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バンクーバーへようこそ

GV バンクーバー校 ガイドブック 2014 年
• バンクーバー情報
•
•

プログラム情報
ホームステイ情報

（お読みください）この文書は同英語版の参照目的のために翻訳・編集されたものです。両言語間に不
一致が生じる場合は、英語版を正とするものとします。

バンクーバーについて
バンクーバーは、カナダ西海岸に面した美しい都市で、カナダの重要な海港です。美し
い自然、リラックスした雰囲気、フレンドリーな人々で有名なバンクーバーは、ブリテ
ィッシュコロンビア州に位置したカナダ第三の都市です。バンクーバー市の人口は約
60 万人、グレーターバンクーバー全体では 230 万人の人々が生活しています。バンク
ーバーはダイナミックで様々な人種が暮らしている都市です。世界中からバンクーバー
に移り住み、ここを「ホームタウン」とする人々で国際都市を形成しています。世界の
中で一番住みよい都市のひとつとして常に選ばれています。
太平洋に位置しているバンクーバーでは、ピクニックや散歩をしたり、ビーチバレーボ
ールをしたりして楽しむことができるビーチがたくさんあります。外周にぐるりと回る
sea wall（シーウォール）は海を眺めながら、徒歩やサイクリング、ローラーブレード
などを楽しめるコースです。いつの季節に訪れても美しいコースです。また、カヤック
やホエールウオッチング、サーフィンなどの様々なマリンアクティビィティも楽しめます。アウトドア派でな
い方には、美味しいレストランやショッピング、エキサイティングなナイトライフなどが市内で気軽に探求で
きます。
バンクーバー近郊には、いろいろな山があり、スキーやスノーボード、ハイキングを気軽に楽しむことができ
ます。ウィンタースポーツが好きな方であれば、2010 年冬季オリンピックが開催されたウイスラーを訪れて
みてはいかがでしょう。バンクーバーからは車で 2 時間 30 分ほどで行くことができます。

時差とサマータイムについて
バンクーバーは大西洋標準時間（ＧＭＴ）より８時間時間遅くなります。サマータイム実施期間は４月の第一
日曜日から１０月の最終日曜日となり、この時期は時計の針を一時間進めます。
例：東京はバンクーバーより 17 時間早く進んでいます。（サマータイム期間中の時差は、16 時間）

通貨について
通貨はカナダドルです。略号は C＄です。カナダドルはたいてい US＄75 セント－90 セントの間の値
です。
紙幣は＄5、10、20、50、100、1000 ドルで発行されています。（1000 ドルは、あまり市
場に出ていません）また、100 ドル紙幣の受け入れを拒む店も多いので、$100 は、銀行又は両
替所で両替してご使用してください。コインは$1 がルニー、$２がトゥニーと呼ばれています。そ
れ以下の小さなコインはセントといい、￠25（クォーター）、￠10（ダイム）、￠5（ニッケル）そして￠１
（ペニー）です。
www.xe.com/ucc. 通貨の換金レートはこちらのサイトでお調べください。
1 セントは、廃止されつつあり、現金で払う場合は受け入れてもらえますが、釣り銭の場合、もらうことはで
きません。現金を扱う場合は、1 セント単位の釣り銭は、切り上げもしくは切り捨てされるか、5 セントにな
ります。

安全について
バンクーバーは他の北米主要都市と比べると治安の良い都市ですが、責任を持った行動を常に心がけてくださ
い。特に、夜間にひとりで外出することは避けましょう。また、ひとり行動をするのではなく、誰かと一緒に
行動することはよいことです。知らない人に話しかけられたら、“ No thank you” （結構です） と言っ
て通り過ぎましょう。また外出の際には所持品に注意を払いましょう。かばん、財布、コンピューター、携帯
電話その他の大切な貴重品は必ず目の届かない場所には絶対に置かないでください。
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GV の生徒は
の生徒は、
徒は、必ず渡航前に海外旅行
必ず渡航前に海外旅行傷害保険に加入することが義務付けられています
旅行傷害保険に加入することが義務付けられています
カナダやアメリカの医療費は大変高額です。GV バンクーバーは最低$500,000.00 の補償額の保険に加入す
ることを強くお勧めします。カナダの警察署、消防署、救急車への緊急電話番号は 911 です。

公共交通機関について
バンクーバー公共交通機関はバス、スカイトレイン、カナダライン、及びノースバンクーバーと
ウエストバンクーバーを結ぶシーバス（フェリー）があります。公共の交通機関は分かりやすく
便利です。1 ゾーンチケットではバンクーバー市内の移動が可能です。平日の午後 6:30 までの
シングルチケットは＄2.75 で購入できます。10 枚つづりの回数券が＄21、1 ヶ月の定期券が
＄91 で購入できます。2 ゾーンチケットはバンクーバーを含め、ノース・ウエストバンクーバ
ー、バーナビー、リッチモンドまでご利用できます。シングルチケットは＄4.00、10 枚つづりの回数券が
＄31.50、1 ヶ月の定期券が＄124 で購入できます。インターナショナル スチューデントには学生割引があ
りません。交通機関を毎日利用するならば定期券が一番お得です。
※上記は、2014 年 4 月の情報です。
夜の時間帯にバスルート上のバス停留所以外でストップリクエストをするとバスの運転手が女性客を降ろして
くれます。夜遅くに 1 人で乗車している場合は、バスの運転手に下車したい場所をお願いすることができます。
スカイトレインは乗車する際にチケット又定期券を表示する必要はありませんが、乗車する際には乗車券を先
に購入することを忘れないで下さい。警察官が定期的に巡回をしているので、乗車券を所持していない乗客は
＄173 の罰金を課せられます。
乗車券は自動販売機か、公認の販売所で購入してください。

http://www.translink.ca/
以下のトランスリンクのウェブサイトで料金とスケジュール表を調べることができます。
http://www.translink.ca/

パスポートと身分証明 ID
ブリティッシュコロンビア州が定める法令ではバーやナイトクラブへの入場は、19 歳以上です。＊
＊2 種類の ID 表示を求められることがあります。

1) 公式 ID。たいていの場合はパスポートが有効です。
2) ２つめの ID はカナダの運転免許書、クレジットカード、スチューデントカードが有効
になります。

電気製品電気製品-電圧
北米の電圧は 120 ボルトで電気のコンセントは 3 つ穴です。自分の国から持参した電化製品を使
用する場合は変圧器を使用したほうがよいかもしれません。

禁煙
ブリティシュコロンビア州では職場での喫煙は認められていません。公共の建物やレストラン（外のパティオ
を含む）、バーやナイトクラブでの喫煙も禁止されています。公共の建物の 3 メートル以内の喫煙も禁止され
ています。

電話
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バンクーバー市内電話の料金は２５セントです。市内電話をかける時にはローカルコード（６０４）を始めに
ダイヤルしてください。カナダ国内及びアメリカに長距離電話をかける場合は始めに１をダイヤルし、その後
に相手先の番号を入力しましょう。その他カナダ国外にかける場合は、始めに０１１をダイヤルし続いて国番
号、地域番号の後に相手先の電話番号を入力してください。
テレホンカードは殆どのコンビニエンスストア、または両方の GV キャンパスで購入が可能です。テレホンカ
ードは、5 ドル、10 ドル、もしくは 20 ドルで買えます。テレホンカードを使用の際は、始めにカードの裏面
に表示されている番号にかけましょう。その後にガイダンスに従って日本語を選択してください。それから
PIN 番号を入力して０１１、国番号、地域番号、相手先の番号の順に従ってダイヤルしましょう。カードの残
額度がアナウンスされた後に、電話がつながります。
携帯電話を持っている場合は SIM カードを購入して長距離電話をかけることができます。携帯会社 FIDO、
Rogers、Telus の店舗で購入できます。カナダ滞在が１年以下であれば、pay-as-you-go パッケージが良い
でしょう。１年以上のカナダ滞在の場合は、直接携帯会社に行き他のプランがあるかどうか聞いてみましょう。

銀行口座
バンクーバーには個人の口座開設ができる銀行がたくさんあります。ダウンタウンもしくはホームステイ近辺
のどちらかにある銀行を選べます。口座を開設する際には、 氏名、生年月日、住所、 2 種類の個人証明書
(パスポート、運転免許証、インターナショナルスチューデントカード又はスチューデントカード等)そして学校
から発行される就学期間が記載された Confirmation Letter の提出が必要とされます。
GV がお勧めする現地の銀行は Bank of Montreal です。住所は 401 West Georgia Street です。バンクー
バー中央図書館からちょうど向かい側にあり、ふたつのキャンパスのちょうど中間にあります。

天候
太平洋岸に位置しているバンクーバーは温暖な気候です。極端に寒くな
ったり暑くなったりすることはありません。暖かく天気の良い日のバン
クーバーは本当に素晴らしいものです。たくさんのアウトドア・アクテ
ィビティーを楽しむことができます。
春は美しい季節で、平均温度 14 度～21 度くらいです。春の天気の特
徴は、晴天日と雨天日が 2、3 日おきに入れ替わります。夏は 6 月から
9 月まで続き、平均気温は 22～28 度です。夏は一年の中で最も素晴
らしい季節です。天気のいい日はどこのビーチも大変活気があって混み
合います。
夏といえども朝と夜は少し肌寒いので、軽めのジャケツト、セーターや
カーディガンまたはロングパンツ等の暖かめの服を持ってくることを覚
えておいてください。

秋は 9 月から 11 月頃まで続き、平均気温は 8～16 度です。冬は
11 月頃に始まり 3 月まで続きます。冬は雨季になり、比較的温暖
です。街に雨が降る時は、たいてい山では雪が降っているので、ス
キーヤーやスノーボーダーには嬉しいニュースでしょう。 冬の平均
気温は 0～9 度前後です。12 月から 1 月にかけての平均温度は 5
度です。0 度より温度が下がることは滅多にありません。バンクー
バーでたくさんの雪をみるのはまれです。冬にバンクーバーを訪れ
る方は、暖かいコート、帽子、手袋をお持ちいただき、寒さ対策を
万全にしてください。また、傘の携帯は一年をとおして必要です。
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グローバルビレッジについて
ＧＶバンクーバー校の紹介
グローバルビレッジバンクーバー校には、イエールタウンキャンパスとロブソンキャンパスの２つのキャンパ
スがあります。ロブソンキャンパスは、イエールタウンキャンパスから歩いて 2，3 分のところにあります。
あなたの授業は、プログラムディレクターが決定したスタディブロックのスケジュールにより、午前中がイエ
ールタウンキャンパスで、午後がロブソンキャンパス、もしくはその逆になる可能性があります。
オリエンテーション当日に、あなたのクラスとキャンパスが通知されます。

Robson Campus ロブソンキャンパス
所在地: #201-806 Homer Street,
Vancouver, BC, V6B 2W5
Tel:604-684-2354 Fax: 604-6842165

Yaletown Campus イエールタウンキャンパス
所在地: 888 Cambie St.
Vancouver, BC V6B 2P6
Tel:604-684-2112 Fax: 604-6842124

バンクーバー公立図書館

350 West Georgia St.

GV バンクーバーンクーバー- イエールタウンキャンパス

888 Cambie St.
(604) 684-2112

授業時間
ほとんどのプログラムが下記の時間割り表どおりです。朝のクラスは月曜から金曜日までの 8 時 45 分から
12 時 20 分です。10 時 25 分から 10 時 40 分は休憩時間です。昼食の時間は 12 時 20 分から 1 時 05 分
です。週 25 レッスンを受講する受講者は、昼食後に、選択科目（オプションクラス）①を選択します。時間

-5-

は、1 時 05 分から 2 時 10 分までです。週 30 レッスンの受講者は、午後の選択科目（オプションクラス）
①と②を受講します。午後の選択科目の終了時間は、3 時 30 分です。

時間

月

火

水

木

金

8:45 - 10:25

コミュニケー

コミュニケー

コミュニケー

コミュニケー

コミュニケー

ション文法

ション文法

ション文法

ション文法

ション文法

午前の授業
週 20 レッスン

10:25 - 10:40
10:40 - 12:20

休憩時間
実用

実用

実用

実用

実用

会話

会話

会話

会話

会話

12:20 - 1:05

ランチタイム（休憩）

午後の選択科目①
週 25 レッスン

1:05 - 2:10

選択科目

選択科目

2:10 - 2:25

選択科目

選択科目

選択科目

選択科目

休憩時間

午後の選択科目②
週 30 レッスン

2:25 - 3:30

選択科目

選択科目

午後の選択科目（例）
言語スキル分野の科目:

発音、ボキャブラリ、ライティング、リスニング、リーディング、文法

興味・趣味分野の科目:

演劇を通して学ぶ英語、音楽を通して学ぶ英語、写真を通して学ぶ英語、カジュアル英語など

バンクーバー校プログラム
バンクーバー校プログラム
ＧＶでは、多くの受講者が一般英語コースで勉強しています。朝のクラスは、コミュニケーション能力を高め
るための授業で、コミュニケーション文法と実用英語を学びます。これは話す時に正しい文法を使えるために
開発されたＧＶカリキュラムです。同時にどんな状況でも日常会話に役立つボキャブラリやフレーズにも焦点
をおいて勉強します。クラスでは、ペアや小さいグループに分れたり、クラス全員で話し合ったりしてスピー
キングスキルを磨きます。またライティング、リスニング、発音などの分野にも取り組みます。
午後の選択科目はライティング、ボキャブラリ、リスニング、発音などがあり、ご希望の分野の強化を目指し
ます。その他に、特定の興味分野に焦点をあてた、「カジュアルイングリッシュ」、「音楽を通して学ぶ英語」
や「写真を通して学ぶ英語」等があります。
ＧＶバンクーバー校には、各種試験対策準備クラスもあります。TOEFL プログラムは、カレッジ、総合大学
で学術的な英語を学ぶことに興味のある方に適しています。また、IELTS プロラムは、一般の IELTS 及び、
アカデミック IELTS 試験準備の準備をお手伝いします。IELTS のスコアは移民審査や短大、大学入学にも使
われます。ケンブリッジコースは FCE 準備、CAE 準備、CPE 準備があります。ケンブリッジの認定証書は
短・大学などの教育施設のほか、ビジネスなどの広い分野で英語力を証明する際に用いられています。

ビジネス英語のクラスは、英語環境で働く方や、短・大学でビジネスを学ぶ受講者に適した集中コースです。
フルタイムで受講することも、一般英語や TOEFL と組み合わせて受講することもできます。
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アクティビティ

GV バンクーバーは放課後または夜のアクティビティを月
20 回ほど企画運営しています。アクティビティに積極的に
参加をすることによって新しい友達を作ったり、新しい場
所を知ったり、楽しくリラックスした雰囲気の中で英語を
学ぶことができます。

キャンパス内の大きなスクリーンで映画鑑賞、卓球大会、
ビリヤード大会、ボーリング、チャイナタウンツアー、水
族館、IMAX シアター、そして地元レストランでの食事等が
放課後のアクティビティとして含まれています。

夜のアクティビティは交響楽団、バレエ、ビーチでのシェ
イクスピア劇鑑賞、そしてボートクルージングやナイトク
ラブそしてパブなどです。

週末旅行はビクトリア観光、ホエールウオッチングツアー、
シアトル観光、ショッピング、オカナガンへのワインテイ
スティングツアー、ウイスラーやビックホワイトスキーリ
ゾートでのスキー旅行、そしてロッキーマウンテンツアー
が含まれます。

GV のアクティビィティコーディネータは、フレンドリー
で協力的です。アクティビティコーディネーターは受講者
個人の週末旅行計画も手伝ってくれます。現地観光スポッ
ト、ホテル、バスそしてフェリー等でのたくさんの情報を教えてくれます。
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GV バンクーバーでの生活を
バンクーバーでの生活をスタートする
の生活をスタートするにあたって
スタートするにあたって
バンクーバーに到着したら
●ホームステイ滞在で空港送迎をお申し込みになられた方
バンクーバー空港に到着したら“Arrivals”（到着）方面にお進みください。出口を出ると、左手の方向にイ
ンフォメーションカウンターがあります。そして左手奥（空港の建物の出口前）には、カナダ先住民の彫刻が
あります。その付近で、あなたの名前の書いてある紙を持って待っている人があなたのドライバー・ホストフ
ァミリーです。身元確認のため、パスポート等で個人証明をドライバーに表示してください。そのドライバー
があなたのホームステイ先にお連れいたします。

緊急事態が起こった場合はホームステイ緊急連絡先
ホームステイ緊急連絡先 604604-961961-0220 にお電話ください。
1. 乗り継ぎ便の飛行機に乗り遅れた
2. 移民局に長く引き止められ遅れている
3. 30 分以上経ってもまだ自分のスーツケースが見当たらない
4. 自分の名前を掲げたドライバーが見当たらない

緊急連絡先番号に電話をする時は
• 自分の名前そして名前のスペルを英語で言ってください。（私の名前は．．．スペルは．．．です）
例：マコトさんの場合 My name is Makoto. It’s spelled M (エム) A (エー) K(ケー) O(オー) T(テ
ィー) O(オー)
• 電話を掛けた理由を言ってください。例：
1. “I missed my connecting flight. I will be late.” 乗り継ぎ便に遅れたのでバ
ンクーバー到着が遅れる。
2. “I was delayed by Canada Immigration.” 移民局で長く引き止められて遅れた
3.
4.

“I can’t find my luggage” 自分のスーツケースが見当たらない
“I can’t find my driver.” 自分のドライバーが見当たらない

もし、緊急電話番号への掛けかたが分からなかったら誰かに助けを求めましょう。例えば、
• 航空会社のスタッフ又空港スタッフがいるインフォメーションセンターで聞く
• 自分のエージェントに電話をかける

●空港送迎を申し込まなかった方
空港送迎を申し込まなかった方
バンクーバー空港に到着したら、リムジン・タクシー乗り場方面に進んでください。空港スタッフがバンクー
バー市内行きのタクシー運転手を手配します。または、公共交通機関の案内をしてくれます。たくさんの荷物
がある場合は公共のバス、スカイレインまたはシーバスの使用は困難でしょう。

注意事項 : 航空会社が乗客の個人情報を第３者へ提供することはカナダの法律により禁止されています。よっ
て、フライトの変更・延期・キャンセル等の情報のアップデートは責任を持って、GV レジストレーションオ
フィスならびにホームステイ担当者（急ぎの場合には：ホームステイ緊急連絡先
ホームステイ緊急連絡先 604
604-961961-0220）にご連絡
0220
ください。到着便が全乗客を降ろし終わった時点で受講者が見当たらない場合は、受講者個人の負担でタクシ
ーに乗車しホームステイ先まで移動する必要があります。空港送迎代の返金はいたしませんのでご了承くださ
い。
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オリエンテーション当日
1. 各スタディブロックの指定入学日からスタートする受講者は、8時15分にバンクーバー市立図書館までご
到着ください。オリエンテーションはアリス・マッケイ ルームにて行われます。GVのポスターを目印に、
階段を下りてください。ドアは、8:30に開きます。指定入学日以外の受講開始の場合は、イエールタウン
キャンパス（888 Cambie Street）にお越し下さい。
2. グローバルビレッジスタッフがあなたをお迎えします。入学許可書と身分証明書（パスポート又はIDカー
ド）を確認させて頂きます。海外旅行傷害保険証のコピーもご持参ください。
3. オリエンテーションパッケージ、GVバインダー、そして筆記試験用紙を受け取ります。筆記試験用紙を受
け取ったら、すぐに試験を始めることができます。
4. 9時45分頃になると、校長、教務責任者、アクティビティコーディネーター、講師の紹介が始まります。
学校のプログラムや今月のアクティビティスケジュールについて説明があります。
5. スタッフ紹介の後、スピーキングテスト担当の講師と面接が開始されます。講師があなたにいくつか質問
をして、英語のレベルの査定をします。このインタビューが終わりましたら昼食をお取りください。
6. 昼食時間は１２時３０分迄ですので、昼食後は必ずオリエンテーションの部屋に戻って下さい。
7. 12時30分になりましたら学校の規則についての説明を受けます。ここで、契約書に署名をしていただきま
す。
8. 1時15分頃から、イエールタウンキャンパス及びロブソンキャンパスのキャンパスツアーを開始いたしま
す。
9. GVホームステイ滞在を利用する方は、各キャンパスにて2時頃からホームステイミーティングに参加して
いただきます。このミーティングで滞在中のホームステイについての大切な情報をご確認ください。ホー
ムステイについて、心配なことや問題がある場合は、ホームステイ担当にご相談ください。

注意：１-9のスケジュールは、入学時期や参加受講者数、特別グループ等の違いにより、一部変更する可
能性がございます。

授業初日
1. 授業の初日は8時30分までに登校しましょう。ペン、鉛筆そしてノートブックに新しいGVバインダーを忘
れずに持参してください。

2. クラスのリストと教室番号の発表は、キャンパスに掲示されます。まず、最初にあなたの名前を探してくだ
さい。リストにはレベル、教室番号、担当の講師の名前が表記されています。質問がある場合は、各キャン
パスのディレクター、受付、もしくはプログラムアシスタントにお尋ねください。

3. 授業は8:45から始まります。自分の教室に移動して、担任の講師そしてクラスメイトに会いましょう！ま
ずは、元気よく自己紹介です。

4. 担任の講師からレベルの概略やクラスでの規則について説明があります。
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5. もし、あなたのクラスが簡単すぎたり、難しすぎたりしても、まずは、2日間はクラスに参加をして様子を
見てくだ さい 。そ れで も レベ ルが 適していない と感じたら、担 任の 講師 か 教務 責任 者（Director of
Studies）にご相談ください。

ホームステイプログラムについて
ベッドルーム
ベッドルーム
・ あなたの部屋にはドアが付いていて、完全にプライベートの場所となります。部屋にはベッドと机（ラ
イト付）が用意されています。服を掛けたり、荷物を置いたりするスペースもあります。
・ ホームステイの家族はあなたのプライベートを尊重します。必要がない限り、許可なしに部屋に入るこ
とはありません。
・ 部屋はきれいに使用し、ゴミ箱のゴミは1週間に1度は捨てましょう。
・ 手洗い石鹸やタオル、枕、ベッドのシーツなどはホームステイの家族から渡
されます。シーツの取り換えは自 分でしましょう。
・ 部屋に大金を置かないこと。カナダで銀行口座を開設することは非常に簡単
です。
・ ベッドルームで食べたり、食べ物を保存したりしないで下さい。虫が出たり、
悪臭の原因になったりするからです。

食事の時間
・

アレルギーがある場合はホストファミリーに伝えてください。

・

あなたの好きな物や嫌いな物をホストファミリーに知ってもらうのは大切なことです。嫌いな物を伝え
ることは、決して失礼なことではありません。しかし、ホストファミリーが作るものは、カナダスタイ
ルの食事であることを忘れないでください。

・

朝食と昼食は自分で準備するのが普通です。ホストファミリーは平日、あなたが
学校へ持って行く昼食の材料は準備してくれるでしょう。カナダの標準的な昼食
は、サンドイッチと果物１つ、飲み物１つです。

・

食事と食事の間におやつを食べることもあります。ホストファミリーがおやつを
楽しんでいる人だったら、きっとあなたも一緒に誘ってくれるでしょう。

・

自分で好きな食材などがある場合、自己負担で購入することもできます。

・

北アメリカでは夕食が一日のメイン、かつ、バランスのとれた食事となります。朝は最も少ない食事と
なります。シリアル（コーンフレークのようなもの）、トースト、卵、果物などから選んで食べること
になるでしょう。

・

夕食時間に家へ帰れない場合、事前に必ずホストファミリーに連絡をしてください（例えば5時など、
双方で取り決めた時間までに）。もし、帰りが遅れる場合は食事を冷蔵庫にとっておいてくれるので、
電子レンジで温めて食べましょう。

・

カナダでは、水道水は安全ですので飲用できます。
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洗濯
・ ホームステイ料金に洗濯機と洗濯洗剤の料金も含まれています。
・

自分のものは自分で洗濯してください。洗濯機を使用する前に使い方を正確にしっかり教えてもらいま
しょう。

・ 家によっては機械の使い方が複雑なため、ホストファミリーが操作することも
あるかもしれません。

・ 通常、1週間に1回洗濯します。
・ 洗濯機には多くの電気を使用するため、洗濯のカゴがいっぱいになった場合に
だけ洗濯します。

・ もし、ホストファミリーがアパートに住んでいて、コインランドリーを使用する場合、ホストファミリ
ーがあなたの洗濯代を支払います。あなたが費用を負担することはありません。

バス・トイレ
・ ボディーソープ、歯磨き粉、シャンプー、化粧品、ローション、デオドラント等はご自身で用意してく
ださい。

・ カナダでは給湯タンクの小さい家が多いです。15分から20分以内で、手短にシャワーを浴びるように
してください。お湯の使いすぎや、お湯の沸かし直しの無駄をしないようにするためです。

・ 食器洗い機や洗濯機を使用している場合、水の出が悪かったり、温度がぬるい場合もあります。このよ
うな事情から、シャワーは時間を決めて浴びるようにしましょう。

・ カナダのバスルームの床には排水口がついていません。風呂場が水浸しにならないように、
シャワードアやシャワーカーテンはしっかり閉めて使用してください。

・ 安全のため、バスルームの使用後はいつも床や洗面台付近は必ず乾かしてください。濡れて
いると滑りやすく、他の人に迷惑をかけます。

・ ペーパータオルやナプキン等は、トイレに流さないでください。

エコライフ（省エネ）
・ 北アメリカの家では、生活の中で省エネを意識しています。
・ エネルギーの無駄をしないために、できることの一例を挙げてみましょう。

-使わない部屋の電気は消します。
-冬の間、家の中で暖かい服装をして過ごします。
-シャワーの時間は短くします。（15分から20分以内で済ませること。）
・ 冬の間、ホストファミリーは家の中を適度な温度に保っておきます。
・ バンクーバーの家庭の多くは資源をリサイクルしています。例えば、ゴミは、新聞紙、缶、プラスチック
製品を分別します。詳細はホストファミリーが教えてくれるでしょう。

家の鍵
ホームステイ先より鍵を渡されます。家のアラームコードがあるホストファミリーからは、アラー
ムコードをもらいます。家の鍵を大切に扱うことは重要です。家を出る時はドアの鍵を掛けたかど
うか確認してください。安全上の理由でとても大切なことです。
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来客
ホームステイ宅にゲスト（友達）を呼ぶ場合は、事前にホストファミリーから許可をもらい
ましょう。ホストの許可なしでゲストは泊まることはできません。その日に家に帰宅しない
ときは、遅くなる前に必ずホストファミリーに連絡してください。連絡がなければホストフ
ァミリーはあなたのことを心配します。

喫煙
健康衛生上、そして火災防止の為、ホームステイ宅での喫煙は禁止されています。屋外のみ喫煙が
許されます。

ホームステイの延長
事前に申し込んだホームステイ滞在日より長く滞在したい場合は、GV にお知らせください。
ホームステイ滞在中に延長を希望する場合は、ホームステイオフィスに報告して、最低３週間前までにお支払
いをお済ませください。

ホームステイをキャンセルする場合
ホームステイプランの変更や、ホームステイ先からアパートへの移動が決まった場合は、ホストファミリーの
最終日から数えて最低３週間前までに GV 側に伝えなければなりません。

私たちは、あなたのホームステイが素晴らしい経験になることを願っています。
質問や問題があるときは、いつでもどんなことでも遠慮せずに私たちに話してください。
ホームステイ担当者は、あなたのサポートをいたします。
または、604
604604-684684-2112、
2112、vancouver@gvenglish.com迄ご連絡ください。
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