Homestay Program in Kakuda, a Farmers Village
角田農村体験 ホームステイプログラム
～

New Cultural Experience outside of Urban Areas 都市部を離れ、新たな文化体験を ～

東京工業大学では、2019 年 2 月に再び、宮城県角田市での農村体験ホームステイプログラムを実
施します。
We are pleased to announce that a rural experience homestay program at Kakuda city,
Miyagi prefecture, will be held as well as in February this year.

Kakuda rural experience (homestay program) was started in March 2009. International
students at Tokyo Institute of Technology usually live near Tokyo or Yokohama, learn
science and technology, and keep doing research. On the other hand, it is Kakuda city,
Miyagi prefecture, agricultural areas has a different charm from urban areas. We would
like you to have some precious experiences of the daily life in rural areas, and sometimes
touch on a new aspect of Japan. We have planned this trip, and hope that you will have
much opportunities to meet people living there.
角田農村体験（ホームステイプログラム）は 2009 年 3 月に開始されました。 東京工業大学の留
学生は、普段は東京か横浜付近に住み、科学や技術を学び、研究をしています。 一方で都市部と
はまた違った魅力を持つ、農業地帯の宮城県角田市です。 時には農村での日常生活を体験し、あ
なたにとっての日本の新しい一面にふれてみてはいかがでしょうか。 日常ではあまり接する機会
のない地方での暮らしを経験し、そこに住む方たちとも知り合いになることを願いに、この体験旅
行は企画しました。
Program overview


Date: From Tuesday, February 19, 2019 to Friday February 22, 2019 (for 3 nights
and 4 days)



Required Qualification: Tokyo Tech international students (B, M, D, research
students) or researchers



Japanese Language Proficiency: No restriction



Participation Fee: Approximately 15,500 yen including insurance (TBD)

This includes the all of the necessary expenses, such as accommodation, party and
transportation. Your personal expense during the tour is the only exception.

プログラム概要
日程: 2019 年 2 月 19 日 (火) ～ 2019 年 2 月 22 日(金) (3 泊 4 日)
応募資格: 東京工業大学の留学生（学部生、院生、研究生）、または研究員
日本語能力: 制限はありません。
参加費用: 保険料込みで、約 15,500 円 (決定次第お知らせします)
*参加費用には宿泊費、交通費、パーティの費用などすべての必要経費が含まれます。プログラム
中の個人的な費用についてのみ、例外となります。
The Activities from the last year
We will use bus as a transportation between Tokyo and Kakuda.
1. Visit to Kakuda Space Center, JAXA
2. Welcome Party with Host Family
3. Homestay for 3 nights 4 days (1 or 2 participants in each family)
4. Agriculture, craft experience such as buckwheat/soba noodles and strawberry
picking
5. Excursion tour around Kakuda city
6. Farewell party

Report on last year's program: please take a look at here (English)!
プログラム中の活動例
東京と角田の間の移動はバスで行います.
1. 角田宇宙センター見学
2. ホストファミリーとの歓迎パーティ
3. 3 泊 4 日のホームステイ（各家庭に参加者 1～2 名）
4. そば打ち、いちご摘みなどの農業・工芸体験
5. 角田市付近の見学ツアー
6. お別れパーティ
昨年のプログラム開催報告: こちら (Japanese)をごらんください。

Application
To apply for this homestay program, please download the application form of either Word
or PDF from the link below, fill in, and submit it after signing. Please submit at Okayama
Campus West Building 1 reception (Room 118) in person or send it to W1-9 by campus
mail. It will be accepted on a first come first serve basis.

こちらのホームステイプログラムへのお申し込みは、下記のリンクから Word, PDF いずれかの申
込書をダウンロードし、ご記入、サインの上ご提出ください。 提出は大岡山キャンパス西 1 号館
の受付（118 号室）にて手渡し、または学内便で W1-9 までお送りください。 先着順での受付と
なります。


Application Form 申込書（Word）



Application Form 申込書（PDF）



Any questions, please email to: ryugaku.info★jim.titech.ac.jp (please replace ★
with @ when sending a message)



ご質問の際には、次まで e-メールにてご連絡ください。:
jim.titech.ac.jp (送信時に★を@に変えてください)

ryugaku.info★

