
ホームビジット体験談 

 

「ホームビジット」は外国出身のゲストがホストファミリーを訪問し、日本の一般的な家庭生活を体験しても

らうプログラムです。半日程度の訪問で宿泊はしません。また、ゲストとファミリーをＫＩＦＡ事務局でマッ

チングするので、言葉の心配もいりません。 

 

「ホームビジット」を体験したホストファミリーとゲストの感想を掲載しています。 

どうぞ参考にしてください。 

 

会話を楽しみながら、家族ぐるみで異文化交流を深めませんか？ 

 

“Homevisit” program offers an opportunity to visit a Japanese family in order 

to experience their daily life and deepen mutual understanding. 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●ホストファミリー（ホスト）感想 

★ゲスト（外国出身者）感想 

 

  

●受け入れ側は大人４人と子ども５人で非常に騒々しい中でしたが、Sさんはとても社交的な方で楽しく過ごせ

ました。同世代の日本人の学生と比べて何事にも前向きで積極的な印象を受けました。兵役のお話なども聞く

ことができ、とても興味深かったです。（実施時間：午後１時～５時。食事、茶菓） 

 

★A さんの家族と友達の方は親切で和やかな方でした。居心地が良くて時間が過ぎることさえ忘れてしまうほど

本当に楽しかったです。（韓国出身。留学生。男性。）  

 

  

●日本語が上手な方で、台湾のパイナップルケーキもいただきました。いろいろなことに興味をお持ちで、日本

中を旅行したり、ドラマやいろいろなお話（私が台湾に行った時のお話など）できて楽しかったです。私の着物

の写真もお見せしました。 

後日、寮にお邪魔して台湾料理をごちそうになったり、帰国直前にはランチをご一緒しました。留学生とこんな

に密にやり取りできると思っておらず、とても嬉しかったです。これもホームビジットのおかげです。（実施時

間：午後２時～５時。茶菓。） 

 
★H さんとは初めてお会いしましたが、たくさんの話ができて本当に楽しかったです。H さんの台湾旅行の思い

出や沖縄踊りを学んだ経験など、様々なことを教えてくれて嬉しく感じました。H さんのお母さんと娘さんにも

会えてよかったです。こんなに気軽に日本語で話せるのがとてもいい経験だったと思います。（台湾出身。留学

生。女性。） 

 

 



 

●我が家でお好み焼きパーティをしました。L さんはとてもしっかり意見を持った大学生で、出身国の情勢や彼

女の歩んできた道を聞いてこちらも勉強になり、良い刺激となりました。短時間でしたが、とても濃いひと時で

した。3歳の息子も始めははにかんでいたけど、一緒に遊んでもらって楽しそうにしていました。                                                                               

 英語でやりとりできるのが私だけだったので、主人にもっぱら料理をたのんでいましたが、次回は英語を話せ

る友人も加えて、ゲストはじめ、友人や家族も充実した時間をつくりたいなと思いました。（実施時間：午後１２

時～３時３０分。食事。） 

 

★I felt warm and am extremely delighted to know that modern families in Japan are taking form in 

that husbands and wives are working hard together to raise the kids together instead of pre-conceived 

ideas of how patriarchal Japan  always dedicate all household matters to women only in their daily 

affairs.  

  I am happy to have Ms. K and her family playing host to a foreign student like myself. The life 

experiences shared are more than sufficient for me to make sense of how global the world has become 

and people has eventually managed to adapt accordingly. We had okonomiyaki session and I had fun 

interacting with their 3 year old son. I am therefore very thankful for this wonderful opportunity 

which is made possible by KIFA’s home-stay program.  （シンガポール出身。イギリスの大学から留学。女

性。）                                                                       

   

 

  

 

●我が家三人と、友人の親子 2人も招き、賑やかに楽しく過ごしました。 

Jさんは、気さくで優しいお兄さんで、ギターを弾きながら歌ってくれたり、子供とゲームもたくさんしてくれ

ました。娘は最後に Jさんにお礼のカードをがんばって英語で書き、渡しました。喜んでもらえてよかったで

す。（実施時間：午後２時～５時。茶菓。） 

 

★It was interesting to visit a Japanese Family and to see how Japanese children like to play and 

have fun. It was nice to see that the children were trying to learn English and they prepared some 

questions for me. I gave them some Koalas as souvenirs and they seemed to be very happy about it. I 

played some Disney songs and played Australian Football with them. Overall, I had a good 

experience, unfortunately I couldn’t stay for very long but it would’ve been good if I could stay 

for longer.（オーストラリア出身。留学生。男性。） 

                                                                

                           

 

 

 

 



 

●家族４人で受け入れました。明るく素直な方だったので、話しやすく楽しい時間を過ごすことができました。

マスコミで取り上げられる中国とはちがう生の声を聞くことができて有意義でした。子供に対してもフレンドリ

ーに接してくれたため、子供達も喜んだと思います。（実施時間：午後２時～４時。茶菓。） 

 

★本当に楽しかったです。初めてなので、行った前はちょっと緊張してドキドキしていたのですが、二時間ぐら

いお話ができて、お菓子やお茶もいただいて、楽しく過ごしました。また、小学校三年の娘さんのインタビュー

をも受けて、面白かったです。あと二ヶ月ぐらいで帰国しますが、今回のホームビジットの経験は大切な思い出

に一つになると思います。参加させていただいてありがとうございました。（中国出身。留学生。女性。） 

 

 

  

●とても日本語が堪能でびっくりしました。そのせいもあっておしゃべりも大変楽しく、外国の人というより久

しぶりに若いお嬢さんとお話できたという感じで、何の違和感もありませんでした。とてもハードな勉強をされ

ているのだなあと感心いたしました。良い経験をさせてもらいました。（午後２時～４時３０分。茶菓。） 

 

★T さんご夫婦はとても優しい人だと思います。この機会に、T さんを会って体験することができて本当によか

ったと思います。初めて T さんのお宅を探している時、T さんは友達と私を迎えに来てくれました。本当に感動

しました。それに、T さんご夫婦は私に、たくさんのお菓子や果物や紅茶などを出してくれて、美味しかったと

思いました。みんなで美味しいものを食べながら、中国の食文化や日本での生活の感想などいろいろな話題を話

しました。とても楽しかったと思います。もし機会があれば、このような活動にまた参加したいと思います。（中

国出身。留学生。女性。） 

 

 

  

●我が家は 5年前ホームビジットで留学生を受け入れました。 

彼女は学芸大の韓国からの交換留学生でした。 

私達と気持ちが通じ合い時々自転車で我が家に遊びに来てくれました。 

帰国後も、私とはメール交換を続けていて娘の様です。 

大学卒業後はソウルの小学校教師になり、初任給で私に財布を買い送ってくれる程でした。 

先日、その彼女から私に結婚式の招待状が届きました。 

私は初めて海外の結婚式に参列する事になります。 

KIFAの皆様のご努力のお蔭で温かい交流が続き大変感謝しております。 

有り難うございます。 

 

 



 

●Ｈさんはとても気さくで楽しい方で、家族一同楽しく過ごしました。5 歳の三女の希望で一緒にかるたをして

みたところ、Ｈさんもひらがなが分かるのでみんなで楽しむことができ、何度もかるたをして遊びました。事前

に食べられないものが豚肉や豚由来の油、エキス等であることを本人に確認したうえで、そういったものが入ら

ないシーフードパエリヤと和菓子を用意しました。たくさん食べてくださいました。イスラム教の方と個人的に

お話するのは初めてでしたが、信仰やラマダン、１日５回のお祈りについていろいろ伺った内容や、ちょうど我

が家への滞在中にお祈りの時間が来て、手や足を洗ってお祈りをされる様子から、イスラム教をとても身近に感

じました。（実施時間：午後５時～９時。食事。） 

 

★Thank you KIFA for giving me a chance to meet a Japanese Family. K’s 

Family is very nice, I feel welcome and have a great days with them. The 

mother is talk active, she speak good English and easy Japanese language to 

understand, so it was fun to talk with her. The father is a good cook, and he is 

also funny when we play Karuta together. The first daughter is confident 

enough to join the conversation she is nice. The second daughter more shy than 

the other siblings, and the last kids is very cute. So, I feel very happy to meet them and have a good experience 

for visiting a Japanese family.  

（インドネシア出身。留学生。男性。）    

 


