
第 23回道産子高校生ロサンゼルス･ホームステイ･プログラム募集要項 

１. 趣 旨 多様化する国際社会の中、意欲あふれる若い道産子を自由の国アメリ

カへ招待し、米国人家庭でのホームステイや異国で活躍する同郷の

人々との交流を通じて、国際的な広い視野を育むとともに愛郷心を高

め、将来の北海道のリーダーを育成することを目的とする。 

２. 主 催 南加道産子会（南カリフォルニア北海道人会） 

３. 協力機関 北海道庁、北海道教育委員会 

４. 期 間 2020年 3月 26日（木）～4月 3日（金） 日本到着 4月 4日(土）着 

（スケジュールの都合上、多少変更が出ることもあります） 

５. ホームステイ先 南加道産子会が責任をもって紹介するロサンゼルス近郊の家庭 

６. カリキュラム(予定） 米国現地家庭でのホームステイ、カリフォルニア・オレンジカウンティー

のアーバインバレーカレッジ校でのボランティアと語学研修、現地高校

体験入学、リタイアメントホーム訪問あるいは低所得者への食事配給ボ

ランティア、南加道産子会会員との交流ほか。 

７. 特 典 新千歳空港～ロサンゼルス間の往復航空券進呈 

米国内の滞在費免除（昼食代等は自己負担） 

８. 応募対象者、人数 北海道在住で、公立高等学校、同定時制高等学校、私立高等学校、国

立工業高等専門学校、通信制高等学校、民間の相談・指導施設に在籍

する 18 歳以下の生徒（生年月日が 2001 年 4 月 2 日から 2004 年 4

月 1 日の者）２名。なお、より多くの学生に海外経験をとの趣旨から、過

去に海外で 1 ヶ月以上の留学経験のない者。 また、同一学校からの

応募生徒数については上限無しとする。 

９．応募要領  

１）必要書類 

参加申込書（後述）及び 小論文、学校の教諭などの推薦文（後述） 

 

２）小論文のテーマ  

   「アメリカで何をつかみとりたいか」 

           または 

   「何をアメリカの高校生に伝えたいか」 

 

３）小論文の規格 

 

2,000字以内 

Microsoft Word またはテキスト文書で日本語横書きで作成すること（マ

ス目の縦書きレイアウトは不可）。ファイル名は応募者の名前（日本語）

にすること。また小論文の冒頭には、小論文のタイトル、学校名、学科、

学年、氏名を必ず記入すること。 



 

４）参加申込書 

 

様式は自由。次のすべての項目について項目ごとに記入の上、

Microsoft Word またはテキスト文書で、小論文とは別のファイルで作成

すること。 

なお、ファイル名は「申込書○○○○」（○○の部分は応募者の氏名）と

すること。 

 

① 応募者氏名（ふりがなも）、性別、生年月日、住所、電話番号 

② 親権者氏名、住所、電話番号 

③ 学校名、学科、学年、学校住所、電話番号 

④ 電子メールアドレス（自宅、学校） 

⑤ 応募の動機 

⑥ ホームステイ期間中にやってみたいこと  

⑦ あなたの「自慢」したいもの・したいこと 

⑧ ＬＡで食べてみたいもの  

⑨ あなたが「感動したこと」を４００字以内で 

⑩ 留学経験、ホームステイ経験の有無（経験者はその内容） 

⑪ 健康状態 

 

 

電子メール：携帯メールは不可、添付資料が受け取れるように必ずＰＣ

のアドレスを明記すること。 学校は推薦者のＰＣアドレスを明記。 

なお、申込書の記入例は、http://www.nankadosankokai.org/（南加道産

子会のホームページ）に掲載するので参照のこと。 

 

５）推薦状 

 

小論文と一緒に担任もしくは学校からの推薦状を、必要事項を記入し、

推薦者の押印またはサインの上、スキャナーに取り込み画像を電子メ

ールに添付（Jpeg、PDF形式等）か、FAXまたは郵送で提出すること。

推薦状の記入例は、http://www.nankadosankokai.org/（南加道産子会）

に掲載するので、参照のこと。 

  FAX送信先: +1-310-515-1570 (アメリカ国番号は１です) 

           Attn: Nankadosankokai /Yoshitomo Marumo  

  郵送先住所： c/o Nankadosankokai / Yoshitomo Marumo 

              13630 Cimarron Ave, Gardena, CA 90249 USA 

http://www.nankadosankokai.org/
http://www.nankadosankokai.org/


 ６）申込書･小論文の提出方法及び提出先 

 

申込書・小論文は、電子メールにファイルを添付して、直接南加道産子

会あて提出のこと。（なお、当会からは受領後数日中に受領確認メール

を必ず送信するので、このメールが届かないときは当会に問い合わせ

ること。） 

   提出先メールアドレス：info@nankadosankokai.org 

   必ず電子メールの件名に 23回応募 を入れる事 

南加道産子会ホームスティプログラム応募受付担当： 丸茂（マルモ） 

電話： +1-310-483-8851  FAX： +1-310-515-1570 

 

７）作文受付開始と締め切り 

2019年 6月 3日（月）開始、締切り 2019年 10月 31日（木）（必着） 

８）招待者の選考及び発表 

審査委員会で一次審査を 11月 10日～11日、二次審査を 11月 12日

～17日、最終候補者数名を選考、最終候補者全員に得意分野、周辺

環境の紹介などプレゼンテーション用動画（3分以内で）又は画像ファイ

ル（10枚まで）を 11月 18日～30日に送付してもらい、日本時間 12月

7日（土）電話インタビューの上、招待者２名を決定する。発表は本人と

学校（推薦者）へ直接連絡後、一般には 2020年 12月中旬頃にホーム

ページ上で発表予定。 その他入選者は追ってホームページ上で発表。

（個々の問い合わせには応じかねますのでご了承下さい） 

また、招待者決定後、親権者が本事業への参加、渡航を認める参加同

意書（別途定める様式）の提出を求める。 

なお、自宅から新千歳空港までの旅行費用及び渡航期間に係る海外旅

行傷害保険への加入費用については、本人が負担するものとする。 

 

９）個人情報保護 

入選者氏名・学年・学校名は当会のホームページに掲載し、応募作品

入選作はホームページ、現地メディアに掲載する場合もある。全ての版

権は南加道産子会に帰属する。個人情報に関しては、個人情報保護法

に則って取り扱う。 

１０）問い合わせ先 

基本的に時差の関係で、電子メールでの応答になるので、ご協力お願

いいたします。  

  電子メール：info@nankadosankokai.org  担当： 丸茂（マルモ） 

日本国内協力機関 

   〒０６０－８５８８ 

  札幌市中央区北３条西６丁目 

  北海道知事政策部知事室国際課国際交流グループ  

mailto:info@nankadosankokai.org
mailto:info@nankadosankokai.org


 

 

＜参考＞ 

        応募状況及び招待実績（学年は応募当時のもの）  

1997

年 
47名応募 招待者 

村形 潤さん（北海道旭川工業高等学校 電子化科 3年） 

山本 美穂さん（北海道豊富高等学校 普通科 3年） 

1998

年 
47名応募 招待者 

大西 徹さん（北海道大麻高等学校 3年） 

住吉 理美さん（北海道羽幌高等学校 2年） 

1999

年 
46名応募 招待者 

相川 真澄さん（北星学園女子高等学校 3年） 

上出 美華さん（函館白百合学園高等学校 2年） 

2000

年 
70名応募 招待者 

土佐 裕子さん（北海道標茶高等学校 3年） 

堀之内綾香さん（北海道芽室高等学校 2年） 

2001

年 
73名応募 招待者 

寺澤 有香さん（藤女子高等学校 2年） 

外川 倫世さん（北海道斜里高等学校 2年） 

2002

年 
122名応募 招待者 

横山 紀子さん（北海道函館東高等学校 3年） 

佐々木 恵さん（北海道北見北斗高等学校 2年） 

2003

年 
95名応募 招待者 

夏井 千恵さん（北海道札幌国際情報高等学校 2年） 

下澤 美菜子さん（北海道札幌東商業高等学校 2年） 

2004

年 
126名応募 招待者 

野澤佳世さん（北海道旭川商業高等学校 商業科 3年） 

柴田貴弘さん（北海道旭川凌雲高等学校 普通科 2年） 

2005

年 
46名応募 招待者 

平山 愛子さん（立命館慶祥高等学校 普通科 3年） 

関 優香さん（北海道室蘭清水丘高等学校 普通科 2年） 

2006

年 
76名応募 招待者 

浦家 奈々さん（北海道標茶高等学校 2年） 

若狭 桃さん（北海道手稲高等学校 2年） 

2008

年 
66名応募 招待者 

藤谷 拓馬さん（北星学園余市高等学校 2年） 

豊村 勇太さん（北海道旭川工業高等学校 自動車科 2年） 

2009

年 
60名応募 招待者 

柳澤さなえ さん（北海道標茶高等学校 総合学科 2年） 

小泉 萌さん（北海道札幌開成高等学校 コズモサイエンス科 2 年） 

2010

年 
56名応募 招待者 

宗像 英仁 さん（北海道函館市立函館高校 普通科 2年） 

小塩 祐介さん（北海道中標津町立農業高等学校 生産技術科 2 年） 



2011

年 
58名応募 招待者 

堀内光司さん（北海道礼文高等学校 普通科 2年） 

齋藤倫幸さん（北海道美幌農業高等学校 農業科学科 2年 ） 

2012

年 
83名応募 招待者 

竹中瑞希さん（北海道釧路湖陵高校理数科 1年） 

生駒知基 さん（北海道札幌北高校普通科 2年） 

2013

年 
105 名応募 招待者 

小林 ひかる さん （北海道留萌高等学校 普通科 ２年） 

中島幸亮 さん（北海道札幌西高等学校 普通科 ２年 ）  

2014

年 
60名応募 招待者 

杉山 萌 さん （北海道大麻高等学校 普通科 ２年） 

八田 祥太朗 さん（私立札幌光星高等学校 普通科 特進クラス １年）  

2015

年 
107名応募 招待者 

久留嶋 乃愛 さん （北海道北広島高等学校 普通科 1年） 

田中小麦 さん  （北海道三笠高等学校 食物調理科 2年）  

2016

年 
54名応募 招待者 

菊地 鞠 さん （北海道帯広農業高等学校 酪農科学科 2年） 

大谷 舜 さん  （北海道札幌西高等学校 普通科 2年）  

2017

年 
66名応募 招待者 

長久保 幾子 さん （北海道釧路江南高等学校 普通科 3年） 

大谷 和季 さん  （北海道釧路湖陵高等学校 理数科 2年）  

2018

年 
71名応募 招待者 

德橋 采音 さん （北海道標津高等学校 普通科 2年） 

飯田 吟太 さん（函館工業高等専門学校社会基盤工学科 2年）  

2019

年 
43名応募 招待者 

菅原 留奈 さん（北海道函館中部高等学校普通科 2年） 

大橋 輪 さん (北海道札幌第一高等学校普通科 2年) 

 

 

  



参考資料、第 19回プログラム日程表 

 

参考資料 

 
 

TIME プログラム TIME TIME プログラム TIME プログラム

起床・朝食

札幌出発～関空慶友ロサンゼルスへ 8:00 ホストファミリー宅発 ホストファミリーと自由行動 ボガード夫妻宅にて朝食後

JL060    DEP KIX/17:25 (FREE DAY) ディズニーランドへ出発

11:45 ロサンゼルス空港着 9:00 8:00 地元小学校を訪問

10:30 9:00

入国審査後ロビーにて

道産子会メンバーがお出迎え 10:00 戦艦アイオワ訪問他 10:00 ディズニーランド着

10:30 車にて移動

12:30 秋田宅にて着替え ランチ

園内にてホストファミリーと自由行動

移動中の車内にて昼食 午後 市内観光 ランチ

12:15 ビバリーヒルズ

14:00 日本国総領事館訪問 12:30 大学にて日本語授業に参加 ハリウッド

14:30 14:45 カリフォルニア・サイエンス・センター FUN DAY!!

ジャパンクラブに参加 その他

（訪れる場所は変更の可能性あり）

15:00 日系人博物館訪問  17:00 ディズニーランド発

16:00 　ホストファミリーと自由行動

車にて移動 16:00

19:00 歓迎会ディナー 19:10 メジャーリーグ（野球）観戦

21:00 紅花レストランにて ホストファミリーと自由行動 ドジャースタジアムにて SLEEP EARLY！

会員含めて１２名ほど参加予定 対エンゼルス戦

夕食 夜 ボガード夫妻宅にてホームステイ

夜 ボガード夫妻宅にホームステイ開始 夜 ボガード夫妻宅にてホームステイ 夜 ボガード夫妻宅にてホームステイ

TIME プログラム TIME TIME プログラム TIME プログラム

起床・朝食

起床、朝食 空港へ移動

9:00 ファーマーズマーケット訪問 起床・朝食 11:00 空港到着

5:00 マンザナに向けて出発 地元の人が訪れるマーケット体験 7:45 荻窪（会員）宅着 JALカウンターにて手続き

荻窪さんの息子さんと一緒に登校

車にて約５時間のドライブ １日２人を案内してくれます

8:25 ３年生授業スタート 13:20 ロサンゼルス空港発

10:00 マンザナ国定史跡着    大谷君　１限目～５限目まで受講

(予定） 道路状況により多少の前後があり 菊地さん　１限目のみ受講

9:15 ２年生授業スタート

菊地さん　２限目～５限目まで受講 翌日

11:00 マンザナ見学 11:30 正午 ランチ 16:55 成田着

校内のカフェテリアにて

12:00 近郊の見どころ見学 午後 ２年生授業　６～７限目を受講 18:45 成田発

ランチ 大谷君、菊地さん一緒に受講

20:30 札幌着

15:00 15:05 授業終了後　荻窪宅へ

サイクリング (*) 科目

全てのプログラムが終了

13:00 ロサンゼルスに向けて出発

15:30 荻窪宅にピックアップ

16:00 送別会の準備

18:00 ホストファミリー宅着 送別会にて１週間の体験スピーチ

(予定 ) 道路状況により変更の可能性あり 夜 の準備

19:00 送別会　

21:00 会員の小田宅にて

ボガード夫妻宅にホームステイ

終了後 ボガード夫妻宅にて最後の夜

ボガード夫妻宅にホームステイ

4/5(火)

プログラム

4/4 (月)

3/29(火) 3/30(水） 3/31（木） 4/1( 金)

プログラム

4/2 (土) 4/3 (日)

高校での日本語授業を参観

先生のお手伝いボランティア

学生と交流

（変更の可能性あり）

キャンパスにお迎え

アーバイン・バレー・カレッジ着

ランチ

高校体験入学日

ホストファミリーと自由行動

（内容は変更の可能性あり）

ビーチ

その他

起床、朝食

３年生; 1/英語 2/数学 3/中国語 4/陶芸 5/経済(MAY BE?)

２年生; 2/英語 3/数学 4/中国語 5/世界史 6/科学7/PE(体育)

ロングビーチ周辺散策

道産子会主催

歓迎BBQパーティー

公園にて会員と交流


