) ①参加決定通知の受領 

②渡航前準備（航空券・査証（ビザ・必要な場合）手配等） 
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(4) 参加決定通知に同封の案内に従って、以下の手続きを行う。 

①海外旅行保険加入手続き 

※保険プランは、必ず「最低補償額（治療・救援）」は無制限に加入してく

ださい。CIEE から推奨される保険の中には、（治療・救援）が無制限では

ないものがありますので、注意してください。 

②同意書、渡航情報記入シートを CIEE に送付 

(5) 最終案内の受領 

※すべての手続きが完了した方に、現地団体より連絡が入り次第、郵送ま

たはメールにて順次発送される。 

 

【大学での手続き】 

(1) 参加承認通知書及び必要書類をメールで受領。 

（CIEE での手続き(2)が完了すると、CIEE から大学に連絡が入ります。そ

の情報をもとに大学が通知書を作成します。） 

(2) 参加承認通知書の案内に従って、以下の書類を準備し、手続きを行う。 

書類は準備ができ次第、その都度提出する。①以外はメールでの提出可。 

①保証人と連名の誓約書 ※要捺印。必ず保証人直筆の署名をもらうこと。 

②パスポート（顔写真のあるページ）のコピー ※ A4 にて印刷すること 

③航空券予約を証明するもののコピー（本人、氏名加入内容がわかるもの） 

④海外旅行保険加入書のコピー（本人氏名、加入内容がわかるもの） 

※保険プランは、必ず「最低補償額（治療・救援）」は無制限に加入してください。 

⑤国際ボランティア日程表（指定様式） 

⑥緊急時の連絡の流れ 

⑦CIEE からの最終のお知らせ 

(3) オリエンテーション・危機管理セミナーに出席 

(4) 現地到着後、到着確認の連絡をする 

(5) 日本帰国後、グローバル推進室に帰国報告の連絡をする 

(6) 報告書を提出する 

(7) CIEE へプログラム修了証の発行を依頼する（履修登録をする学生のみ） 

(8) 補助金等の手続きを行う 

(9) 履修登録手続きを行う（希望者のみ） 
 

11．応募締切 CIEE での応募手続きの締切となります。 

① 夏季：2019 年 6 月 30 日（日）（11 月 11 日更新） 

② 春季：2020 年 1 月 4 日（土） 

12．危機管理セ

ミナー及び

オリエンテ

ーション 

① 夏季：日時：2019 年 7 月 9日（火）18：00～19：30 

場所：シーガルホール（11 月 11 日更新） 

② 春季：日時：2020 年 1 月 15 日（水）18：00～19：30 

場所：シーガルホール 

※アルバイトやサークル等、自己都合による不参加は認められません。予め日程調整をし、

必ず参加してください。 
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※危機管理セミナー後にオリエンテーションを行います。 

13．帰国後 

       の活動 

帰国後は、報告書等の提出、在学生向けの説明会、オリエンテーションなどへ参加すると

ともに、広報活動に協力してください。 

14．単位 単位の付与については、プログラムに参加するだけでなく、必要な事前・事後研修の受講

及び書類の提出物をもって総合的に判断されます。履修については、履修ガイドを十分に

確認してください。 

(1)対象者：学部生 

(2)科目名： 

実践科目「アクティブ・プランニング実習」  

→国際総合科学部、データサイエンス学部、医学部 

実践科目「短期海外研修（夏季）」または「短期海外研修（冬季・春季）」 

 →国際教養学部、国際商学部、理学部 

 →単位認定申請 

※単位申請は、学部によって異なります。履修ガイドを確認の上、手続きを行ってくださ

い。 

(3)単位数：１単位 

(4)履修申請の時期：①夏季：参加年度の後期 ②春季：次年度の前期 

 ※4 年生で春季のプログラムに参加する場合には、履修申請はできません。 

(5)履修申請方法：履修登録期間内に、他の科目と一緒に Web 登録する。 

※単位の申請にあたっては、CIEE からプログラム修了の認定証を発行してもらう必要があ

ります。プログラム終了後、各自で CIEE までお問い合わせください。（自動的には発行さ

れません。） 

15．注意事項 （１）フライトについて 

・派遣国への出発日及び帰国日は夏季休業期間あるいは春季休業期間とし、実習開始日及

び終了日を含まない前後 1週間の範囲としてください。 

・CIEE からのフライト指定がない場合には、現地空港到着及び出発は 20 時以前となるフラ

イトを利用してください。また早朝発着のフライトは避けてください。 

・プログラム開始前及び終了後の派遣国以外への入国は禁止です。ただし、乗り継ぎで必

要な場合は、1泊までとなります。 

・現地の情勢によって、派遣中止や前後 1 週間の渡航を禁止する場合がありますので、ご

了承ください。 

（２）海外旅行保険について 

保険プランは、必ず「最低補償額（治療・救援）」は無制限に加入してください。 

（３）YCU メールについて 

 大学からの連絡は、YCU メールに送りますので、必ず、こまめに YCU メールを確認する、

あるいは、よく使うメールに転送設定をするようにしてください。 

16．問い合わせ グローバル推進室 国際ボランティア担当 

メール： i_vol@yokohama-cu.ac.jp ／ 電話：045－787－2027 


