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	 午前	 午後	 昼食	 夕食	 宿泊先	 

６月０2 日	 

（火曜日）	 

~ 11:45	 東京駅	 集合	 

12:30	 事前研修（フランス大使館)	 

~ 21:00	 事前研修（フランス大使館）	 -	 外食	 

	 

ロイヤル	 

パークホテル	 

羽田	 

６月０３日	 

（水曜日）	 

12:50 パリ着（AF	 279）	 

空港→カンパニールホテル	 

(バス)	 

カンパニールホテル	 

17:00-19:00 メゾンカイザー	 

(カフェタイム、店舗見学、パン講義)	 

外食	 外食	 パリ泊	 

カンパニール

ホテル	 

６月０４日	 

（木曜日）	 

市内観光(エトワール凱旋門､セーヌ川	 

クルーズ､エッフェル塔、など)	 

16:30-18:00	 

ジャポネード交流・ラシーンヌ学校交流	 	 

	 

外食	 外食	 パリ泊	 

カンパニール

ホテル	 

６月０５日	 

（金曜日）	 

10:30~ 	 

在フランス日本大使館	 表敬訪問	 

市内観光(エトワール凱旋門､セ-ヌ川ク

ルーズ､エッフェル塔、など)	 

外食	 外食	 

	 

パリ泊	 

カンパニール

ホテル	 

６月０６日	 

（土曜日）	 

ルマンへ移動（バス）	 

12:00 ジャコバン広場着(予定)	 

ホストファミリー出迎え	 

子ども達：ホームスティ	 

引率：エトワール・センター泊	 

家庭	 家庭	 

	 

ルマン泊	 

H om estay	 

６月０７日	 

（日曜日）	 

子ども達：ホームステイ	 子ども達：ホームスティ	 

引率：エトワール・センター泊	 

家庭	 家庭	 ルマン泊	 

H om estay	 

６月０８日	 

（月曜日）	 

~ 9:00 エトワール・センターに集合	 

10:00-12:00 フランス語授業	 

15:00~ 	 

(部屋割り・日常品買い出し･	 

旧市街見学)	 

宿舎	 宿舎	 ルマン泊

L’Etoile	 

６月０９日	 

（火曜日）	 

10:00-12:00 フランス語授業	 15:00-17:00 ゴーカート	 	 

	 

宿舎	 宿舎	 ルマン泊

L’Etoile	 

６月１０日	 

（水曜日）	 

8:30 ルマン発(バス)	 

アンボワーズ城見学	 	 

	 

ピクニック､クロ・リュセ城見学	 

18:30 ルマン着(予定)	 

ウェルカムパーティ(春子様宅)	 

*	 春子

様宅	 

ルマン泊

L’Etoile	 

６月１１日	 

（木曜日）	 

10:00 ル・マン市役所市長訪問	 サンジュリアン小中学校交流会	 

	 

宿舎	 宿舎	 ルマン泊

L’Etoile	 

６月１２日	 

（金曜日）	 

10:00-12:00 フランス語授業	 

	 

12:00-14:00 マツダ様主催昼食会	 

パレード見学	 

外食	 宿舎	 ルマン泊

L’Etoile	 

６月１３日	 

（土曜日）	 

サーキット会場移動	 

11:00	 TO YO TA ピット見学	 

15：00 ルマン２４H レース開始	 

レース観戦	 

宿舎	 宿舎	 ルマン泊

L’Etoile	 

６月１４日	 

（日曜日）	 

朝市見学	 

レース観戦･ミュージアム見学	 

15：00 ルマン２４H レース終了	 

レース観戦	 

宿舎	 宿舎	 ルマン泊

L’Etoile	 

６月１５日	 

（月曜日）	 

荷物準備	 

12:00 昼食･テーブルマナー・感謝の会	 

15:00 パリへ移動	 

夕方着予定	 

*	 *	 パリ泊	 

IB IS	 C D G 	 

６月１６日

（火曜日）	 

8:00 ホテル→空港(シャトルバス)	 

11:05 パリ発	 （AF	 272）	 

機内	 機内	 機内	 機内泊	 

６月１７日

（水曜日）	 

06:00 羽田着	 	 

11:00-13:00	 解散式(フランス大使館)	 

帰宅	 	 	 	 

	  

プログラム 



パリ市内観光

在フランス⽇日本⼤大使館訪問 メゾンカイザー⾒見見学

現地の様子　パリ市 

JAPONAIDE・ラシーンヌ⾼高校で震災プレゼン、交流流会



ホストファミリー出迎え

現地の様子　ル・マン市 

フランス語授業 ル・マン市役所訪問

観光

アラン・プロストサーキットでゴーカートを体験



現地の様子　ル・マン市 

サンジュリアン学校で震災プレゼン、交流流会

MAZDA様主催昼⾷食会



現地の様子　ル・マン市 

Le  Mans  24Hパレード⾒見見学

ル・マン24時間耐久レース観戦



現地の様子　ル・マン市 

テーブルマナー講座

感謝の会  -‐‑‒  現地でお世話になった皆様に感謝の気持ちを伝える

フランス⼤大使館での解散式



参加生徒の感想 

•  感謝の会では、Team LAKIYSが頑張って準備をした歌、動画、そして発表をしました。
自分達がこのフランスステイで感じた強い思いを支援者の皆様に伝えることができま
した。それに、毎晩のミーティングの感想発表にあったように、自分が思ってもみな
かったことがチームのみんなの口から出てきて、新たな気付きがあって最後の最後ま
でたくさんのことを学ぶことができました。自分達のことを支援してくださった方々
に私たちの思いを込め、メッセージを渡しました。その際に、寺田さん、上村さん、
関口さん、ゆう子さん、羽生さん、春子さんを喜ばせたと思います！１年間自分達の
ために頑張ってくださったみなさんに少しですが、 
お返しができてよかったと思います。この２週間で見たもの、経験したものそして感
じたものを大事にして、これから活かしたいと思います。 

-S.Y.さん（宮城県） 
 
•  ホストファミリーとは、一緒に料理作ったり、市場やショッピングに連れて行っても
らったり、書ききれないほどの思い出ができました！この２日間は一瞬一瞬がすべて
思い出です！言葉が通じなくても心が通じ合うこと、国を超えて楽しめることを実感
しました。 
ホストファミリーが来年日本に来るということで、会う約束をしました。それまでに
フランス語で日常会話ができるようになるという新しい目標ができたので、これから
もっと頑張ります！ 

-  N.Y.さん（岩手県） 
 
•  在仏日本大使館にて、震災直後にフランスから日本への応援メッセージなどお手紙を
見させていただきました。海を越えた遠いフランスの地でも被災地のことを思ってく
れていることに嬉しく思いました。人の思いは、人の思いを動かすということをあら
ためて実感することができました。 

-S.I.さん（宮城県） 
 
•  ジャポネードの皆様やパリのラシーンヌ高校の学生の皆様と交流会をしました。ここ
では、震災のプレゼンをしたのですが、みんな真剣に聞いてくれました。みんなはと
ても明るく、積極的に話しかけてくる人たちでした。震災のことや日本のことを伝え
られて嬉しかったです。皆様は日本を心配してくれてたんだ！と感じ、復興のために
は僕もなにかもっと頑張らなくてはと、強く思いました。 

-M.K.さん（宮城県） 
 
 
 


