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日米草の根交流サミット大会に参加される皆様へ 
 

「第 26回日米草の根交流サミット 2016広域アトランタ大会」へようこそ！ 

心から歓迎の言葉を申し上げます。 

 

日米草の根交流サミットは、 

日米両国の各地域でボランティアとして参加している 

多くの方々の善意と努力で運営されています。 

 

観光やイベント運営の専門家でもないボランティアが、 

どうやったら日本から参加される皆様に喜んでもらえるか 

工夫を凝らしながら手作りで企画しているものです。 

 

そして、参加者の皆様は、この大会をいっしょに作り上げていく一員です。 

 

大会中には、おそらく様々なハプニングも起こることでしょう。 

日本との考え方や習慣の違いにとまどうこともあるでしょう。 

でもそのハプニングや驚きも含め、おおいに楽しんでいただきたいと思います。 

 

振り返れば、日米の草の根交流は、ちょうど 175年前、 

ジョン万次郎とホイットフィールド船長の偶然の出会いから始まりました。 

 

第 26回サミット大会に参加された皆様は、彼らの友情と信頼のスピリットを 

サミット大会のおみやげとしてご家族、ご友人へもぜひお持ち帰りください。 

そしてこれを出発点として、“草の根”を大きく広げてください。 

 

アメリカの光と影の歴史を映し出し、大自然に彩られたアトランタ。 

サザンホスピタリティに象徴される温かな人々と 

大会を通して、そしてその後も、長く続く友情を深めてください。 

 

2016年 10月 

公益財団法人 ジョン万次郎ホイットフィールド記念 

国際草の根交流センター 

（ＣＩＥ）  

※ CIE では、大会中に記録として写真、ビデオの撮影をし、広報資料等で使用する予定です。 

ご理解ご協力をお願いいたします。万一、不都合のある場合には予めお知らせください。 

はじめに ＜ごあいさつ＞   
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はじめに 

    ごあいさつ  

    日程：＜一般参加者の大会スケジュール＞  

       ：＜大会後のオプショナル・プログラムのスケジュール＞  

    大分上野丘高校・化学部のスケジュール 

   福島県・葛尾中学校のスケジュール  

   福島県・川内中学校のスケジュール 

分科会スケジュール（貼付ページ）      

   アトランタ基礎知識 

   広域アトランタ あんなことこんなこと 

        はじめてホームステイする方のためのヒント 

   ホームステイのためのすぐに役立つ英会話集    

出発準備 

    さあ、旅の準備を始めましょう！ 

    出発準備＜荷物について＞  

    出発準備＜持ち物について＞ 

 

日本出発  

アメリカの空港に到着  

ザ・ジョージアン・テラスに到着 

 

ローカル・ツアー 

オープニング式典 ＆ 歓迎レセプション 

 

ホテル・チェックアウトと地域へ出発 

 

ホームステイ、ホストファミリーについて 

 

ストーン・マウンテン・パークに集合 

エバーグリーン・マリオット・カンファレンス・リゾート宿泊 

 

出発前に、各地域へ 

 

成田についたら（日本） 

   大会後  

Thank you Letter or e-mail お礼の手紙を書こう 

資料：                                   

□ 宿泊ホテルの連絡先      ■ 緊急時の連絡先 

□ 感想文 ： 作成について    □ 参加者用 用紙 

  

はじめに ＜もくじ＞   

10月 4日 （火）日本出発 

10月 5日 （水） ローカルツアー、オープニグ式典＆歓迎レセプション 

10月 7日 （金） ～ 10月 8日（土）  分科会 第二～三日目 

10月 9日 （日） ストーン・マウンテンでクロージング式典・ﾌｪｱｳｪﾙﾊﾟｰﾃｨｰ 

10月 6日 （木） 地域別分科会 第一日目 

 

3～4 

5～6 

7～8 

9～10 

11～12 

13 

14～15 

16～18 

19～21 

22～24 

 

25～26 

27 

28 

 

29～31 

32 

35 

 

34 

31 

 

36 

 

37 

 

38 

39 

 

39 

35 

40 

 

41 

 

42 

43 

10月 10日 （月・祝日） 帰国日、または次の目的地へ 

成田についたら 
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＜一般参加者のサミット大会スケジュール＞

● 10月 4日（火） 成田空港からのフライト ● 

 以下のように、直行便、ミネアポリス経由便、シアトル経由便の 3つのルートのいずれかでアトランタに出

発します。アトランタ空港からは、現地のジョージア日米協会が用意したバスでホテルに向かいます。 

 フライトの出発時間は、変更になる可能性があります。空港に着いたら、掲示板で必ずご確認ください。 

 

[ 直行便 ] 

月日 曜 
フライト 成田 

出発 

経由地 

到着時間 

乗継フラ

イト 

経由地 

出発時間 

到着地 
到着時間 

10月 4日 火 
DL 

296 
15:55 -- -- -- 

アトランタ 

(ATL) 
15:25 

 

[ ミネアポリス (MSP) 経由便 ] 

月日 曜 
フライト 成田 

出発 

ﾐﾈｱﾎﾟﾘｽ 

到着時間 

乗継 

フライト 

ﾐﾈｱﾎﾟﾘｽ 

出発時間 

到着地 
到着時間 

10月 4日 火 
DL 

616 
16:25 13:20 

DL 

1997 
16:35 

アトランタ 

(ATL) 
20:10 

 

[ シアトル (SEA) 経由便 ] 

月日 曜 
フライト 成田 

出発 

シアトル 

到着時間 

乗継 

フライト 

シアトル 

出発時間 

到着地 
到着時間 

10月 4日 火 
DL 

166 
16:30 09:38 

DL 

2819 
12:15 

アトランタ 

(ATL) 
20:05 

 

●10/4～9 ザ・ジョージアン・テラス（ホテル）到着後、クロージングまでのスケジュール 

月日 曜 時間 内容 宿泊先 

10月 4日 火 

17:00 頃 

直行便で到着した方、ホテル到着 

参加者登録とチェックイン  

（夕食は、各自近くのレストランで。ご自身でお支払いください） 
ジョージアン・

テラス 

21:00頃 

経由便で到着した方、ホテル到着 

参加者登録とチェックイン  

（参加者登録の際、軽食をお渡ししますので、部屋でお召し

上がりください） 

10月 5日 水 

07:00～08:30 各自、朝食をお済ませください 

ジョージアン・

テラス 

 

P34参照 

ローカル・ツアー参加者は、1階ロビーに集合後、出発 

ゴルフコース 

アトランタ中心街コース 

公民権・人権コース （３グループに分かれます） 

15:00頃 ローカル・ツアー終了、ホテル戻り 

16:45頃 ホテル・ロビー集合 

フォックス劇場へ徒歩で移動 

17:00～ 

17:20頃 

17:30頃～ 

19:30頃～ 

21:00頃～ 

FOX劇場で全体受付 

着席 

オープニング式典開始 

ビュッフェ・ディナー 開始 

ディナー終了、ホテルへ徒歩で移動 

 

全体スケジュール   
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10月 6日 木 

07:00～08:30 各自、朝食をお済ませください 

分科会への出発時間１５分前までに、ホテル・チェックアウト 

ホームステイ 午前 分科会に出発 

（出発時間は、分科会によって異なります。サミット・デスクで

お知らせします） 

午後 分科会 

10月 7日 金 午前＋午後 分科会のプログラム ホームステイ 

10月 8日 土 午前＋午後 分科会、またはホスト・ファミリーと過ごす一日 ホームステイ 

10月 9日 日 

午前 

 

ホスト・ファミリーといっしょに 

（ストーン・マウンテンに移動） 

エバーグリー

ン・マリオット・コ

ンファレンス＆

リゾート 

14:00頃～ 

14:45頃 

ストーン・マウンテンで全体受付 

着席 

15:00頃～ クロージング式典 

16:15頃～ フェアウェル（お別れ）パーティー 

17:30～18:30頃 

 

ホストの車で（またはホテルのｼｬﾄﾙﾊﾞｽで）ホテルへ 

ホテルで再登録とチェックイン 

10月 10日 月 ※ ここから以降は、それぞれ以下の行程表をご参照ください。  

 

 

● 10月 10日（月） アトランタからの帰国フライト ● 

 ポスト・サミット・オプショナル・プログラムに参加せず、10日のうちに成田に向けて帰国される方は、以

下のように、直行便、シアトル経由便、デトロイト便の 3つのルートのいずれかでアトランタを出発します。 

 

[ 直行便 ] ホテル チェックアウトとロビー集合 08:30、 ホテル出発 08:45 

月日 曜 
フライト アトランタ 

出発 

経由地 

到着時間 

乗継フラ

イト 

経由地 

出発時間 

到着

地 
到着時間 

10月 10日 火 
DL  

295 
12:02 -- -- -- 

成田 

(NRT) 

10月 11日 

15:15 

 

[ シアトル (SEA) 経由便 ] ホテル チェックアウトとロビー集合 05:45、ホテル出発 06:00 

月日 曜 
フライト アトランタ 

出発 

シアトル 

到着時間 

乗継フラ

イト 

シアトル 

出発時間 

到着

地 
到着時間 

10月 10日 火 
DL 

1929 
08:20 10:50 

DL 

167 
11:55 

成田 

(NRT) 

10月 11日 

14:55 

 

[ デトロイト (DTW) 経由便 ] ホテル チェックアウトとロビー集合 05:45、 ホテル出発 06:00 

月日 曜 
フライト アトランタ 

出発 

デトロイト 

到着時間 

乗継 

フライト 

デトロイト 

出発時間 

到着

地 
到着時間 

10月 10日 火 
DL 

629 
09:05 11:03 

DL 

275 
12:10 

成田 

(NRT) 

10月 11日 

14:30 

＊上記は予定ですので、便名・時間ともに変更の可能性がありますので、ご注意ください 

 

 

＊上記は予定ですので、便名・時間ともに変更の可能性がありますので、ご注意ください 
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【 OP1. 世界遺産候補地 サバンナ 】 

グループリーダー：轟木 ひろ子 

 

月日 曜 時間 内容 宿泊先 

10月 10日 月 

09:00 

09:15 

チェックアウト、ホテル 1階ロビー 集合 

ホテル出発、アトランタ空港（国内線）へ 

コートヤード・マリ

オット・サバンナ 

11:11 アトランタ発 

12:19 サバンナ着 

13:30頃～ 

 

18:00～ 

21:00頃 

DL 1614 でサバンナへ 

サバンナ空港からタクシーに分乗してホテルへ 

ランチ 

自由時間、リバーサイドで散策など 

ゴスペル・ディナー・クルーズ 

クルーズ終了し、ホテルへ 

10月 11日 火 終日： 観光バスで歴史地区を観光、ショッピングなど 
コートヤード・マリ

オット・サバンナ 

10月 12日 水 

06:45 

07:00 

チェックアウト、ホテル 1階ロビー 集合 

ホテル出発、サバンナ空港（国内線）へ 

機内泊 
08:30 サバンナ発 

09:43 アトランタ着 

 

12:02 アトランタ発 

DL 1617 でアトランタへ 

アトランタ着 

 

DL 295で成田へ 

10月 13日 木 15:15  成田空港着 到着後解散  

＊上記は予定ですので、便名・時間ともに変更の可能性がありますので、ご注意ください 

 

 

【 OP2. 西部の世界と芸術に浸るダラス・フォートワース 】 

グループリーダー：松田英子 

 

月日 曜 時間 内容 宿泊先 

10月 10日 月 

09:00 

09:15 

チェックアウト、ホテル 1階ロビー 集合 

ホテル出発、アトランタ空港（国内線）へ 

ホームステイ 
11:40 アトランタ発 

13:05 ダラス着 

 

夕刻 

DL 2110 でダラス・フォートワース空港へ 

到着後、ダラス・フォートワース日米協会職員が出迎え 

ストックヤード、ワイナリーなど見学 

ホスト・ファミリーと面会 

10月 11日 火 
終日： ディーリー・プラザ、シックスス・フロア博物館、芸術地区など見学 

また、ショッピングなど 
ホームステイ 

10月 12日 水 

11:00頃 ホストの車でダラス・フォートワース空港（国内線）で集

合 

機内泊 
12:18 ダラス発 

13:55  LAX着 

 

18:03  LAX 発 

DL 5798 でロサンゼルスへ 

ロサンゼルス空港着 

 

DL 637で羽田空港へ 

10月 13日 木 22:25 羽田空港着解散 （羽田近辺でのホテル宿泊者あり）  

＊上記は予定ですので、便名・時間ともに変更の可能性がありますので、ご注意ください 

  

ポスト・サミット・オプショナル・プログラムのスケジュール 
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【 OP3. 万次郎の面影残るフェアヘイブンとボストン 】 

グループリーダー：松原弘子 

 

月日 曜 時間 内容 宿泊先 

10月 10日 月 

09:00 

09:15 

チェックアウト後、ホテル 1 回ロビー 集合 

ホテル出発、アトランタ空港（国内線）へ 

ホームステイ 
11:15 アトランタ発 

13:45 ボストン着 

DL 1204 でボストンへ 

到着ロビーで、「ホイットフィールド・万次郎友好協会」の

ジェラルド・ルーニーさんがお出迎え 

バスで、フェアヘイブンへ 

10月 11日 火 フェアヘイブンでのプログラム（万次郎トレイルなど） ホームステイ 

10月 12日 水 

09:00 頃 

10:30 頃 

フェアヘイブンから、バスでボストンのホテルへ 

ホテル到着、ホテルに荷物を預けて、ボストン観光 

 

ザ・コロネイド・ホ
テル 

10月 13日 木 

05:00 

06:50 ボストン発 

09:12  DTW着 

 

12:10  DTW発 

ホテル・ロビー集合、タクシーで空港へ 

DL341でボストン（国内線）発 デトロイト空港へ 

デトロイト着 

 

DL 275で、成田へ 

機内泊 

10月 14日 金 14:30  成田空港着 到着後解散  

 

＊上記は予定ですので、便名・時間ともに変更の可能性がありますので、ご注意ください 
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10/4の大分での集合、また 10月 11日の大分での解散等については、学校から指示がある予定です。 

月 日 時 間 スケジュール 

10 月 4 日 
（火） 

07:40  

09:10 

 

NH792 便で 羽田へ出発 

羽田到着 

空港リムジンバスで、成田へ移動 

16:25 
13:20 
 
16:35 
20:10 
 
 
21:00 頃 

DL616 便でミネアポリス経由でアトランタへ出発 
ミネアポリスへ到着 
 
DL1997 便でミネアポリス出発 
アトランタに到着 
到着後、専用バスでホテルへ 
 
ホテルでチェックイン、サミット登録 

（ザ・ジョージアン・テラス泊） 

10 月 5 日 
（水） 

07:00 - 朝食（レストランにて各自） 

08:00 
08:15 
 
 
 
 
 
14:30 頃 

１階ロビー集合 
公民権・人権に関するツアーに出発 ( グループ① バスＡ ) 
・ カーターライブラリー 訪問 
・ 国立公民権・人権センター 訪問 
     < 昼食 > 
・ キング牧師 国立歴史地区 訪問 

 
ホテル戻り 

16:45 頃 １階ロビー集合  
フォックス劇場へ徒歩で移動 

17:00～ 

17:20 頃 

17:30 頃～ 

19:30 頃～ 

 

21:00 頃～ 

FOX 劇場で全体受付 

着席 

オープニング式典開始 

ビュッフェ・ディナー 開始 

 ・ ディナー中に英語の挨拶 （TOMODACHI のＴシャツ着用） 

ディナー終了、ホテルへ徒歩で移動 
（ザ・ジョージアン・テラス泊） 

10 月 6 日 
（木） 

07:00 - 08:15 朝食 

- 08:45 まで 
09:00 
11:30 

ホテルチェックアウト 
ホテル出発 メーコンへ 
メーコン到着 

12:00 昼食 

13:00 – 14:30 フォート・ホーキンス歴史地区と、オクマルギー国立公園 訪問・見学 

15:00 – 18:30 
 
 
 
 
18:30  

青少年リーダーシップ・サミットに参加 （於： ミドル・ジョージア州立大学） 
  -  メーコン市長による歓迎 
 -  青少年リーダーシップ・サミット オリエンテーション 

  -  ミドル・ジョージア州立大学 キャンパス・ツアー 
  -  カマリ・バーナー（マクドーノー市議会議員）による講座 
ジョージア・ナショナル・フェアへ 

19:00 – 21:00 
 
21:30 

ジョージア・ナショナル・フェア見学 
戸外コンサートなど 
ミドル・ジョージア州立大学へ戻り、ホスト・ファミリーと面会 

（ホームステイ） 

10 月 7 日

（金） 

07:45 – 08:30 ガバメント・センターで自治体高官やメーコン市のリーダー達と朝食 

(Champions Breakfast) 

 - ここで、１回目のプレゼンテーション （TOMODACHI のＴシャツ着用） 

TOMODACHI 大分 上野丘高等学校 化学部のスケジュール 
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09:00 – 15:00 
 

青少年リーダーシップ・サミットに参加 （於： ミドル・ジョージア州立大学） 
 － ここで、2 回目のプレゼンテーション （TOMODACHI のＴシャツ着用） 
 

16:00  
 

ミドル・ジョージア州立大学において、ホスト・ファミリーがピックアップ 
（ホームステイ） 

10 月 8 日 

(土) 

09:00 – 10:30 歓迎レセプション 於：ガバメント・センター 

11:00 – 12:00 メーコン・ビブ コンベンション＆ビジターズ・ビューローを見学 

12:30 – 13:30 昼食 

13:30 – 16:00 以下を見学 

－ ヘイ・ハウス 

－ タブマン博物館 

－ ジョージア・スポーツの殿堂  

16:00 ガバメント・センターでホスト・ファミリーがピックアップ 

                                  （ホームステイ） 

10 月 9 日 

（日） 

08:00 – 10:00 

10:00 – 13:30 

メーコンから、ストーン・マウンテンへ移動 

ストーン・マウンテン公園でアクティビティ 

14:00 ～ 

14:45 

ストーン・マウンテンで全体受付 

式典のアナウンス 

15:00 ～ クロージング式典 & フェアウェル（お別れ）パーティー 

17:30～18:30 頃 

 

ホスト・ファミリーの車でホテルへ移動 

ホテルで再登録とチェックイン （ホストとお別れ） 

（エバーグリーン・マリオット・コンファレンス＆リゾート泊） 

10 月 10 日 

（月・祝） 

- 05:45 まで 
06:00 

チェックアウトして、ロビー集合 
ホテル出発、アトランタ空港へ (車内でお弁当の朝食) 

09:05 
11:03 

DL629 便で アトランタ発 デトロイトへ 
デトロイト着 

12:10 

 

DL275 便でデトロイト発 成田へ 

（機内泊） 

10 月 11 日 

（火） 

14:30 

 

 

18:50 

20:30 

成田空港着 
 成田から、羽田空港へ空港リムジンバスで移動 
 
NH799 便で大分空港へ出発 

大分空港着 帰宅の途へ 

※ 中高生用「万次郎パスポート」も参照してください！ 

  

http://1.bp.blogspot.com/-d7Pn_VmwmII/Vt2BAkq1bhI/AAAAAAAA4hw/ZMskl7VnN6w/s800/nakayoshi_world_kids.png
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10/4の三春での集合時間や場所、また 10月 11日の解散等については、学校から指示がある予定です。 

 

月 日 時 間 スケジュール 

10 月 4 日 
（火） 

13:30 頃 成田空港に到着 

16:25 
13:20 
 
16:35 
20:10 
 
 
21:00 頃 

DL616 便でミネアポリス経由でアトランタへ出発 
ミネアポリスへ到着 
 
DL1997 便でミネアポリス出発 
アトランタに到着 
到着後、専用バスでホテルへ 
 
ホテルでチェックイン、サミット登録 

（ザ・ジョージアン・テラス泊） 

10 月 5 日 
（水） 

07:00 -08:30 朝食 

09:00 
09:15 
 
 
 
 
 
15:30 頃 

１階ロビー集合 
公民権・人権に関するツアーに出発 
・ カーターライブラリー 訪問 
   < 昼食 > 
・ 国立公民権・人権センター 訪問 
・ キング牧師 国立歴史地区 訪問 

 
ホテル戻り 

16:45 頃 １階ロビー集合  
フォックス劇場へ徒歩で移動 
 

17:00～ 

17:45 

18:00～ 

 

 

 

 

 

21:00 頃～ 

ビュッフェ・ディナー開始 

式典開始 （歓迎の辞、特別ｹﾞｽﾄ紹介、ｽﾎﾟﾝｻｰへの謝辞、浦安の舞紹介） 

浦安の舞 

歓迎挨拶など 

   ゴスペル・パフォーマンス 

  ペリー氏スピーチ、中浜家とホイットフィールド家の地球儀交換 

   等々 

 

閉会の辞、地域分科会の説明等、ホテルへ徒歩で移動 
（ザ・ジョージアン・テラス泊） 

10 月 6 日 
（木） 

07:00 – 08:30 朝食 

- 09:15 まで 

09:00 

10:00 – 11:30 

11:30 – 12:00 

 

12:20 – 12:35 

 

ホテルチェックアウト、ロビー集合 

ホテル出発 ワールド・オブ・コカ・コーラへ 

ワールド・オブ・コカ・コーラ見学 

ワールド・オブ・コカ・コーラ からエルキンス・ポイント中学校（ロズウェル） 

   < バスの中で、ボックス・ランチ > 

エルキンス・ポイント中学校からミルトン高校（アルファレッタ）へ 

ミルトン高校 到着 

 

13:00～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ミルトン高校 プログラム開始 

  歓迎レセプション 

  ホスト・シブリングと面会 （ペアになるミルトン高校の生徒と面会） 

  学校内のツアー 

  アイス・ブレーキング・アクティビティ （ｶﾌｰﾄ･ｹﾞｰﾑ、ｽｶﾍﾞﾝｼﾞｬｰ・ﾊﾝﾄ等） 

 

  ホスト・シブリングの保護者がピックアップ、ホスト・ファミリー宅へ 

 

（ホームステイ） 

福島県・葛尾中学校グループのスケジュール 
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10 月 7 日

（金） 

朝 ホスト・シブリングといっしょに登校 

08:20 – 12:30 ホスト・シブリングといっしょに授業に参加 

ホスト・シグリングといっしょに昼食 

12:30～ 北フルトン郡の名所などを訪問 
  - ノースポイント・ショッピング・モール（Northpointe Shopping Mall） 
  - オールド・ミル・パーク （The Old Mill Park – Waterfall） 
  - バロック・ホール、キャントン・ストリート・ショップ、ｽﾐｽ･ﾌﾟﾗﾝﾃｰｼｮﾝ 
    （The historic Bullock Hall, Canton Street Shops, Smith Plantation） 
 
ホスト・シブリングといっしょに、ホスト・ファミリー宅へ 

（ホームステイ） 

10 月 8 日 

(土) 

終日 ホスト・ファミリーとの一日 

                                  （ホームステイ） 

10 月 9 日 

（日） 

午前 – 13:00 

 

アルファレッタから、ストーン・マウンテンへホスト・ファミリーと移動 

ストーン・マウンテン公園でアクティビティ 

13:00 ～13:30 

13:30～ 

14:45 

 

15:00～15:10 

15:10～ 

 

 

17:10～ 

17:15 

ストーン・マウンテンの指定場所に集合、剣道や合唱の打合せ 

剣道着に着替え 

クロージング式典開始 

（特別ゲスト紹介、ｽﾎﾟﾝｻｰへの謝辞、葛尾中学校紹介） 

葛尾中学校 剣道パフォーマンス 

   感謝のスピーチ 

   ブルーグラス・バンド演奏 

 

   葛尾＆川内中学生による「花は咲く」合唱 

クロージング式典閉会の辞、翌日の出発に関する注意事項等 

17:30～ ホスト・ファミリーの車でホテルへ 

ホテルで再登録とチェックイン 

（エバーグリーン・マリオット・コンファレンス＆リゾート泊） 

10 月 10 日 

（月・祝） 

07:00 –  
- 08:30 まで 
08:45 
09:30 頃 

朝食 （お弁当をサミット・デスクでお渡しします。各自部屋でお召し上がりください） 

チェックアウトして、ロビー集合 
ホテル出発、アトランタ空港へ  
アトランタ空港着 

12:02 

 

 

DL295 便で アトランタ発  

直行便で成田へ 

（機内泊） 

10 月 11 日 

（火） 

15:15 

 

 

成田空港着 
 成田から、三春へバスで移動 

 

※ 中高生用「万次郎パスポート」も参照してください！ 
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10/4の川内での集合時間や場所、また 10月 11日の解散等については、学校から指示がある予定です。 

 

月 日 時 間 スケジュール 

10 月 4 日 
（火） 

13:30 頃 成田空港に到着 

16:25 
13:20 
 
16:35 
20:10 
 
 
21:00 頃 

DL616 便でミネアポリス経由でアトランタへ出発 
ミネアポリスへ到着 
 
DL1997 便でミネアポリス出発 
アトランタに到着 
到着後、専用バスでホテルへ 
 
ホテルでチェックイン、サミット登録 

（ザ・ジョージアン・テラス泊） 

10 月 5 日 
（水） 

07:00 -08:15 朝食 

08:45 
09:00 
 
 
 
 
 
15:15 頃 

１階ロビー集合 
公民権・人権に関するツアーに出発 
・ 国立公民権・人権センター 訪問 
   < 昼食 > 
・ キング牧師 国立歴史地区 訪問 
・ カーターライブラリー 訪問 

 
ホテル戻り 

16:45 頃 １階ロビー集合 (浦安の舞の踊り手は衣装を着て。着替えは持参) 
フォックス劇場へ徒歩で移動 

17:00～ 

17:45 

18:00～ 

 

 

 

 

 

21:00 頃～ 

ビュッフェ・ディナー開始 

式典開始 （歓迎の辞、特別ｹﾞｽﾄ紹介、ｽﾎﾟﾝｻｰへの謝辞、浦安の舞紹介） 

浦安の舞 披露 （終わったら、控え室で着替え） 

歓迎挨拶など 

   ゴスペル・パフォーマンス 

  ペリー氏スピーチ、中浜家とホイットフィールド家の地球儀交換 

   等々 

 

閉会の辞、地域分科会の説明等、ホテルへ徒歩で移動 
（ザ・ジョージアン・テラス泊） 

10 月 6 日 
（木） 

07:00 – 08:30 朝食 

- 09:15 まで 

09:00 

10:00 – 11:30 

11:30 – 12:00 

ホテルチェックアウト、ロビー集合 

ホテル出発 ワールド・オブ・コカ・コーラへ 

ワールド・オブ・コカ・コーラ見学 

ワールド・オブ・コカ・コーラ からエルキンス・ポイント中学校へ    

13:00 - 13:30 

13:45 – 14:31 

14:34 – 15:16 

16:30 -  

メディア・センターでミーティング 

学校内のツアー （6 年生といっしょに） 

クラブ活動への参加 

歓迎式典＠学校内カフェ 

 ※よさこいを披露 （法被着用） 

 

ホスト・ファミリー宅へ 

（ホームステイ） 

10 月 7 日

（金） 

08:00 – 08:40 ホスト・ファミリーと登校 

08:45 –  
 
08:53 – 09:45 
09:49 – 10:39 

朝のアナウンスメント 
 
1 時限目（７年生。日本からの生徒のプレゼンテーション、U.S.ﾄﾘﾋﾞｱ･ｹﾞｰﾑ） 
２時限目（６年生、日本語クラス） 

福島県・川内中学校グループのスケジュール 
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10:43 – 11::33 
11:38 – 12:28 
12:32 – 13:22 
13:26 – 14:16 
14:21 – 15:11 
15:15 – 16:05 
 
16:06 --  

３時限目（８年生日本語クラス。ピザつくり＠FACS ルーム） 
昼食 
5 時限目(8 年生日本語クラス) 
６時限目（他の授業のオブザーブ） 
７時限目（6 年生日本語クラス、ハロウィーン・スカベンジャー・ハント） 
8 時限目(他の授業のオブザーブ) 
 
ホストといっしょに帰宅 

（ホームステイ） 

10 月 8 日 

(土) 

終日 ホスト・ファミリーと過ごす一日 

                                  （ホームステイ） 

10 月 9 日 

（日） 

午前 – 13:00 

 

アルファレッタから、ストーン・マウンテンへホスト・ファミリーと移動 

ストーン・マウンテン公園でアクティビティ 

13:00 ～13:30 

 

14:45 

 

15:00～15:10 

15:10～ 

 

 

17:10～ 

17:15 

ストーン・マウンテンの指定場所に集合、 合唱の打合せなど 

 

クロージング式典開始 

（特別ゲスト紹介、ｽﾎﾟﾝｻｰへの謝辞、葛尾中学校紹介） 

葛尾中学校 剣道パフォーマンス 

   感謝のスピーチ 

   ブルーグラス・バンド演奏 

 

   葛尾＆川内中学生による「花は咲く」合唱 

クロージング式典閉会の辞、翌日の出発に関する注意事項等 

17:30～ ホスト・ファミリーの車でホテルへ 

ホテルで再登録とチェックイン 

（エバーグリーン・マリオット・コンファレンス＆リゾート泊） 

10 月 10 日 

（月・祝） 

07:00 –  
- 08:30 まで 
08:45 
09:30 頃 

朝食 （お弁当をサミット・デスクでお渡しします。各自部屋でお召し上がりください） 

チェックアウトして、ロビー集合 
ホテル出発、アトランタ空港へ  
アトランタ空港着 

12:02 

 

 

DL295 便で アトランタ発  

直行便で成田へ 

（機内泊） 

10 月 11 日 

（火） 

15:15 

 

 

成田空港着 
 成田から、川内へバスで移動 

 

※ 中高生用「万次郎パスポート」も参照してください！ 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-ZC5B63YgnYA/VpjCdKdYbTI/AAAAAAAA3Ao/rXfZiFLisc8/s800/group_student.png
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テーマ別分科会または地域分科会では、さまざまなプログラムを準備しています。それぞれの分科会のスケ

ジュールは、別途Ｂ５版の用紙で配布いたします。それをこのページに貼り付けてください。 

 

  

分科会スケジュール 

地域分科会のスケジュール表を

このページに貼付けてください。 
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※ウィキペディアや観光ガイドの情報を参考にしています。 

 

アトランタ市と広域アトランタ都市圏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジョージア州と桃 

ジョージア州は、ピー

チ・ステート（桃の州）と

呼ばれています。農産

物として州内では桃が

よく作られています。ま

た、アトランタを南北に

走るのは、ピーチツリ

ー・ストリート。このピーチツリー・ストリートは、「風と共に去りぬ」にも出てくる地名

で、この大会で宿泊するジョージアン・テラス・ホテルもこの通りに面していま

す。今年の大会のロゴも、桃をあしらったものとなりました。 

 
 

気候と服装                       寒暖の調節ができる服装で 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 アトランタ 基礎知識                           

【アトランタの概要】 

市の人口： 約 42万人  

都市圏（２９郡）： 約 530 万人 

広域都市圏（39郡）： 約 590万人 

市長： カシム・リード 

＜プロスポーツ＞ 

野球： アトランタ・ブレーブス 

フットボール： アトランタ・ファルコンズ 

バスケット： アトランタ・ホークス、アトランタ・ドリーム 

便利な時差早見表 

米国は一国内でも時差があり

ます。サミット期間中は EDT

（東部夏時間）です。 

飛行機の乗り継ぎや、サミット

終了後に米国内で移動される

際は、その地域がどの時間ゾ

ーンに属するのかご確認くださ

い。 

ジョージア州  ＝EDT 

ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ州 ＝EDT 

テキサス州 ＝MDT 

カリフォルニア州 ＝PDT 

 

以下の早見表は夏時間です。 

アトランタ市は、ジョージア州北西部に位置し、同州の州都であり米国南東部

における最大都市です。ジョージア州フルトン郡の郡庁所在地でもあります。 

アトランタ市内の人口は約４２万人ですが、２９郡を加える都市圏となると、約

530 万人、アセンズやゲインズビルを合わせた広域都市圏では 590 万人と

いう大都市になります。アトランタの住民は、「アトランタン」と呼ばれています。 

アトランタは、南部特有の夏の蒸し暑さと、冬が温暖であることから「ホットラン

タ」というニックネームがつけられています。 

2014 年には、ビジネス・人材・文化・政治などを対象とした総合的な世界都

市ランキングにおいて、世界 36位の都市として評価されています。 

 

日

本 

PDT MDT CDT EDT 

0 8 9 10 11 

1 9 10 11 12 

2 10 11 12 13 

3 11 12 13 14 

4 12 13 14 15 

5 13 14 15 16 

6 14 15 16 17 

7 15 16 17 18 

8 16 17 18 19 

9 17 18 19 20 

10 18 19 20 21 

11 19 20 21 22 

12 20 21 22 23 

13 21 22 23 0 

14 22 23 0 1 

15 23 0 1 2 

16 0 1 2 3 

17 1 2 3 4 

18 2 3 4 5 

19 3 4 5 6 

20 4 5 6 7 

21 5 6 7 8 

22 6 7 8 9 

23 7 8 9 10 

 

 

アトランタ市章 

夏の蒸し暑さから「ホットランタ」のニックネームを

持つアトランタですが、10 月は一年の中でもっと

も過ごしやすい季節です。平均気温は、東京とほ

ぼ同じです。 

ただし、最高気温は東京より高く、最低気温は東

京より低いため、カーディガンやジャケットなど、

調節のできる服装が必要です。また、室内などで

は、クーラーが強めに入っていることもありますか

ら、風邪を引かないよう、注意が必要です。 

 

低気温は東

ケットな
 

 

アトランタと東京の１０月の平均気温の比較 
 

アトランタ  東京 

  平均気温： 17.4 度  18.5 度 

平均最高気温： 22.6 度   21.6 度 

平均最低気温： 11.1 度  15.0 度 

降雨量    ：  77.5ｍｌ  163.1ｍｌ 
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アトランタの日本との時差は「マイナス 13時間」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アトランタは、「ダウンタウン」「ミッドタウン」「バックヘッド」の３つの地域で構成されています！ 

 

アトランタの業務・商業は、南から北へ、ダウンタウン、ミッドラウン、バックヘッド

の３箇所に集中しています。 

１． ダウンタウン 

もっとも古くから発展した地域で、州政府、市政府などの機関、市の名所も

集中しています。 

ワールド・オブ・コカ・コーラ、ジョージア水族館、CNN センター、オリンピック

公園などもダウンタウンにあります。 

 

２． ミッドタウン 

ダウンタウンから北２キロに位置する地域。宿泊ホテルのジョージアン・テラ

スやフォックス劇場は、このミッドタウンの南端にあります。 

 

３． バックヘッド 

ダウンタウンの北約１５キロに位置。もともとは高級住宅街でしたが、現在は中高層のオフィスビルも林立し、ま

た大型ショッピングモールもあります。日本総領事館は、このバックヘッドにあります。 

 

注意！ 日本のホテルにあってアメリカのホテルにないもの！ 

● 歯ブラシ・歯磨きセット： アメリカのホテルにはありません。持参するようにしましょう。 

● 寝巻き： 日本のホテルには浴衣等があるのが当たり前ですが、アメリカでは無いのが当たり前。 

● スリッパ： アメリカの人達は、ホテルの室内では裸足のことが多いようです。でも、日本の生活に慣れている私 

         達は、スリッパを持参するか、上記で紹介したようにビーチサンダル等で代用を。 

  

サミット大会の開催されるジョージア州の時間は、「東部時間」で、この時期は夏時間（サ

マー・タイム、またはデイライト・セイビング・タイム）です。 

アトランタと日本との時差は「－13 時間」。日本より、１3 時間遅れています。 

 

また、アトランタへ乗継便で出発される方は、その乗継ぎ空港の時間にもご注意ください。

米国には、４つの時間帯があります。また、サミット後に他の州をポスト・サミット・オプショナ

ル・プログラムなどで行かれる方も、アトランタと時差がある場合があります。 

  ⇒ 特に、飛行機の乗継の時はご注意ください！ 

前ページの時差早見表もご参照ください。 

 

 

 

太平洋時間 

ＰＤＴ 
山岳部時間 

ＭＤＴ 

中部時間 

ＣＤＴ 

東部時間 

ＥＤＴ 

アラスカ時間 

ハワイ時間 

カリフォルニア州 

コロラド州 

マサチューセッツ州 
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アトランタ空港（ATL）は「世界で最も忙しい空港」 

 
アトランタの玄関口は、ダウンタウンの南 16 キロに位置するハー
ツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港。この名称は、空港の
発展に尽力した元アトランタ市長であるウィリアム・B・ハーツフィー
ルドと、初の黒人市長であるメイナード・ジャクソンの 2人にちなん
でいます。 
世界一の稼動量と最高の効率性を誇り、「世界で最も忙しい空
港」と呼ばれています。年間航空機発着回数は約 95 万回。毎
日 2700以降の離発着便があり、80以上の海外市場、および
156 以上の国内市場を結んでいます。空輸貨物の能力も巨大
で、この空港から飛行機で２時間以内に、全米消費者の８０％以
上に配送可能といわれ、アトランタの経済の大きく寄与していま
す。 
 

日本との姉妹都市 

 
ジョージア州と鹿児島県は、姉妹州・姉妹県の提携を結んで今年で 50周年を迎えま
す。また、ポスト・サミット・オプショナル・プログラムが催されるサバンナの港と静岡県清
水港は姉妹港です。また、ジョージア州内には、以下のような日本との姉妹都市があり
ます。 
 
●アトランタ市＝福岡市 ●アメリカス市＝三次市 
●オーガスタ市＝宝塚市 ●コロンバス市＝桐生市 
●ダブリン市＝大崎市（三本木町） 
●メーコン市＝黒部市 ●ローム市＝熊本市（植木町） 

 

 

ジョージア出身の著名人 

ジョージア出身の著名人といえば、カーター元大統領がだ
んとつに有名ですが、他にも映画監督など、日本でもよく知
られた人達がいます。 
アリス・ウォーカー - 作家 
タイ・カッブ - 野球選手 (アメリカ野球殿堂表彰者) 
ジョシュ・ギブソン - 野球選手  
アースキン・コールドウェル - 作家   
ビル・テリー - 野球選手     
フランク・トーマス - 野球選手   
ダニエル・ブーアスティン - 作家・学者・歴史家 
ケビン・ブラウン - 野球選手   
ジョニー・マイズ - 野球選手   
ディーン・ラスク - 政治家 (国務長官)  スパイク・リー - 映画監督・作家・俳優 
スティーブン・ソダーバーグ - 映画監督  R.E.M. - ロックバンド  
ケニー・ロジャース - 野球選手   ジャッキー・ロビンソン - 野球選手 

 

コカ・コーラが公式に売られていない国 

 
コカコーラの本社はアトランタに置かれています。1886年にこの飲料が誕生し
たのもアトランタでした。地元の薬剤師が開発したコカ・コーラは 130年を経て
世界中に広がり、コカ・コーラ製品は約 500種類。世界中で飲まれています
が、公式に発売されていない国が２カ国だけあります。 
「ワールド・オブ・コカ・コーラ」に行くと、ツアーのガイドが、「この２カ国はどこでし
ょう」という質問をします。2016年 5月現在、答えはキューバと北朝鮮です。１
０月までに果たしてキューバでコカ・コーラが販売されるようになるでしょうか？ 
（北朝鮮はまだ時間がかかりそうですね）

広域アトランタ あんなことこんなこと                          

 

 

 

 

http://www.bing.com/images/search?q=%e7%a9%ba%e6%b8%af%e3%80%81%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88&view=detailv2&&id=105646B87782108A7DA17122AF44A9814E9C7203&selectedIndex=1&ccid=LI3F33Hw&simid=608012935987661522&thid=OIP.M2c8dc5df71f058f0bcadd930e4fbdcfao0
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コカ・コーラのレシピ（フォーミュラ）は非公開 
 

 

コカ・コーラは、世界初のコーラ飲料とされています。名前の由来は、当初コ

カの葉とコーラの実を原材料に使っていたことによるそうです。法律で禁止さ

れるまでは、微量のコカイン成分が実際に入っていたようです。 

アメリカで製造されたコカ・コーラの原液（シロップ）は、世界中に輸出され、

現地のボトリング会社がそのシロップを薄めて炭酸水で割るなどして瓶や缶

に詰めて販売しています。 

コカ・コーラのレシピ（フォーミュラ）

は非公開で、フォーミュラの文書は

1919 年からアトランタの某銀行の

金庫に厳重に保管されていまし

た。その後、一度だけ 1984年にフ

ォーミュラが変更されたことがあっ

たそうですが、抗議運動が起き、3

ヶ月で元に戻されました。こうした

歴史を背景に、コカ・コーラについては、「コークロア」と呼ばれる多くの都

市伝説も生まれてきました。例えば、「コカ・コーラの瓶は女性のボディー

ラインを参考にした」「コカ・コーラには辛口と甘口がある」「サンタクロー

スが赤い服を着ているのはコカ・コーラのＣＭが元祖」などです。真実を

部分的に含んでいるものもありますが、かなり誇張されているのが特徴で

す。 

創業 125 周年の 2011 年、アトランタに記念事業として博物館「ワール

ド・オブ・コカ・コーラ」が作られて、市民の人気のアトラクションになりました。今では、この博物館の一角に重厚な

金庫が設置され、そこにフォーミュラが納められています。「ワールド・オブ・コカ・コーラ」のツアーでは、この金庫

を見ることができます。 

 

広域アトランタの日系企業 

米国南東部一の商業都市アトランタとその周
辺には、多くの日系企業もそのビジネスを展
開しています。 
そうした企業で働く現地の人も多いことから、
親日的な地域でもあります。 
主な日系企業を右に紹介します。 
 

マーティン・ルーサー・キング・ジュニア 

1929 年生まれの、アトランタ出身の公民権運動家。大学卒業後に

南部アラバマ州で牧師となり、1950～60 年代に「非暴力主義」を

掲げる人種差別撤廃運動を主導しました。63 年にワシントンで行っ

た「I have a dream(私には夢がある)」の演説は希代の名演説として

知られています。64 年ノーベル平和賞を史上最年少の 35 歳で受

賞。 

彼が提唱したのは徹底した「非暴力主義」でした。インド独立の父、

マハトマ・カンディーに啓蒙され、自身の牧師としての素養も加わり、

一切抵抗しない非暴力を貫きました。彼は「非暴力抵抗を大衆市

民不服従に発展させる。そして支配者達が『黒人は現状に満足し

ている』と言いふらしてきた事が嘘であることを全世界中にはっきりと

見せる」と述べています。アトランタのキング牧師歴史地区には、彼

が影響を受けたガンディーの像も建っています。 

彼が率いた数々の非暴力抵抗運動の中で初期の頃の有名なのは、モンゴメリー・ばす・ボイコット事件でしょう。ア

ラバマ州モンゴメリーで、黒人のローザ・パークスが黒人に席を譲らなかったために逮捕され、これに強く抗議して、

黒人によるバスのボイコットが 382日の続き、ついには裁判所からバス車内での人種分離法は違憲であるという判

決を勝ち取りました。その後、このバス・ボイコット運動は各都市に広がっていきました。 

68年 4 月、抗議集会のため訪れていたテネシー州メンフィスの宿泊施設で暗殺された。享年 39 歳でした。 

 

 

コカ・コーラの開発者 
ジョン・Ｓ・ペンバートン博士 

・村田製作所 ・ＴＯＴＯ  ・リコー 

・ブリヂストン ・鹿島建設 ・リンナイ 

・YKK  ・ＹＫＫ AP ・ＴＯＰＰＡＮ 

・ヤマハ発動機 ・クボタ  ・東京三菱 UFJ 銀行 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:John_Pemberton.jpg
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キング牧師の演説「I have a Dream」 （抜粋） 

 

有名な「I have a Dream」の演説は、アメリカ各地で公民権運動が盛り上がりを見せる中、首都ワシントンにおいて、

リンカーンの奴隷解放宣言 100 年を記念する大集会で行われました。この１９６３年８月２８日に行われたワシント

ン大行進には参加者が２０万人を超える大規模なものとなり、公民権運動家、芸能人など多くの著名人も参加し

ました。この大集会もキング達が計画したものでした。 

 
私には夢がある。いつの日か、この国が立ち上がり、「すべ

ての人間は生まれながらにして平等であることを、自明の

真理と信じる」(訳注・アメリカ独立宣言)というこの国の信

条を真の意味で実現させるという夢が。 

 

私には夢がある。いつの日か、ジョージア州の赤土の丘

で、かつての奴隷の子孫たちとかつての奴隷所有者の子

孫たちが、兄弟の間柄として同じテーブルにつくという夢

が。 

 

私には夢がある。いつの日か、不公平と抑圧という灼熱の

炎にさらされているミシシッピ州でさえ、自由と正義のオアシスへと生まれ変わるという夢が。 

 

私には夢がある。いつの日か、私の 4 人の幼い子どもたちが、肌の色ではなく、人格の中身によって評価される国

で暮らすという夢が。 

 

今日、私には夢がある！ 

 

私には夢がある。いつの日か、卑劣な人種差別主義者たちがいて、「連邦政府の干渉排除」や「連邦権力の無効

化」という言葉を弄する州知事のいるアラバマ州でさえも、いつの日かそのアラバマでさえも、黒人の少年少女が

白人の少年少女と兄弟姉妹として手を取り合うようになるという夢が。 

 

今日、私には夢がある！ 

 

私には夢がある。それは、いつの日か、「谷はすべて身を起こし、山と丘は身を低くせよ。険しい道は平らに、狭い

道は広い谷となれ。主の栄光がこうして現れるのを/肉なる者は共に見る。主の口がこう宣言される」という夢が。 

 

これが我々の希望である。この信念をもって、私は南部へ帰る。 

 

この信念があれば、我々は絶望の山の中から希望の石を切り出すことができる。 

この信念があれば、我々はこの国の騒々しい不協和音を美しき兄弟愛のシンフォニーに変えることができる。 

この信念があれば、我々はいつの日かともに働き、ともに祈り、ともに闘い、ともに罪を償い、ともに自由のために立

ち上がることができるだろう。いつの日か自由になると確信して。 

 

そしてその日こそが、その日こそが、神の子たち全員が新しい意味を込めて、このように歌うことができる。「わが祖

国、それは汝のもの。素晴らしき自由の地よ、汝に私は歌う。わが祖先たちが骨を埋めた大地よ、巡礼者の誇りで

ある大地よ。あらゆる山々から、自由よ、響きわたれ！」 

そして、アメリカが偉大な国家となるためには、これを実現せねばならない。 

だからこそ、自由の鐘を響かせよう、ニューハンプシャーの広大な丘の上から。 

 自由の鐘を響かせよう、ニューヨークの雄大な山脈から。 

 自由の鐘を響かせよう、ペンシルベニアのアレゲーニー山脈の高みから。 

 自由の鐘を響かせよう、雪に覆われたコロラドのロッキー山脈から。 

 自由の鐘を響かせよう、カリフォルニアのなだらかな丘陵から。    それだけではない。 

 自由の鐘を響かせよう、ジョージアのストーン・マウンテンから。 

 自由の鐘を響かせよう、テネシーのルックアウト・マウンテンから。 

 自由の鐘を響かせよう、ミシシッピのすべての丘とくぼみから。すべての山々から、自由の鐘を響かせよう。 

 

これが実現した時、自由の鐘を響かせた時、あらゆる村やあらゆる集落、あらゆる州とあらゆる都市から自由の鐘

を響かせた時、我々は神の子全員が、そして黒人も白人も、ユダヤ教徒もユダヤ教徒以外の人も、プロテスタント

もカトリックも、ともに手をとり合って古い黒人霊歌を歌うことのできる日が来るのを早めることができる。 

「ついに自由になった! ついに自由になった! 全能の神に感謝しよう、我々はついに自由になったのだ!」  

 



 19 

 

言葉や表情 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出会い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部屋の使い方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

はじめてホームステイする方のためのヒント           

「間違えたら恥ずかしい、質問しても答えが聞き取れなかったら・・・」。日本人は遠慮したり、恥ずかしがったりしが

ちです。外国人である私たちが単語や文法を間違えるのは当たり前。間違うことを怖がらず、黙っているのは避け

ましょう。単語を並べるだけでも、相手は理解しようと努力してくれます。辞書（電子辞書やスマ-ﾄﾌｫﾝが便利）を

見せる、スペルや文章を紙に書く、身振り手振りなども使ってみましょう。 

分からない時は、「（わかりません） I am sorry, but I don’t understand」、「（もっとゆっくりお願いします） Please 

speak more slowly」、「（書いてもらえますか）Will you write it down?」などとお願いすれば、快く相手は聞いてく

れます。 

多くの家庭では、家の中でも靴は履いたままです（靴を脱ぐ家庭も一部あります）。玄関マットがあれば、靴をぬぐっ

てから入るのがエチケット。着いたら最初に、家の中を案内してくれるかもしれません。あまり堅苦しくせず、遠慮せ

ずに気楽に。（ただし、ホテルではありませんから、身の回りのことは自分でします） 

体調が悪くなった、ものをなくした、など何か問題が起きたときには、すぐホストファミリーに伝えます。ホストファミリ

ーに言いにくいことや話が通じないなどの場合は、ボランティアや事務局に電話で相談してください。 

行きたい場所やしたいことがあれば、リクエストした方がホストファミリーは助かります。可能かどうかは分かりません

が、とりあえず聞いてみましょう。 

一日の終わりには、翌日何時に朝食か、出かけるなら出発は何時かを確認しておきます。 

 

使っていいバスルーム（トイレ、お風呂は一室になっています）、洋服をしまう場所、

電気のスイッチ、ゴミ箱なども最初に確認しましょう。 

部屋の温度については、一般的に、家全体が一定の温度で、部屋ごとの温度調節

はできないようです。洋服を脱ぎ着をして調節を。ただ、あまり寒すぎたり、暑すぎる

時には、ホストファミリーに相談します。言わなくてはわかってもらえませんから。 

貴重品は、持ち歩くか、スーツケースに入れて鍵をかけ、念のためクローゼットの中

など人目につかない所にしまいます。貴重品の管理は自己責任です。 

そして、アメリカでは「自分の気持ちを察してもらえることはない」くらいに覚悟しておきましょ

う。言葉にしなくては、相手に伝わりません。好き嫌い、Yes か No か、感謝の気持ちや嬉

しい、楽しい、困ったなど、大げさかなと思うくらいに言葉に出してジェスチャーを交えなが

ら伝えましょう。単語だけでも大丈夫です。 

また、自分の気持ちを顔に表すことも大事です。楽しい時は楽しい表情、困った時は困っ

た表情をします。困っているのに楽しく笑っていると、相手は誤解してしまいます。日本で

は、顔に感情を出すことはあまり良いこととはされていませんが、米国では誤解されること

がありますから、いつもよりも大げさに顔に感情を表現しましょう。 

 

● 最初に聞いておくこと！ 

- お風呂： シャワーとバスタブの使い方（温度調節、シャワーとの切替など） 

- 自室： スイッチの場所、エアコンの調節方法 

- ゴミ： どのように分別するのか、分別したゴミはどこに捨てるのかなど 

- 洗濯機： 借りる場合には、使い方や洗剤の置いてある場所を聞きます 

（アレルギーや食べられないもの等の情報は、すでに渡してありますが、念の

ために伝えるのも良いでしょう） 

 

自分の部屋の扉は、基本的に開けておきましょう。在室中で、眠ったり

着替えたりする時以外は開けておきます。扉を閉めてあるのは、邪魔し

ないでほしい状態と判断されます。 

誰かの部屋に入る時には、扉が開いていても閉まっていても、まずノック

をし、入っていいか尋ね、大丈夫であることを確認してから入ります。 
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お風呂とトイレ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食  事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外  出 

 

 

 

 

 

 

一般に、使っていない時は、バスルームの扉は半開きにします。ドアが閉まっているのは「使用中」の意味なの

で、ノックしたり開けたりしないようにします(ただし、家庭によって習慣は異なります)。 

水の流れが悪いときや詰まってしまったときなどは、「（トイレが流れません）I can’t flush the toilet.」と知らせます。

日本ほど水量が多くないので、一度にたくさんの紙を流さないようにします。トイレットペーパー以外は絶対に流し

てはいけません。故障の原因になります。 

お風呂に入る時は床を濡らさないように、シャワーカーテン（ビニールのカーテン）の裾を

バスタブの中に垂らします（ビニールと布のカーテンが二重の場合には、内側のビニール

カーテンの裾だけバスタブ内に入れます）。 

浴槽にお湯を張るときには、栓を確認し、とめ忘れないように注意します。 

タオルは、大中小の３種類。大はバスタオル、中は手や顔を拭くもの、小（２０㎝四方ぐら

いの正方形）は、手を拭いたりお風呂で体をこすったりするのに使うタオルです。 

 

 

アレルギーや好き嫌いで食べられないものがあれば、ホストファミリーに伝えます。 

家庭によっては、食事の前にお祈りをすることもあります。お祈りが終わるまで待ちます。誰かが食べ始めるのを

待つとよいでしょう。 

残すときは「（ごめんなさい。試したのですが、あまり好きじゃありません）I’m sorry, I tried this, but I don’t like it 

very much.」と断ります。食べ切れなかったら無理をせずに「（とてもおいしいのですが、もうおなかいっぱいです）

it’s very good, but I’m full.」「（もう食べられません）I can’t eat any more.」。おいしいときには、「Excellent! Very 

good!」「（大好きです）I like it very much.」など、少しおおげさに言う方が、相手は喜びます。 

水道水は飲めますが、塩素がきついこともあります。心配な方は、ミネラルウォーターを入手しておく方が良いか

もしれません。レストランでは「Water, please」と言えば、無料の水（水道水）が出ます。ミネラルウォーターは

bottled water （ボトルド・ウォーター）/mineral water（ミネラル・ウォーター）と言います。 

食事には必ずしもパンが出るとは限りません。パンが主食というわけではないのです。 

レストランでは、持ち帰り用の袋「(ドギーバッグ)doggy bag」か箱「（ボックス・トゥ・ゴー）box to go」をもらって、残

したものを持ち帰ることができます。 

 

ホームステイする地域は比較的安全な場所ですが、それでもなるべく誰かといっしょに行動する

ように心がけ、常に周囲に気をつけましょう。迷った時のために、ホストファミリーの住所と電話番

号、携帯電話番号をメモにして持ち歩いてください。なお、暗くなってから一人で近所を散歩す

るのもお勧めしません。 

多額の現金は人前で見せないように気をつけます。普通、アメリカ人は現金を数ドル～数十ドル

くらいしか持ち歩きません。万一事件に巻き込まれても、抵抗してはいけません。お金目当てな

ら、ポケットやカバンに手を入れずに、現金が入っているところを指で指します。 

 

 

 

寝室にそれぞれ専用のバスルームがあることも多いようですが、付いていない場合は、指定されたバスルームを

使います。トイレとお風呂がいっしょなので、共同で使うバスルームなら、他の人が利用しそうな時間帯は、なるべ

く使用時間を短くします。 

＜食事中のマナー＞ 

・ ずずーっという音をたてないように注意します。それには吸い込まないことです。

スプーンの食べ物を口の中に置くつもりで、先端を直角に口に入れます。特にパ

スタは、ほとんどの日本人は無意識にラーメンのようにすすっているのでご注意

を。 

・ 塩などをとりたい時は、他の人の前に手を伸ばしてとらず、いちばん近い人に頼み

ます「(塩を取っていただけますか？)Would you pass me the salt?」 

・ 食事中は基本的には席を立たないようにします。どうしても中座するときは「（ちょ

っと失礼します）Would you excuse me for a moment?」の一言を。ナプキンは、

テーブルの上にくしゃくしゃと置かず、椅子の上に置いて席を立ちます。 

 

 

 

 

 

ドライヤーが必要ならば、ホストファミリーに貸してもらいましょう。 

下着程度の洗濯なら、お風呂で手で洗うのが簡単。ホストファミリーに乾燥機を使わせてもらうか、よく絞ってタ

オルで十分に水分をとって、夜間に自分のバスルームか部屋で干します（共同で使うバスルームには干さない

でください）。ただ、部屋で干す場合は、水がしたたり落ちないようにしっかりタオルで水分をとります。洗濯物を

外に干すのは厳禁です。 
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くつろぎの時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おみやげ 

 

 

 

 

 

 

 

 

おわかれ 

 

 

 

 

 

 

 

  

日本文化（お茶、お花、書道、踊り、武術など）を実演してもいいですし、写真、折り紙

など話の種になるものを持っていくと助かります。 

サミット大会に毎回参加されている方は、ホストファミリーの名前を漢字で筆で書いて持

参されたり、お好み焼きを焼いてあげたりされているようです。（お好み焼きの材料の小

麦粉、キャベツ、豚肉などはアメリカでも入手可能） 

会話の役に立つ小道具としては、以下のようなものがあります。 

･･･・・・・・・・・・・・・・・・ 

家族やペット・行事の写真、日本地図・世界地図・風景写真の絵葉書、折り紙と折り紙

の本、色紙と筆ペン、茶道セット（抹茶と茶せん）、日本のおもちゃ（紙風船、けん玉、お

はじき、ダルマ落とし、日本の歌のカセットテープやＣＤ、日本の雑誌、料理の本、ｅｔｃ 

おおげさに考えてしまいがちですが、ホームステイには高価なお土産は不要で

す。相手が重荷に感じない、小さな手軽なもので十分。上記「くつろぎの時間」

で紹介した小道具をあげるとか、あるいは例えば以下のようなものはいかがでし

ょう？ 

・  家族の写真やメッセージなどを貼った色紙 

・ 手作りの日本風の手芸品（自分で作ったものなら、もっと喜ばれます） 

・ 自分で書いた書道の作品（漢字の意味も調べておきます） 

・ ピンバッジ、お箸と箸置きセット、日本風のキーホルダー 

お名残り惜しいけれど、お別れの時がやってきます。滞在中のお礼に、長

い文章を言うのが大変ならば、カードやお手紙にして渡すのも一つの方法

です（あらかじめ、日本のカードや便箋と封筒を持っていくと慌てずにすみま

す）。 

 

帰国後は、お礼の e-mail か手紙を出しましょう。季節のグリーティングカー

ドの交換など、おつきあいが続けばいいですね。 

 

アメリカの電圧とプラグ ： 

 アメリカの電圧は 120ボルトで、プラグは三つ穴です。日本の 100ボルト、2つ穴の製品もほとんどの場合そ

のまま使えます。ただし、長時間使用したい時などは、変圧器を使った方が安全です。携帯機器（携帯電

話、ｉPodなど）の充電器やＰＣコードには、ほとんどの場合変圧器が内蔵されており、そのまま使用できます。 

 

アメリカの度量衡 ： 

  長さはインチ（inch、2.54ｃｍ）、重さはポンド（lb、454ｇ）、距離はマイル（mile、1.61ｋｍ）です。 

  容量はパイント（pint、473ｍｌ）、クォート（quart、950ｍｌ）、ガロン（gallon、3,8 リットル）です。 
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SAY IT IN ENGLISH                英語で話そう  

 

  
WHEN SPEAKING ENGLISH 

I can’t say it in English. 

Would you say it again, slowly please? 

How do you pronounce this word? 

I can read English better than I can speak it. 

Please write it down.   

If you write it I can understand it. 

 

AT THE TABLE 

A: Do you have any likes and dislikes? 

B: Eggs don’t agree with me. 

----- 

A: What is your favorite food / dish? 

B: My favorite is curry and rice. 

----- 

A: What is your favorite Japanese dish? 

B: Sushi. 

----- 

A: Do you miss Japanese food? 

B: Not very much. 

----- 

A: Would you like some more to eat? 

B: No, thank you, I’ve had sufficient. / I’m full. 

----- 

A: Would you like some more dessert? 

B: Yes, I would please.  It was very nice. 

----- 

A: I would like to learn to cook like you. 

  Please show me how to cook American- style. 

  Do you mind if I stand beside you and watch you    

  cooking sometimes? 

B: No, I don’t mind.  Please do so. 

----- 

A: Would you like another cup of coffee? 

B: Yes, please. 

A: Do you take milk in your tea? 

B: No, thank you. / Yes, please.  I take milk and 

   sugar. 

----- 

A: Pass me the salt, please. 

B: Oh, I’m sorry.  Here you are. 

----- 

 

ホームステイのための、すぐに役立つ英会話集             

英語を話す時 

それを英語で言えません。 

もう一度ゆっくり言ってくれませんか。 

この単語の発音を教えて下さい。 

英語を話すより読む方がよく解ります。 

それを書いてください。 

そうしてくだされば、分かるので。 

 

食事の時 

A: 何か好き嫌いがありますか。 

B: 卵は私にあいません。 

----- 

A: 好きな食べ物は何ですか。 

B: 好きな食べ物はカレーライスです。 

----- 

A: 好きな日本食は何ですか。 

B: 寿司です。 

----- 

A: 日本の食べ物がなくて寂しいですか。 

B: いいえ、それほどでもありません。 

----- 

A: もう少し何か食べますか。もう少し食べなさい。 

B: ありがとう。でもお腹が一杯です。 

----- 

A: デザート、もう少し食べませんか。 

B: はい、いただきます。とてもおいしかった。 

----- 

A: あなたのように料理を習いたい。 

   アメリカ料理の作り方を教えて下さい。 

    あなたが料理を作っている間、隣に立っていたら 

   邪魔ですか。 

B: いいえ、少しも。どうぞそうしてください。 

----- 

A: コーヒーをもう一杯どうですか。 

B: はい、ありがとう。 

A: お茶にミルクを入れますか。 

B: いいえ、結構です。/ はい、入れてください。 

   ミルクと砂糖を入れてください。 

----- 

A: お塩を取ってください。 

B: あっ、すいません。はい、どうぞ。 

----- 

 
ASKING “WHEN” 

A: Today, I will go to _______. 

B: What time will you leave? 

A: At 9:30 a.m. 

B: When will you come back? 

A: I’m not sure, but I think I will be back early. 

 

「時間」などを尋ねる時 

A: 今日は＿＿＿に行きます。 

B: 何時に出かけますか。 

A: ９時半です。 

B: 何時に帰りますか。 

A: 分かりませんが、早いうちに帰ります。 
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DIRECTION 

A: Excuse me.  Could you tell me how to get to ___  

   Hotel from here? 

B: Sure.  Go along this street until you come to the 

   next traffic lights.  Turn right and walk for about 

   200 yards.  You will see ___ Hotel on your left. 

----- 

A: Excuse me.  Could you tell where the nearest 

   post office is? 

B: Yes.  It is on the Second Street. 

 

SICKNESS 

A: You don’t look well.  What is the matter? 

   Are you feeling ill? 

B: I have a sore throat and a headache. 

A: You must have caught a cold. 

----- 

A: I don’t feel well today. 

B: What do you want me to do? 

A: Please call Mr. Hirata, and tell him about me. 

B: OK.  I will call him soon. 

----- 

A: Let me take your temperature. 

B: Yes, I think I may have a fever. 

A: You had better stay in bed today. 

B: How long do I have to stay in bed? 

A: Until your temperature return to normal. 

----- 

A: I have an upset stomach. 

B: Have you ever been sick like this before? 

A: Yes, sometimes. 

 

行き先 

A: すみませんが、ここから＿＿＿ホテルに行く道を 

   教えてくれませんか。 

B: いいですよ。次の信号までこの道を行って、そこで 

   右に曲がり、２００ヤードほど行ってください。左側 

に_____ホテルがあります。 

----- 

A: すみませんが、一番近い郵便局はどこですか。 

 

B: セカンド・ストリートにあります。 

 

病気 

A: 顔色が悪いですよ。どうかしましたか。 

   気分が悪いのですか。 

B: のどが痛くて、頭痛がします。 

A: 風邪をひいたに違いないです。 

----- 

A: 今日は気分が悪いです。 

B: どうして欲しいですか。 

A: 平田さんに電話して、伝えてください。 

B: いいですよ。すぐに電話します。 

------ 

A: 熱を計らせてごらん。 

B: はい、熱があると思います。 

A: 今日は寝ていた方がいいですね。 

A: どのくらい寝ていなければなりませんか。 

B: 正常な体温に戻るまでです。 

----- 

A: お腹が少しおかしい。 

B: こういうことが以前にもありましたか。 

A: はい、時々ありました。 

 

I WOULD LIKE TO … (PERMISSION) 

A: I would like to go the shopping center. 

B: That’s OK. 

----- 

A: Do you mind if I use the telephone, please? 

B: No.  Go ahead. (Please do so.) 

----- 

A: Do you mind if I take a bath now? 

B: No, please do so. 

 

～したい （許可） 

A: 買物に出かけたいのですが。 

B: いいですよ。 

----- 

A: 電話を使わせていただいてもよろしいでしょうか。 

B: どうぞお使い下さい。 

----- 

A: 今お風呂に入ってもいいでしょうか。 

B: もちろん、どうぞ。 

 

BUYING THINGS / MONEY 

A: I would like to buy a sweater, please. 

  May I try this on? 

B: Yes. Certainly. 

----- 

1. It is too expensive for me. 

2. Could you change this note for me, please? 

3. Please let me pay for my own ticket. 

4. Excuse me, how much does this cost? 

5. Excuse me, how much does it cost to send a 

letter to Japan by airmail? 

6. Could you tell me where I can buy a _____? 

 

買物とお金 

A: セーターを買いたいのですが。これを試着していい 

ですか。 

B: どうぞ、どうぞ。 

----- 

１．高すぎます。 

２．このお札を両替してくれませんか。 

３．私の切符代は私に払わせてください。 

４．すみませんが、これはいくらですか。 

５．すみませんが、日本宛の手紙は航空便でいくらで 

すか。 

６．＿＿＿はどこで買えますか。 
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  EXCUSE AND APOLOGY 

A: Excuse me for being late.  

         Keeping you waiting. 

         troubling you.  

         worrying you.  

  not telling you. 

B: That’s all right.  What happened? 

A: I missed the bus. 

  My watch was wrong. 

  I couldn’t find my camera. 

  I lost my way. 

  I slept in. 

  I didn’t feel well. 

  I forgot all about it. 

 

謝り方 

A: 遅れてすみません。 

お待たせしてすみません。 

ご迷惑をかけてすみません。 

ご心配をかけてすみません。 

お話しないですみません。 

B: どういたしまして。どうしましたか。 

A: バスに乗り遅れました。 

時計が遅れていました。 

カメラが見つからなかったのです。 

道に迷いました。 

寝過ごしてしまいました。 

気分が悪かったのです。 

このことをすっかり忘れていました。 

 

THANK YOU 

A: Thank you very much for the book. 

B: Not at all. / You are welcome. / 

  Don’t mention it. / Not at all. I should thank you. 

----- 

Thank you for helping me. 

talking with me. 

      giving me a ride. 

      taking me with you. 

      being so kind to me. 

      taking care of me. 

Thank you for teaching me. 

letting me use your telephone. 

      giving us such a good time. 

----- 

Thank you for your kindness. 

      everything. 

お礼と感謝 

A: 本をありがとう。 

B: いいえ、どういたしまして。 

 どういたしまして。こちらこそ。 

 

手伝ってくれて、ありがとう。 

話をしてくれて、ありがとう。 

乗せてくれて、ありがとう。 

連れて行ってくれて、ありがとう。 

親切にしてくれて、ありがとう。 

世話をしてくれて、ありがとう。 

教えてくれて、ありがとう。 

電話を使わせてくれて、ありがとう。 

こんな楽しい時を過ごさせてくれて、ありがとう。 

----- 

ご親切に感謝します。 

あなたのご好意すべてに感謝します。 

 

THE TELEPHONE 

A: Do you mind if I use your telephone? 

B: No, go right ahead. 

----- 

1. I would like to make a telephone call to Japan. 

2. Would you please help me? 

3. I want to make a “collect call” so that my parents 

  in Japan will pay the bill. 

4. My number in Japan is 03-3146-7974. 

5. My host family’s number is 777-555-3452 

 

電話 

A: 電話を使って差し支えないですか。 

B: はい、どうぞ使ってください。 

----- 

１．日本に電話をしたいのです。 

２．手伝ってくれませんか。 

３．日本の両親に電話代を払ってもらうコレクト・コールに 

  したいのです。 

４．日本の家の電話番号は 03-3146-7974 です。 

５．ホスト・ファミリーの電話番号は 777-555-3452です。 

 
ET CETRA, ET CETRA ……. 

I’ll see you later. 

Where can I wash my hands? 

It is a nice picture, isn’t it? 

----- 

Don’t mention it. 

Wait a moment please. 

Dinner is ready. 

Are you ready? 

Don’t worry.  I’ll be OK. 

----- 

Here is a present for you. 

 

その他、いろいろな表現 

また会いましょう。さようなら。 

手を洗いたいのですが。 

素晴らしい絵ですね。 

 

お気になさらずに。 

ちょっと待ってください。 

夕食が出来ました。 

準備が出来ましたか。 

心配しないで。大丈夫だから。 

----- 

あなたへの贈り物です。 

 



 25 

 

 

服装や靴 【気温の変化に注意！ 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホテルのアメニティについて  

 

 

 

 

 

 

 

クレジットカード、お持ちの方はご持参ください！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドルの準備について 

 

 

 

 

 

 

チップについて   

 

 

 

 

 

  さあ、旅の準備を始めましょう！！ ◆重要◆              

「基礎知識」の章でも「気候と服装」の欄でもアトランタの 10月の気温などをお知らせしています。 

10 月は雨も少なく、一年中で一番過ごしやすい時期です。平均気温は、東京とほぼ同じです。ただし、近年は

年によって、極点に寒暖の差が生じることがあるようです。日中は汗ばむほどでも、日が落ちると急激に気温が

下がることもあります。また、建物の中は冷房が効きすぎていることもあります（概して、米国の方は日本に住む

私達よりも寒さに強いようです）。また、飛行機の中も冷えることが多いので、カーディガンやジャケットのように

重ね着のできる服装でお出かけください。サミット大会中は、歩くことも多いので、全般においては、カジュアルで

動きやすい服装をお勧めします。オープニング式典では、少々おしゃれをされる方もありますが、ドレスコードは

特にありません。また、旅の楽しさを左右するものの一つが靴です。履きなれないものを使用すると、せっかくの

サミット大会が楽しいものではなくなってしまいます。履いていて疲れない靴でご参加ください。 

サミット大会には、ホテル宿泊も含まれています。米国のホテルには通常、ハブラシ＆歯磨き、スリッパ、寝巻

きなどのサービスはありません。シャンプーやリンス、石鹸は、多くの場合には備えてありますが、念のために持

参されることをお勧めします。ただし、液体物は飛行機に乗る際には、手荷物として機内に持ち込まず、スーツ

ケースに入れてください。9.11のテロの後、機内持込みの液体物は大変厳しく制限されています。 

スリッパは、日本人にとってホテルの自室で快適に過ごすためには必需品のようです（アメリカの方はホテルの

部屋では裸足のことが多いようです）。ビーチサンダルを持参すると、スリッパ代わりにもなります。ただし、靴下

を履きたい方は、足袋ソックスか５本指ソックスが必要ですね。 

参加者の皆様のホテル代金（ジョージアン・テラス２泊、エバーグリーン・マリオット 1泊）は、旅行代金に含まれ

ています。しかしながら、ホテルの部屋で有料のサービスを受けたりする場合には、フロントでクレジットカードの

登録が求められます。これは、宿泊代金とは別に、部屋での飲食（ルームサービス）を利用したり、e-mail や電

話を使用したりする際、ホテル側が料金徴収のミスを防ぐためでもあります。ちなみに現在、米国のほとんどの

ホテルでは、クレジットカードがないとチェックインできません（代わりに 50 ドルほどのデポジットを払えばＯＫの場

合もあります）。今回のサミット大会では、部屋で有料サービスの提供を受けなければクレジットカードは必要あり

ませんが、いずれにしても多額の現金を持ち歩くことは危険です。クレジットカードは旅に便利なツールです。 

 

米国人は、あまり現金をたくさん持ち歩く習慣がありません。現金は少しで、あとはクレジットカードや小切手など

を利用しています。クレジットカードを持っていないと信用してくれないことさえあります。ただ、そうはいってもちょ

っとしたお買いものやチップなど、現金が必要となるシーンも結構ありますから、一定のドルは日本から準備して

行きましょう。 

日本に住む私たちには、チップは悩みの種。どんな時に、いくら渡したら良いのかは、旅行書などに説明があり

ます。だいたい、高級レストランのディナーやタクシーは 15～20％が目安で、サービスの良し悪しで加減しま

す。ランチやカジュアルなレストランなら 10％前後。クレジットカードで支払う時には、もってきた伝票にチップ分

と合計金額を書きいれます。ファーストフード店ではチップは不要です。 
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■重要■ 荷物には、日本旅行から配布される荷札を必ずつけてください！

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ザ・ジョージアン・テラスでの参加登録・チェックインについて 

 

 

 

 

 

 

未成年とお酒について 

 

 

 

 

 

 

■ポスト･サミット･オプショナル･プログラムへの参加者は注意！■ 

  

  アメリカの国内線に乗る時の、飛行機への手荷物預けについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

  アメリカの国内線に乗り継ぐ時は、時差に注意！ 乗り遅れのないように！ 

 

 

  

出発前に、皆様のお手元に日本旅行（ＮＴＡ）から荷物につける荷

札が送られてきます。皆様のお名前も記入されています。 

飛行機に預ける荷物には必ず、またできれば機内持込みの手荷

物にも、この荷札を付けてください。これは、旅の途中で荷物が無く
ならないようにするために、大変重要です。 

到着空港での荷物を受取りの際は、NTA の名札が付いているもの

がサミット大会参加者の荷物と認識します。ご自身で名札をお付け

になる場合でも、必ず KNT が配布する荷札もいっしょにお付けくだ

さい。 

 

サミット大会初日と翌日の夜は、アトランタ市内のホテル、ザ・ジョージアン・テラスに宿泊します。 

到着したら、ホテルのロビーで、まずはサミット・デスクで登録を済ませてください。参加者の皆様には、大会に

関係した資料などをお渡しする予定です。部屋の鍵も、この登録時、またはホテルのフロントに移動していただ

き受けとってもらう予定です。詳細は、後ほどお知らせします。上記の一連の作業には、少々時間がかかります

が、ご了承ください。 

ジョージア州ではお酒が飲めるのは 21歳からです。20歳の方はまだ飲んではいけません。米国では未成年の

飲酒は大変厳しく規制されます。お酒を買う時にも、見た目でしっかり大人と分かる場合であっても、身分証明

書（私たちはパスポート）の提示を求められることがあります。こういう時は、「若く見られたのだ」と喜んでおきま

しょう。なお、未成年に大人がお酒を勧めるのも禁物です。これも犯罪ですから、けして未成年にはお酒を勧め

てはいけません。 

ポスト・サミット・オプショナルプログラムに参加される方の中には、その日のうちには国際線にのりつがず、アメリ

カの中の国内線だけを利用することがあります（アトランタ⇒ボストン、アトランタ⇒サバンナ、アトランタ⇒ダラス

など）。 

24 時間以内に乗り継ぐ国際線の航空券を持っていれば、預ける荷物に料金はかかりませんが、そうでない場

合は、チェックインの際に、預ける手荷物１個目から料金を請求されます（25 ドル程度）。この料金は、各自で

お支払いいただくことになります。機械を使ったチェックインの場合は、クレジットカードでの支払いとなります。 

（24 時間以内に乗り継ぐ国際線の航空券を持っている場合には、機械ではなく、有人のカウンターにて、国際

線の航空券を持っていることを示して、チェックインした方が確実です） 

 

 

 

「基礎知識」のページでもアメリカ国内の時差について解説していますが、米国本土だけで４つ

の時間帯があります。例えば、アトランタからダラス経由でロサンゼルスに行く場合、アトランタ

とダラスで１時間の時差があります。ダラスでも時計を合わせておかないと、乗継ぎに失敗す

ることがあります。また、ダラスとロサンゼルスでは 2 時間の時差がありますので、ロサンゼルス

でもう一度時計を合わせてください。くれぐれも中継地で乗り遅れがないようにご注意ください。  
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大きさ・重さについて 

飛行機に載せられる荷物には 2種類あり、「機内持ち込み手荷物」と 

「受託（じゅたく）荷物（預かり荷物）」があります。それぞれ個数や大きさ

に制限がありますので、ご注意ください。 

 

① 機内持ち込み手荷物」 （ハンドバッグやリュックなど） 
・・・機内の座席までもっていく荷物のこと。 

   航空会社によって制限が若干異なります。 

     

   ●デルタ航空の場合 
 個 数： 機内持ち込み用バッグ 1 点 ＋ 

および身の回り品（ハンドバッグ等） 1 点 
 大きさ： 荷物の 3辺の合計が 114cm以内 
       各辺、56cm×35cm×23m以内 
 重 さ：制限は特になし 
 

■ 重要！液体物は機内に持ち込めません！■ 

機内に液体物は持ち込めません。100ｍｌ以下の容器に入った液体まで

は持込み可能ですが、その場合でも、透明の容器に入れるなどの規制

があります。液体物は機内に持ち込めない、と考えておいてください。 

 

 

 

②「受託（じゅたく）荷物(機内預かり荷物)」 

・・・飛行機に乗る前に預ける大きな荷物のこと。 

       航空会社によって異なります。 

デルタ航空の場合は、右図をご参照ください。 

 

制限を超えると超過料金がかかります。 

超過料金は高いので、制限を超えないようにお気をつけください。 

上記以外の特殊な荷物を持ち込む場合は、お問合せください。 

 

※ポスト・サミット・オプショナル・プログラムなどで、サミットの後に米国内の

国内線に乗り、その後２４時間以内に国際線に乗り継がない場合は、受託

手荷物にはデルタ航空の場合には一個あたり２５ドルかかります。各自、空

港でクレジットカードでお支払いいただきます。 

 

快適に移動するために・・・ 

大会出発前に専用の荷札をお渡ししますが、目立つようにスカーフやバ

ンド等をつけることをお勧めします。 

見つけやすいだけでなく、紛失も 

防げます。  

出発準備 ＜荷物について＞   

 

とても良く似たスー

ツケースがありま

す。目印を！ 

 

 

縦＋横＋高さの和が

157cm 以内 

重さ：23kgまで 

＜２個まで無料＞ 

デルタ航空国際線、また国際

線から２４時間以内に国内線に

乗り継ぎの場合。または、米国

内のデルタ航空国内線から国

際線へ 24 時間以内に乗り継ぐ

場合 

ゴルフ・バッグを持っていか

れる方は、受託荷物（機内預

かり荷物）扱いとなります。 

＊道具一式をいれたゴルフ・バ

ックは約 10kgです。 

預ける荷物の制限（ｴｺﾉﾐｰ） 

縦＋横＋高さの和が

157cm 以内 

重さ：23kgまで 

＜有料、１個２５ドル＞ 

各自クレジットカードで空

港で支払ってくださいい 

デルタ航空の米国内線の場合

で、国際線から 24 時間以内に

乗り継がない場合 
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持ち物について 

貴重品や壊れ物は預ける荷物（預かり荷物・スーツケースなど）には入れ

ず、座席まで持って入る荷物（持ち込み荷物・リュックなど）に入れてくださ

い。 

ただし、液体物は機内に持ち込めませんので、くれぐれもご注意ください。 

 

● 機内持ち込み荷物（リュック、ハンドバッグ）に入れるもの 

＊パスポート 

＊現金、トラベラーズ・チェック、カードなど 

＊税関の申告書類 

＊Eチケット 

＊日本国内線の航空券（日本国内線利用者のみ） 

 

● 受託・預かり荷物（スーツケースなど）に入れるもの 

＊衣類、パジャマ、帽子、サングラス 

＊洗面・化粧用具、髭剃りなど 

＊雨具、ビニールコート 

＊辞書 

 

● スーツケースとトートバッグ 

大きめのスーツケースや旅行かばんをお勧めしますが、入れすぎると制限

重量（23 キロ）をオーバーするので注意！ 液体や紙（本など）を多く入れる

と重たくなります。 

現地で利用するために、折りたためるトートバッグを持っていくと便利です。 

 

● パスポート 

海外に行くときには“命の次に大切“といわれるものです。身分証明書にもな

りますので、米国滞在中は失くさないように常に持ち歩きます。旅行保険証

などといっしょに、ポシェット等に入れて肩から斜めがけにしておくと便利で

す。念のため、パスポートのコピーを日本の自宅と、旅行中の別のバッグに

一枚ずつ入れておくと安心。 

 

● 現金、クレジットカード 

アメリカでは、クレジットカードが便利で安心です。 

高額の現金を持ち歩くことは大変危険ですし、50 ドル札や 100 ドル札は偽

札ではないかとチェックされたり、取り扱ってくれない場合もあります。現金は

なるべく 20 ドル以下の紙幣を予め用意しておくことをお勧めします。 

 

● 海外旅行保険証 
海外旅行保険は、万一の場合に備えて必ず加入してください。独自に加入
されている方は各自の保険証を忘れずにお持ちください。 

＊クレジットカードについている海外旅行保険は不十分です。 

 

● 常備薬 
使い慣れた以下のような薬を持参されることをお勧めします。 

 

 

 

医者の処方箋をもらって薬を使用している方は、英語で書かれた処方箋を

持っていくとより安心です。  

出発準備 ＜持ち物について＞   

＊かぜ薬、鎮痛薬 

＊胃腸薬 

＊目薬 

＊酔い止め薬 

＊下痢止め薬 

＊軟膏、絆創膏 

＊大会のしおり（本冊子） 

＊海外旅行保険証 

＊常備薬 

＊カメラ 

＊目覚まし時計、電卓 

＊パスポートのコピー 

＊化粧品、生理用品 

＊トートバッグ    等々 

 

 

 

アメリカはセキュリティの関係上、

無作為にスーツケースを開けて

検査することがあります。その時

にスーツケースにカギがかかってい

ると破壊されてしまいます。そのた

め、TSA 対応のスーツケース

以外は、絶対にカギをかけ

ないでください。 

また貴重品は絶対にいれないでくだ

さい。日本の国内便を利用する方

は、最初の空港からカギをかけない

ようにしてください。 

預ける荷物にカギはかけない

事前にスーツケースが送れます

成田空港に事前に荷物を送ること

ができます。詳細は、直接業者に

お尋ねください。 

 

＜ＱＬライナー＞ 

 問合せ Tel：0120-285-520 

      平日 8時半～18 時 

    日祝 8時 45分～17時 

 

※ヤマト運輸等でも空港宅配を受

け付けています。最寄りの営業所

にお尋ねください。 

■ 重要！■ 

［ TSA ロック ］ 

このロックを使用しているカバンは、

アメリカの各空港に配属された運輸

局（TSA）職員が特殊なツールを使

用して底部の鍵穴からロックを開錠

して検査をします。そして検査後は

施錠して戻してくれます。心配でス

ーツケースに鍵をかけたいという方

は、TSA ロック付きのものを購入する

と安心です。 

このロックを使用しているカバンは、
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出国手続きの流れ - 成田空港国際ターミナル 

1.  チェックイン 
 

今大会への参加者は、基本的に３つの異なる便でアトランタへ出発します。 

アトランタ直行便、シアトル経由便、ミネアポリス経由便です。いずれもデルタ航

空を利用予定です。 

出発前に成田空港で全員が集合することはありません。 

 

最初の空港が成田空港の方、羽田空港からバスで来られる方 

デルタ航空（DL）の出発は、第１ターミナル北ウィング（４階）です。 

       

 
 

 

 

 

■チェックインは、カウンターで各自自動チェックイン機を使って行ないます。  

  ＊航空会社スタッフも待機していますので、ご安心ください。 

    アトランタでの滞在ホテルは、The Georgian Terrace と入力します。 

 

■搭乗券が発券されたら、そのまま受託（じゅたく）荷物（スーツケース等）を預

けます。経由便の方は、引換証の荷物の行き先がアトランタになっていること

をお確かめください。 

           

地方空港から成田に到着して乗り継がれる方 

■ 日本国内便と国際便が同時に発券されている場合には、出発地の地方空

港で、国際線の搭乗手続きと手荷物も預けることができることが多いようです。こ

の場合、成田空港では、国内線到着ゲートより、乗り継ぎ専用フロアで「手荷物

検査」、「出国検査」を受け、国際線出発ゲートへお進みください。他の参加者と

は、出発ゲートで会うことになります。 

 

 

  ２．セキュリティ・チェック 

混む場合がありますから、できるだけ早めにお済ませください。 

 

３． 税 関 

高額な外国製品をお持ちの方は「外国製品の持ち出し届け」を記入して申告。 

 

４． 出国検査 

パスポート、搭乗券を提示します。 

 

５． 出発ゲート 

搭乗券に記載されたゲートが集合場所です。 

出発時刻の 50分前までにご集合ください。 

チェックイン後に、ゲートが変更になることもあります。案内板でもゲート番号をご

確認ください。 

  

10月 4日（火） 日本出発 ① 

機内持込・お預かりのできない

もの： 

爆発物（花火含む）、発火性・

引火性物質（多量のマッチやラ

イター燃料、残燃料が確認で

きるキャンプ用ならびに家庭用

ストーブ、70 度を超えるアルコ

ール飲料を含む）、腐食性物

質、放射性物質、強磁気性物

質、酸化性物質、有害・刺激

的なもの、その他航空機や人

員または搭載物など周囲に危

険または迷惑を及ぼす恐れの

あるもの。 

医療品、化粧品その他ごく限ら

れた品目については少量に限

り運送が認められております。 

 

機内持込できないもの： 

液体物、ハサミ・工具・アイスス

ケート靴・バット・ゴルフクラブ

（ウッド・アイアン・パター全て一

本から）など凶器となると判断

されるものや、スキーワックス・

スプレー、ナイフ類。 

 

お預かりできないもの： 

ガスライター、安全マッチ。 

注意が必要な手荷物 

紙で印刷していた航空券

に対して電子ファイルの形

式で保管される航空券の

こと。発券情報は、航空会

社の予約記録に保管され

ているので、パスポートが

あれば、チェックインが可

能。 

チェックインは、E-チケット

お客様控えとパスポートを

航空会社カウンターへ。な

お、米国旅行中は航空券

と同様にみなされます。旅

行が終わるまで、控えは必

ずお持ちください。  

 

Ｅチケットとは？ 

 

出発の約 2時間半前までに、成田空港出発ロビーにある日本旅行

（NTA）・デスクまでお越しください。 

詳細情報は、事前に NTAから送付されます。 
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税関申告書の書き方 

 

【申告書は１家族につき 1枚提出です】 

 

 

 

 

 

 

 

  

10月 4日（火） 日本出発 ② 

①姓 ②名 （ローマ字でお書きください） 

③ミドルネーム （無記入で結構です） 

④生年月日 （日―月－年【西暦】の順で記入） 

      （1948年 5月 17日→17/05/48） 

⑤旅行を共にしている家族の数 

    （お一人の場合はゼロを記入） 

⑥ホテル名 THE GEORGIAN TERRACE 

⑦市 ATLANTA 

⑧州 GA 

⑨旅券発行国 日本の方は JAPAN 

⑩パスポート番号 （パスポート記載通りに記入）

⑪居住国 日本にお住みの方は JAPAN 

⑫米国到着前の訪問国 無記入 

⑬自分の乗っている飛行機の便名を「DL 061」 

  のように記入 

 

⑭すべて「いいえ」にチェック（レ） 

⑮訪問者欄 ゼロを記入 

⑯署名（パスポートと同じように記入してください） 

⑰日付 10月 4日出発の方は 

   （4/10/2016）と記入してください 

 

⑧  

 

⑥  

 

レ  

レ 

レ  

レ
レ  

レ  レ
レ  

レ  

レ  

① YAMADA ① YAMADA
② TARO ③ TARO

④ 

⑤ 

⑦ 

⑨ JAPAN ⑨ JAPAN
⑩  ⑩

⑪ JAPAN ⑪ JAPAN
⑫ 

⑬  

⑭  

 

⑮  

⑯   ⑰ ⑯   Taro Yamada 

■ 重要 ■ お済みですか？ ＥＳＴＡ登録！ 

ＥＳＴＡとは、電子渡航認証システムのこと。2009 年 1 月以降、米国への渡航においてＥＳＴＡへの登録が必要

となりました。ESTA 登録がなければ、米国に入国できません。登録は、ご自身でホームページから簡単に行うこ

とができます。米国政府の公式 HP  https://esta.cbp.dhs.gov/ で「日本語」を選んで手続きをお済ませくださ

い。なお現在、１４ドル相当の登録料が必要ですので、パスポートとともにクレジットカードもお手元にご用意くださ

い。手続きがすんだら、渡航認証許可の画面を印刷するか、申請番号を控えておくことをお勧めします。 

日本旅行（NTA）に有料で登録を依頼することも可能です。この場合には、14 ドル相当分に加えて 4,320円が別

途必要です。 （万一、認証不可となった場合は、大使館での査証申請が必要で、一定の日数を要します） 

https://esta.cbp.dhs.gov/
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安全で快適な空の旅を守るために 

安全で快適な空の旅を守るための法律では次の事項が禁止されています。 

 

1. 搭乗口または非常口の扉の開閉装置を操作すること 

2. 喫煙すること 

3. 乗務員の職務を妨害すること 

4. 禁止された電子機器を使用すること 

5. 座席ベルトを着用しないこと 

6. 座席の背、テーブル、フットレストを所定の位置に

戻さないこと 

7. 非常脱出の妨げになる場所へ手荷物を放置す

ること 

8. 救命胴衣などの非常用の装置または器具を操

作・移動すること 

 

 

機内環境について 

快適に過ごすために、以下を参考にしてください。 

 

衣 類： 締め付けのない、ゆったりしたものを選びましょう。機内で体温調

節できるようにカーディガンや上着などを用意しましょう。 

飲み物： 適度に水分を取りましょう。アルコール類、コーヒー、茶などのカ

フェインを含む飲み物、炭酸飲料は控えめに楽しみましょう。ソフトド

リンクは無料です。アルコール類では、ワインとビールは無料です

が、その他は有料となっています。アルコール類は、地上より酔い

やすいのでご注意ください。 

適度な運動： 足首を回すなど、2～3 時間おきに適度に足を動かしましょ

う。お手洗いに立った時などに、屈伸などをして足を動かすのもお

すすめです。 

目・のど・鼻・耳： 機内は乾燥しています。長時間のフライトではコンタクト

レンズを外すことをおすすめします。のどや鼻の痛みを防ぐには、マ

スクの着用も効果的です。 

離陸時、着陸時の 15～30 分間に集中して気圧の変化が生じま

す。耳がつまったり、痛くなった場合は次の方法で対応しましょう。 

◆アメをなめたり、つばを飲んだりする 

◆あくびをするか、口を大きく開ける 

これらの方法で効き目がない場合は、耳抜き（バルサルバ法）もあ

ります。 

◆鼻をよくかんだあと、指で鼻をつまみ、口を閉じたまま鼻を

かむ要領で、鼻のなかに息をゆっくり吹き出す。（あまり強く

吹き出さない。また 2、3回行って効き目がない場合や片

方の耳が痛い場合は止める。） 

  

10月 4日（火） 日本出発 ③ 

機内での電子機器の使用 

機内で使用が制限されている電子機

器は以下の通りです。これらの電子機

器の電源（無線通話・通信機能を含

む）はご搭乗前に必ずお切りください。 

 

A. 常時使用できない機器： 

携帯電話、携帯情報端末、トランシー

バー、無線操縦玩具などの無線通話

（通信）機能を持つ機器で、作動時に

電波を発信する状態にあるもの。 

（機内モードなど、作動時に電波を発

信しない状態に保てる場合は、離着陸

時を除き使用可能です。） 

 

B. 離着陸時使用不可な機器： 

パソコン、携帯情報端末、テレビ、ラジ

オ、ビデオカメラ、DVD・CD・MD プレー

ヤー、デジタルカメラ、電子手帳・辞

書、電卓、電子ゲーム機、プリンター

機器、電気かみそりなど 

 

携帯電話などは、電源を入れた際自

動的に自分の位置を地上局に伝える

ために通信用の電波を発します。この

電波は航空機の計器に障害を与える

おそれがありますので、必ず電源はご

搭乗前にお切りになり、降機するまで

OFFのままお過ごしください。あるいは、

機内モードなど、通信機能を OFF にで

きる機がある場合は、あらかじめ OFF

に設定しておいてください。 
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直行便の場合には、アトランタで入国の手続きと税関検査を受けます。 

経由便の場合は、米国内の経由空港（シアトル、またはミネアポリス）で入国

審査と税関検査を受けます。 

到 着 

↓ 

① 入国審査 

一人ずつ、パスポートを

提示します。滞在日数や目

的を聞かれる場合もありま

すので、右を参考にしてくだ

さい。ガラスの張ってある箱

状のものに指を押し付けて

指紋を取られた後、小さな

カメラに向かって写真を撮

ります。この時、眼鏡ははず

すようにします。 

↓ 

② 荷物の受取り 

荷物受取り（BAGGAGE CLAIM）に進みます。ターンテーブルでは航空

会社、便名を確かめてお待ちください。万一、荷物が出てこない時または

損傷が激しい時などは、その場で申し出てください。＊その場を移動した

後では保険の対象にならないことがあります。 シアトル、ミネアポリスで飛

行機を乗り継ぐ時には、もう一度荷物を預けます。 

↓ 

③ 税 関 

税関（CUSTOMS）でパスポート、税関申告書を提示し、検査を受けま

す。食品を持ち込みの有無や、申告品の有無を質問されることもありま

す。タバコ、酒、外貨の持ち込み制限に注意してください。食品は、詳細な

規制がありますので、持ち込まない方が無難です。 

【税関申告書の書き方は前述。】 

↓ 

④ バスでホテルへ 

アトランタ空港の到着ロビーに

出たら、一旦集合してください。

バスが迎えにきます。ご自身に

割り当てられたバスを確認した

ら荷物をトランク部分に入れて

乗車してください。 

ホテルまでは、約 20分程度で

す。 

  

10月 4日（火） アメリカの空港に到着 

ＩMMIGRATION 

BAGGAGE CLAIM 

CUSTOMS 

 

 

アメリカへの持ち込み制限 

通貨：トラベラーズ・チェックなど現

金以外も含め、10,000 米ド

ル以上は申告の必要がありま

す。 

 

タバコ：200 本、または葉巻 50 本、

または刻みタバコ 2kg 

 

酒類：1ℓ（21歳以上） 

 

土産品：100 ドル（アメリカ＄） 

 

禁止品：肉製品（エキス、即席めん

等含む）、猥褻物、麻薬、

銃器、動植物、食品、コピ

ー品等 

 

農畜産物の違反罰則金：最高 5 万

ドル（アメリカ＄） 

 

花火：航空機への持ち込み禁止。

罰則あり。 

入国審査の応答 

入国審査ではいくつか質問され

ます。もしわからなければこの部

分を提示してください。 

          

○ 目的/Purpose ：  

  観光/Sightseeing または 

文化交流/Cultural Exchange 

○滞在日数/Length of Stay ：  

 １週間/One week 

 

○ 滞在場所/Place of Stay ：  

 ザ・ジョージアン・テラス/ 

 The Georgian Terrace  
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ホテルでの参加者登録（レジストレーション）と、チェックイン 

 

ザ・ジョージアン・テラスのロビーには、「サミット・デスク」を設置します。ホ

テルに着いたら、まずはこの「サミット・デスク」で参加者登録を済ませてく

ださい。ホテルの鍵も、このサミット・デスクでお渡しする予定です。 

  ＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

 

（※ 通常、アメリカではチェックインの際、

インシデンタル・チャージ（右参照）に備え

てクレジットカードを登録します。しかし、サ

ミット参加者については、このクレジット・カ

ード登録を省略します。ただし、お部屋で

のインターネットや電話などは使えないよ

うに設定されています。もし、使用したい

方は、各自フロントでクレジットカードをご登

録ください。また、チェックアウトの際には、

明細をもらって必ず確認してください） 

 

 

夕食について 

 

この日の夕食は、参加費に含まれていま

せん。 

直行便の場合、ホテル到着が午後５時

頃、経由便の場合には午後 9時頃となり

ます。 

直行便で着かれた方は、近くのレストラン

等で各自食事をお取りください。（代金

は、各自お支払いください）。 

経由便の方は、サミット・デスクでお渡しす

る軽食をお部屋でお召し上がりください。経由地では３時間ほど時間があ

りますので、そこで何か召し上がってもおかれても良いでしょう。 

 

 

■ 重要！ ■ 「サミット・デスク」について 

 

サミット大会中、ホテルのロビーに「サミット・デスク」を設置します。困った

ことや質問がありましたらお尋

ねください。 

 

スケジュールの変更、大事な

お知らせなどは、このデスク脇

のボ－ドに書いたり貼り出したり

します。 

必ずお立ち寄りください。 

  

10月 4日（火） ザ・ジョージアン・テラスに到着！！  

 

 ■ 重要！ ■ 

 ■ 重要！ ■ 

大会中、滞在ホテルのサミット・デ

スクには、サミット大会専用の「メッ

セージボード（掲示板）」を準備しま

す。 

そこには、翌日のスケジュールや、

バスの出発時間、連絡事項などを

ご案内します。 

特に、一日の始まりや終わりには、

メッセージボードをご確認ください。 

＊ どうしてもメッセージボードに間

に合わなかった伝達事項は、

各お部屋に連絡メモを差し込

みすることがあります。または、

お部屋の留守番電話にメッセ

ージを残すこともあります。留

守番電話の操作方法が分か

らない場合には、サミットデス

クに問い合わせてください。 

インシデンタル・チャージ 

(Incidental Charge) 

これは、ホテルの部屋で電話や冷

蔵庫の飲み物を利用したり、ホテ

ル内のレストランやバーで部屋にツ

ケて飲食する時に、ホテル側がとり

はぐれないための支払い保証シス

テムです。通常、アメリカではチェッ

クインする際に、クレジットカードの

登録を行います。クレジット・カー

ドがない場合には現金で預かり

金（Deposit）を置きます。 

チェックアウトする時に部屋での別

料金が発生していなければ、現金

の場合は預かり金（Deposit）が戻

ってきます。クレジット・カードの場

合は何もありません。 

なお、ホテルからの国際電話は大

変高くつきます。たとえ相手側が出

なかった場合でも、料金がかかりま

す。十 い。 

サミット大会専用の掲示板 サミット大会専用の掲示板サミット大会専用の掲示板  

 

 

 

 
こちらもお読みください。 
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ローカル・ツアー スケジュール （予定/前日にサミットデスクでご確認を） 

いずれのコースにも、ボックス・ランチ（お弁当）が提供されます。 

公民権運動を学ぶ  グループ ① （バス A） 
08:00  ホテル・ロビー集合  

08:15    ホテル出発 カーター・センターへ 

09:00 – 10:00   カーターセンター見学 

10:00 -   公民権・人権センターに移動 

11:00 – 11:45 公民権・人権センター見学 

12:00    ピクニック・テーブルで昼食  

12:45  キング・センターに移動 

13:00  キング・センター見学 

14:00  ホテルへ移動 

 

公民権運動を学ぶ グループ ② （バス B） 

08:45  ホテル・ロビー集合  

09:00    ホテル出発 公民権・人権センターに移動へ 

10:00 – 11:00   公民権・人権センター見学 

11:00 -   ピクニック・テーブルで昼食 

11:45 – 12:00 キング・センターに移動 

12:00    キング・センター見学 

13:00  カーター・センターへ移動 

13:45  カーター・センター見学 

14:30  ホテルへ移動 

 

公民権運動を学ぶ グループ ③ （バス C） 
09:00  ホテル・ロビー集合  

09:15    ホテル出発 カーター・センターへ 

10:00 – 11:00   カーターセンター見学 

11:00 -   公民権・人権センターに移動 

12:00 – 12:45 ピクニック・テーブルで昼食 

12:45 – 13:45    公民権・人権センター見学 

13:45  キング・センターに移動 

14:00 – 15:15 キング・センター見学 

15:15  ホテルへ移動 

 

アトランタ中心街 （バス Ｄ） 
08:15  ホテル・ロビー集合 

08:30    ホテル出発 

09:15 – 10:45  ジョージア水族館 見学 

10:30  ＣＮＮセンターへ移動 

11:15 – 12:30 ＣＮＮセンターのツアー 

12:30  ＣＮＮセンターで昼食 

13:30  ワールド・オブ・コカ・コーラへ移動 

13:45- 14:45 ワールド・オブ・コカ・コーラ見学 

14:45 -   ホテルへ移動 

 

イースト・レイクでゴルフ （バス Ｄ） 
07:30  ホテル・ロビー集合  
07:45  ホテル出発 イースト・レイクへ 
09:00  プレー開始 
           ※ジョージア日米協会の会員の皆様も参加します 
   ※昼食はグリーンの上でプレー途中で 
15:30  イースト・レイクからバスでホテルへ 
15:45     ホテル到着 
 
  

10月 5日（水） ローカル・ツアー    

アメリカのホテルに無いもの 

アメリカのホテルの部屋は、ニュ

ーヨークなどの大都市でない限

り、日本のホテルの部屋と比べ

ると、はるかにスペースがあり、

ゆったりとしています。 

 

タオルも、大中小と種類があり、

数も多めに置いてあります。コー

ヒーメーカーがあるのも普通に

なっています。 

 

でも、日本のホテルにあって、ア

メリカにないものが次の３つで

す。忘れないように持参しましょ

う！ 

① 寝巻 

② 歯ブラシと練り歯磨き 

③ スリッパ 

 

 

スリッパの代わりにビーチサンダ

ルを持参される方もおられるよ

うですが、その場合、靴下は足

袋ソックスのような親指が分か

れたものでないと履けませんの

で、注意！ 
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いよいよオープニング式典 

 

アトランタの方々が、日本からの参加者を歓

迎するために開催する式典（セレモニー）で

す。 

今回の会場は、宿泊ホテルであるジョージア

ン・テラスの目の前。横断歩道を渡ってすぐの

フォックス劇場（Fox Theatre）です。 

年間観客動員数が全米トップ３に入るこの劇

場は、1929 年に建てられ、そのイスラム風の

建築、またエジプト調の内装などが、アトランタ

ンに愛されています。 

 

 

<予定> 

4:45 PM ホテルロビー出発 

5:00 PM ビュッフェ・ディナー開始 

5:45 PM 式典開始 

 - 福島県川内中学校生徒による神楽「浦安の舞」 

- 歓迎挨拶 

 - ペリー提督子孫によるスピーチ 

 - 万次郎子孫とホイットフィールド船長子孫の地球儀交換など 

 

 服装に関して、特に決

め事はありませんが、

成人男性はジャケット

を着用されると良いで

しょう。 

 

 

 

式典の合間には、さまざま

なエンターテインメントのほ

か、日本からのグループ

参加者の紹介、英語弁論

大会で優勝した日本人生

徒によるスピーチ等々、さ

まざまな工夫が考えられ

ています。 

現地の方々と交流しなが

ら、楽しい時間をお過ごしく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月 5日（水） 夜  オープニング式典 ＆ 歓迎レセプション 

日本に電話をかける場合 

ホテルの部屋から国際電話をかけ

ることは、コレクトコールでない限り、

お勧めしません。大変高く、何万円

もかかる場合があります。また、相手

が留守で出ない場合でも、呼びだし

たというだけで、話をした時と同じよう

に課金されます。 

日本の家族と話したいという場合に

は、ホストファミリーの電話をお借りし

て、コレクトコールでかけることをお勧

めします。コレクトコールであれば、電

話を受けた方が料金を支払うことに

なり、ホストファミリーには負担はかか

りません。 

「KDDI ジャパンダイレクト」のアクセス

番号は、1-800-543-0051 です。

日本語で対応してくれます。オペレ

ーターに、日本の電話番号と、話を

したい方の名前を伝えるとつなげてく

れます。 

料金は、最初の３分が 2160 円で、

3分経過後、追加１分ごとに 460円

かかります。 

 

 

 

 

 

 

なお、最近は日本で日常使っている

携帯電話でも国際電話がかけられ

るものがありますが、それぞれ料金

体系が異なりますので、お使いにな

る場合には、ご自身の契約内容や

かけ方をご確認ください。 

皆さんが海外にいることを知らずに、

日本から電話をかけてきたりする方

がいる場合には、その方にも国際料

金がかかる場合があります。また、

携帯メールを受け取るだけでも、海

外では料金体系が異なり、高額にな

る場合もありますので、ご注意くださ

い。 

なお、最近は日本で日常使っている
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ホテルのチェックアウト 

いよいよ、草の根サミットのメイン、地域分科会に出発する日がやってきまし

た。 

ザ・ジョージアン・テラスともお別れです。チェックアウトを各自フロントデスクで

済ませてください。もし、インターネット等の通信費やルームサービスなど料

金のかかるものを利用していなければ、「チェックアウト・プリーズ」と言って鍵

を渡せば、それで済みます。 

料金がかかるものを利用していれば、クレジットカードで引き落としのものは明

細書をもらいます。その際、念のためにカードの名義人や金額をお確かめく

ださい（特に、同室だっ

た別の方の名前になっ

ていないかご注意くだ

さい）。 

なお、チェックアウトの

際のポーターが必要な

方は、各自でご依頼く

ださい。その際のポー

ターへのチップはご自

身でお支払いください。 

 

 

分科会の情報 

３泊４日の地域分科会期間中は、ホテルではなく、ホームステイです。 

事前に、それぞれの地域分科会のプログラムは、参加者の皆様に郵送する

予定です。なお、予定表は B5版で印刷します。この「しおり」に、その予定表

を張り付けるページを設けていますので、ご利用ください。 

 

地域分科会へ出発！ 

それぞれの分科会(Local Session)によって、出発時間が異なります。出発

時間の詳細は、サミット・デスクなどを通じてお知ら

せいたします。 

 

地域分科会の期間中、困ったりする事があれば、

別途お知らせする電話番号

へご連絡下さい。電話は、地

域分科会の現地リーダー、ホストファミリー等のものを

お借りください。      

  

 

10月 6日（木）  地域分科会 第一日目 

 

 

いくつかの地域分科会で出発のバスを乗り合っていただきます： 

今年の地域分科会は１５箇所を予定しています。 

出発のバスには、地理的に近い２～３箇所の分科会の参加者にいっしょに乗

っていただき、順に分科会開催地域までお連れする予定です。 

詳しい情報は、サミットデスクでお知らせいたします。 

荷物には必ず名札を 

前述していますが、皆様がバスに

乗車したり、ホテルにチェックインし

たり、チェックアウトしたりする際、他

の人の手に荷物を託すことがありま

す。この時に大事なことは、荷物に

は大会の荷札を必ず付けておくこ

とです。また、アメリカの方々が読

めるよう、アルファベットで付けて

おく必要があります。 

日本旅行から送付される荷札に

は、ＩＤ番号とアルファベットの名前

が書かれています。ボランティアや

ポーターが荷物を探す時にも荷札

が頼りになります。 

飛行機を降りても、名札ははずさな

いようにしましょう！ 

 

チェックアウトするために部屋を最

後に出るときは、忘れ物がないか

隅々までチェックしましょう。バスル

ームや、ベッドやクローゼットの中も

忘れずに確認しましょう。 

帽子やカメラ、サングラス、時計な

どを特に忘れがちです。 

忘れ物にご注意！ 

どを特に忘れがちです。どを特に忘れがちです。

 



 37 

 

ホームステイ、ホストファミリーについて 

ホストファミリーのお知らせ： 皆様に通知するホストファミリー情報は、できる

だけ出発２週間ほど前にお届けする予定ですが、中には直前に

なってしまう場合もあると思われます。 

現地のジョージア日米協会の職員とボ

ランティアが、地元の方々に広く呼び掛

けをしていますが、直前にならないと予

定がたたないファミリーもあるようです。

どうぞ、ご理解ください。 

 

“家族”としてのステイ： ホームステイ先では、多くの場合「ハウス・ツアー

（家の中の案内）」をしてくれます。これは、“お

客様”としてではなく“家族”として受け入れる

気持ちの表れです。 

ステイ中はセルフ・サービスのことも多く、朝食

も素材だけ用意してあって自分で好きに食べ

るように言われる場合もあります。ホストファミリ

ーが用意してくれることもありますが、どちらにし

てもそれぞれの家庭の流儀です。日本でも、

家庭によってそれぞれ習慣が違うのと同じです。希望があれば、

遠慮なく伝えてみてください。 

 

快適に過ごすには： 日中体調が優れない場合、エアコンディショニングがき

つすぎる場合など、遠慮せずにホストファミリーに伝えましょう。無

理をして体を崩すと、ホストファミリーも心配します。時間を贅沢

に使い、アメリカの家庭でゆっくり過ごすのも滅多に無い良い経験

です。 

 

感謝の気持ち： 「Thank you」という感謝の言葉は、何度言っても多すぎる

ことはありません。親切にしてもらった場合、嬉しい表情とともには

っきりと伝えましょう。もし、「Thank you」だけではなく、さらに感謝

の言葉を伝えたい時は、「I 

appreciate it(アイ アプリーシ

エイティッ」を、その後に付け

加えても良いでしょう。 

 また、お話をする際には、表情

も大事です。いつもよりも、感

情を表してお話ください。 

※ この「しおり」の、「はじめてホームステイする方のためのヒン

ト」の欄も、ぜひお読みください。 

  

10月 7日（金）、8日（土） 分科会 第二日目～三日目                                  

サミット期間中、現地は快適なシ

ーズンではありますが、時差もあり

ますから、十分な注意が必要で

す。 

もし分科会のプログラムの最中に

体調が悪くなった場合は、分科会

の現地コーディネーターにお知ら

せください。ホームステイ中の場合

は、まずホストファミリーに相談し、

別途お知らせするスタッフの電話

番号までお知らせください。 

予防法としては、次のことをお勧め

します。 

 

■お酒の量を控える 

■十分な睡眠時間をとる 

■水分を十分にとる 

■朝食の量を加減する 

ホストファミリーと外出したら・・・ 

草の根サミット大会に協力してく

れるホストファミリーは、全てボラ

ンティアです。まったく謝礼は渡し

ていません。 

 

皆様の宿泊や、ホストファミリーと

家で食べる食事代は、ホストのご

好意です。 

もし、外食をする場合、また博物

館に入ったり、いっしょに映画を

見たりする場合、その食事代や

入場料は、原則的に皆様各自で

お支払いいただくことになってい

ます。 

もし、ホストファミリーが好意で支

払ってくださったら、”Thank you 

very much”と、十分にお礼の言

葉をお伝えください。 

体調をくずしたら・・・ 
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ストーン・マウンテン・パーク（Stone Mountain Park）に集合！ 

日曜日は、ホスト・ファミリーとお別れをする日です。クロージング式典と最後のお別れのパーティーを予定し

ています。場所は、ストーン・マウンテン。ホスト・ファミリーも招待されていますので、近いお家の場合には、

ホスト・ファミリーといっしょに集合してもらうことになります（遠い分科会の場合で、ホスト・ファミリーが参加で

きない時はバス等の交通を用意します）。パークには、様々なアトラクションがありますので、式典より早く着

いて、散策したり、頂上に登ったりするなど、楽しい時間をお過ごしください。 

午後 2 時 45 分には、湖の前の広場に集合です。ここで、クロージング式典とフェアウェルパーティー（お別

れパーティー）を開催します。 

  

プログラム予定 （変更になる場合があります） 

クロージング式典 ＆ フェアウェル・パーティー： 

14:45～ 挨拶 

 福島県葛尾中学校生徒による剣道パフォーマンス 

 次回「奈良大会」アピール その他エンターテインメント等 

 

 アトランタ最後の夕暮れをホストファミリーとお楽しみください。 

 

17:30頃～ 宿泊ホテルへ、ホストファミリーの車で移動 （または、ホテルのシャトル・バスで移動） 

10月 9日（日） ストーン・マウンテン・パークでクロージング式典・フェアウェルパーティー 

クロージング会場 

宿泊ホテル（エバーグリーン） 

 

ストーン・マウンテン・パークの地図 

http://4.bp.blogspot.com/-DCnMUcMlUOs/Us_Na7RWl1I/AAAAAAAAdI8/S3jHmjiTj7w/s800/food_hors_doeuvre_oodoburu.png
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エバーグリーン・マリオットへ移動 & チェックイン 

クロージング式典とお別れパーティーが終わったら、ホスト・ファミリーの車で

最後の宿泊場所であるエバーグリーン･マリオット・カンファレンス・リゾートに移

動します。ホスト・ファミリーがクロージングに参加できず、バスでストーン・マウ

ンテンに来られた方は、ホテルのシャトル・バスを利用いただきます。 

ホテルに着いたら、サミット・デスクで再登録とチェックインをお済ませくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出発前に・・・ 

ホテルをチェックアウトする際は、次のことにお気をつけください。 

荷札をつけましょう： 荷物には荷札がついていることを再

度確認してください。もし無い場合は、大会スタッフにお知ら

せください。 

 

忘れ物のないよう、お部屋を出る前に、バスルームやクローゼットなど、使っ

た場所は全部チェックしましょう！ 

 

各地域へ 

日本に帰国する方、ポスト・サミット・オプショナル・プログラムへ参加される方など、

それぞれ出発時間が異なります。 

この「しおり」冒頭のスケジュール表をよくご確認ください。 

また、前日にサミット大会用掲示板をご覧になり、乗車するバスや出発時間

をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

10月 9日（日） エバーグリーン・マリオット・カンファレンス・リゾート宿泊 

10月 10日（月） 帰国日、または次の目的地へ 

  

液体物のお土産に注意！ 

 

ワインなどの液体物を購入され

た場合、飛行機の機内へ持ち

込みはできません。スーツケー

スの中に入れることになりま

す。 

この時、くれぐれも衝撃で割れ

ないようにすることが重要で

す！ タオル等でぐるぐる巻き

にした上にＴシャツを巻き、そ

の上からビニール袋に入れる

など、万が一割れても、自分の

他の荷物や、他の方々の荷物

に影響がないようにご注意くだ

さい。 

 

お土産は土曜日までに購入！ 

最後の宿泊ホテルであるエ

バーグリーン・マリオットは、ス

トーン・マウンテン・パーク内

にあり、周りは湖や森など、自

然に囲まれたリゾート・ホテル

です。近くには、買い物できる

お店などはありません。お土

産などの買物は、前日までに

済ませておいてください。 

 

 

注意！ 
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成田空港での入国の手続き 

成田空港で行う入国の手続きは次の通りです。 

① 到 着 

↓ 

② 検 疫 （省略される場合があります） 

↓ 

③ 入国審査 

パスポートを提示して入国のスタンプを押してもらいます。 

↓ 

④ 荷物受取り 

航空会社、便名などを確かめて、所定のターンテーブルから自分の荷物を

降ろします。もし荷物に破損がある場合は、直ぐに申し出てください。税関を

出てしまった後では保険の対象になりにくい場合があります。 

↓ 

⑤ 税 関 

＜免税範囲内の人＞ 

緑色の審査台へ進み、税関申告をします。（あらかじめ機内で申

告書の用紙が配られます。あるいは、到着ロビーに用紙が置いてあ

るので記入して、税関の係員に渡します。） 

＜免税範囲を超えた人＞ 

赤色の審査台に進み、税関申告書を提出して検査を受けます。 

植物（パイナップル、オレンジなどの果物、切花、野菜等）、動物（生肉、

乾燥肉（ビーフジャーキー）、ハム、ソーセージなどは、税関検査の前に

動植物検疫カウンターで必ず検疫を受けてください。 

↓ 

国内線乗り継ぎの方（成田空港から出発する便） 

基本的には、一旦荷物を受け取り、通関後、到着ロビーに出て、国内線の

出発ロビーに移動します。 

ただし一部、荷物を米国で「スルー・チェックイン」で預けることができる便も

あります。その場合、そのまま国内線乗継カウンターにお進みください。 

不明なことがあれば、地上係員にお尋ねください。 

↓ 

⑥ 到着ロビー 

入国手続きが終わり次第、解散です。お気をつけてご帰宅ください。 

 

日本に持込む荷物について（輸入規制・免税の範囲など） 

輸入禁止： 法に触れるものは、もちろん禁止。 

輸入規制： ワシントン条約に該当するもの、猟銃・刀剣など。医薬品、化粧品

については、個人が使用する量だけ持込めます。（医薬品等は 1品

目 24個、化粧品 1品目 24 個、医療用具 1セット） 

免税の範囲：成人一人当たりの免税があります。ただし、未成年は酒類、タバ

コは免税にはなりません。6 歳未満の子どもは、おもちゃなど明らか

に子ども本人使用と認められないもの以外は免税になりません。 

成田についたら（日本） 

酒類： 3本 

≪1本 760ml程度のもの≫ 

紙巻タバコのみの場合： 200本 

葉巻タバコのみの場合：50本 

その他の場合：250g 

≪日本製、外国製タバコそれ

ぞれに 200 本まで免税（外国

居住者は別規定）≫ 

香水： 2オンス 

≪1 オンスは約 28cc（オーデコロ

ン、オードトワレは含まない）≫ 

一品目ごとの海外市価の合計額

が一万円以下の物： 全量 

≪例えば 1 コ 1000 円のﾁｮｺﾚ

ｰﾄ 9 個や一本 5000 円のﾈｸﾀ

ｲ 2本は免税になります。またこ

の場合には 1 万円以下のもの

には免税額 20 万円の計算に

含める必要はありません。≫ 

その他のもの： 20万円 

≪①合計額が 20 万円以内に

おさまる品物が免税にな

り、その残りの品物に課税

されます。税関は旅行者

に有利になるように、免税

となる品目を選択の上、

課税します。 

②1個で 20万円を超える品

物、例えば、25 万円のバ

ックは 25万円の全額につ

いて課税されます。≫ 

（参考：成田税関支署） 

 

詳しい情報に関してはホームペー

ジをご覧下さい。 

http://www.narita-airport-

customs.go.jp/index.html） 

免税の範囲内 
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帰国後は、ホームステイ先でお世話になった方にお礼の手紙や e-mail を出しましょう。1、2 週間以内に送るのが

よいでしょう。現地で取った写真も一緒に送るととてもよろこばれます。 

英文が苦手な方はカードに一言だけ書いて、写真といっしょに送るのはどうでしょうか。

それだけでも十分に通じるでしょう。次に書かれている例文もご参考ください。その後

も、今回知り合った方とは季節の挨拶などで、是非長く交流を続けてください。 

 

 

お礼状の例文 

①ホームステイしている間のあなたの優しさ全てに対して、心からお礼申し上げます。 

I hope you will accept my sincere thanks for all your kindness during my visit to your home. 

 

②アメリカでの滞在の間にあなたが見せてくれた優しさに本当に感謝します。 

Many thanks for your kindness shown toward me during my stay in the US. 

 

③あなたの家での素晴らしいこの 4日間に本当に感謝します。あなたと過ごしたどの瞬間も楽しかったです。私の

旅は確実に忘れられないものになりました。 

Thank you very much for those wonderful 4 days at your home.  Every moments that I spent with you 

were so delightful.  It surely made my trip unforgettable. 

 

④（    ）で、私があなたと家族と一緒に４日間をどれだけ楽しんだかをお伝えします。全てがただ素晴らしく見

事で、皆さんは私にとてもよくしてくれました。これは私の全人生の中でもっとも意味のある経験でした。あなた（と

奥様）のもてなしや優しさに対して、私がどれだけ感謝しているかわかってもらえたら幸いです。 

This is to tell you how much I enjoyed 4 days with you and your 

family in (    ).  Everything was just marvelous and everyone was so nice to me.  It was the most 

significant experience in my whole life.  I hope you (and your wife) know how much I appreciate your 

hospitality and kindness. 

＊（カッコ）内にはホームステイした地域の名前を入れてください。 

 

⑤あたなの家族と一緒に生活する機会を私にくださったことにお礼を言いたいと思います。これはいろいろな点で

私の助けになったと思い、このような機会をもてたことに本当に感謝しています。 

I would like to thank you very much for giving me a chance to live with your family.  I think it has helped 

me in many ways, and I’m very grateful for having had this chance. 

 

⑥あなた（と夫）が、アメリカでの私の滞在をとても楽しくしてくれた全てのことに対して、お礼を言いたいと思います。 

I would like to thank you (and your husband) for all the things that you did to make my stay in the US most 

enjoyable. 

  

大会後 ＜Thank you letter or e-mail／ お礼の手紙や e-mailを書こう＞ 
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大会中、またオプショナル・プログラムにおいて宿泊する予定のホテルの連絡先は、以下のとおりです。 
 

 

 

 

 

 
 

 

緊急時の連絡先電話番号は、以下のとおりです。 

 

●日本旅行 

10/4(火) 往路 成田空港緊急連絡先：0476-34-6255 （日本旅行 成田空港支店）  

アメリカ国内での緊急連絡先： 出発当日に日本旅行からご案内があります。 

 

●ジョン万次郎ホイットフィールド記念国際草の根交流センター（CIE） 

 轟木ひろ子 080-3349-5634 （日本） 

   1-281-843-9022 （アメリカ） 

 松田英子 080-8868-6366 （日本） 

   1-302-497-1914 （アメリカ） 

 

※ アメリカ国内にいる時、上記のアメリカの番号にかける時は、その

ままの番号おかけください。日本からアメリカの番号にかける場

合には、NTT利用の際は「010」を最初に付けてください。 

 

  

資料：  宿泊ホテルの連絡先 

緊急時の電話番号 

＜ アトランタ ＞ 

ザ・ジョージアン・テラス 

The Georgian Terrace Hotel 

659 Peachtree Street NE 

Atlanta, Georgia 30308 USA 

フリーダイヤル：1 (800) 651-2316 

Tel: 1 (404) 897-1991 

Fax: 1 (404)-724-9116 

＜ ストーン・マウンテン ＞ 

アトランタ・エバーグリーン・マリオット・ 

コンファレンス・リゾート 

Atlanta Evergreen Marriott Conference 

Resort 

4021 Lakeview Drive, Stone Mountain   

Georgia 30083 USA   

Tel: 1 (770)879-9900  

Fax: 1 (770)465-3264 

＜ アトランタ ＞ 

ザ・ジョージアン・テラス 

The Georgian Terrace Hotel 

659 Peachtree Street NE 

Atlanta, Georgia 30308 USA 

フリーダイヤル：1 (800) 651-2316 

Tel: 1 (404) 897-1991 

Fax: 1 (404)-724-9116 

＜ サバンナ ＞ 

コートヤード・バイ・マリオット 

サバンナ・ダウンタウン歴史地区 

Courtyard by Marriott Savannah 

Downtown/Historic District 

415 W Liberty St, Savannah, GA 

31401 USA 

Tel: 1 (912) 790-8287 

＜ ボストン ＞ 

ザ・コロネード・ホテル・イン・ボストン 

The Colonnade Hotel in Boston 

120 Huntington Avenue, Boston, MA 02116 

USA 

Tel: 1 (617) 425 3204 

Fax:1 (617) 424 0968 
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貴重な体験談をお寄せください！ 
 

 

国際草の根交流センターでは、広域アトランタ大会が終了後、機関誌「草の根通信」や「アニュアル・アクティビ

ティー・レポート（年次報告書）」などを作成します。皆様が広域アトランタで経験されたことや、感じたことを簡単

で構いませんので、文章でお寄せください。写真もお待ちしております。 

 

文 章：次のページの専用紙をお使いください。 

日本語の場合、３００字～５００字程度でお願いいたします。 

 

写 真：どのような写真でもかまいませんが、次のような写真は大歓迎です。 

・ホストファミリーと写っている写真 

・地域分科会またはオプショナル・プログラムで活動している写真 

・地域分科会の特徴がわかるような風景写真 

・オープニング＆クロージング・セレモニーの写真など 

写真の送付方法は以下のどちらの方法でも構いません。 

① 現像された写真（写真屋さんでできるもの）を郵送 

② デジタル写真を e-mail 添付で。 

           ※デジタル写真を e-mail 添付でお送りいただく際、あまり写真を軽くしすぎないでください。 

            解像度が低いと、ホームページには利用できても、印刷物には使えません。 

１MB以上の写真をいただければ幸いです。 

       写真が重たい場合には、宅ふぁいる便や、Firestorage等をご利用ください。 

 

送り先： 

① 郵便で送る場合：  

〒102-0083 東京都千代田区麹町 2-12-18グランアクス麹町 602 

公益財団法人 ジョン万次郎ホイットフィールド記念 国際草の根交流センター 

② メールで送る場合： manjiro@manjiro.or.jp  

 

〆 切： 2016年 １０月３０日  

 

 

ご注意 ： いただいた文章や写真は、「日米草の根交流サミット大会」の活動報告、及び募集広報として印刷物

やホームページ上に掲載させていただきます。寄せられた文章や写真は注意書きのない限り、掲載

可として取り扱わせていただきます。もし文章に匿名の希望や写真の取扱注意がある場合はそのよう

に記載ください。また、印刷物の都合上、掲載文章に多少の編集が入ることがありますが、ご了承くだ

さい。提出いただいた文書や写真は基本的に返却しかねますことをご理解ください。 

  

資料 ＜感想文の作成について＞ 
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参加者の感想用紙／Comments from Participants  

分科会：                   ホストファミリーの名前： 

名前：                             【 本名掲載 ・ イニシャルで掲載 ・ 匿名希望で掲載 】 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ご記入が終わりましたら、このページを切り取って大会スタッフへお渡しください。 

※または、FAX、郵送などでお送りください。 

※e-mailで感想をお寄せいただく場合には、manjiro@manjiro.or.jp 宛にお願いします。 

資料 ＜感想文の作成について＞ 

mailto:manjiro@manjiro.or.jp



