
プログラム②について /About the program② 
２泊３日 2 月 22 日（金）～2 月 24 日（日）/2 nights 3 days : February 22(Fri) ～ February 24 (Sun)  
 

ＧＧＳ第３回外国人留学生ホームステイにおける 
東京２０２０大会に向けたテストホームステイ実施について（案内） 

 
GGS the 3rd International Students Homestay 

 Trial Homestay for Tokyo 2020  
 
  埼玉県では、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会に出場する選手の家族をホームステイで
受け入れる準備を進めています。 
 ホームステイによって、選手の家族の宿泊先を確保するほか、県内のホストファミリーと交流を深め、オリン
ピック・パラリンピック後も引き続き埼玉県のファンとなっていただき、ＳＮＳ等を通じて埼玉県の魅力発信を
行っていただくことを想定しています。 
 実際に２０２０年に選手の家族を受け入れる前に、ホームステイ実施にあたっての課題や問題点を明らかにし
てそれを解決するため、留学生の皆様に御協力いただき、試験的なホームステイ（テストステイ）を実施します。 

そのため、今回のＧＧＳ第３回ホームステイプログラムにおいて、下記のとおり、テストステイを実施します。 
皆さんの参加をお待ちしています。 

 
In Saitama Prefecture, we are preparing to accept the athletes’ family members of the Olympic and Paralympic 
Games Tokyo 2020 by home staying at local homes. 
In addition to keep accommodation for athletes’ families by homestay, it helps them deepen the interaction with 
the host families in the prefecture. 
We assume that they will become a fan of Saitama because of this experience and expecting them to post the 
charm of this prefecture through SNS and others even after finishing the Olympic and Paralympic Games. 
We will have international students cooperate this program and conduct a trial homestay, to clarify issues and 
problems and solve them, before the actual acceptance of the athletes’ families in 2020. 
Therefore, in this GGS the second homestay program, we will be conducting a trial homestay as follows. We  
look forward to the participation of students. 
 
 
●応募方法/ How to apply: 
 
 申込書の中の「希望する期間」の欄にて、2019 年２月２２日(金)～24 日(日)の 2 泊３日を選択して下さい。 

Choose two nights and three days stay during the periods of Feb 22 (Fri), 2019 –Feb 24 (Sun), 2019. 
 
●テストステイ参加にあたって/ Note for trial stay participation 
 
・初日の待合せ及び最終日の帰宅については、通常実施（土日、１泊２日）と同じです。 

The appointed place on the first day and the way of returning home on the last day are the same as a usual  
homestay (Sat. and Sun. one night stay). 

 
・実施後は、通常のアンケートと併せて、テストステイに関するアンケートに御協力をいただきます。 

Please answer the questionnaire about the trial homestay as well as the usual one after the stay. 
 
・テストステイの体験談を母国に積極的に発信し、「埼玉県におけるホームステイ」のＰＲに御協力ください。 

Please share your experience of the homestay through SNS and others, and cooperate with the Saitama  
prefectural scheme on “Homestay in Saitama 

 
●その他/ Others: 
 

希望者多数の場合には、県内のホストタウン対象国（ブラジル、コロンビア、オランダ、イタリア、ギリシャ、 
ミャンマー、ブータン）の学生を優先させていただきますので、ご了承ください。 
If there are many applicants, students from the host town countries (Brazil, Colombia, the Netherlands, Italy,  
Greece, Myanmar, and Bhutan) will take precedence. 


