2009 GV 캐나다/하와이

WELCOME TO GV VICTORIA
ビクトリアへようこそ

このハンドブックでは、私たちの学校、美しいビクトリアの街、
ホームステイ宿泊サービスなど、役立つ情報をご紹介します。

（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。

ビクトリアに
ビクトリアについて

ビクトリアは、ブリティッシュコロンビア州の州都であり、バンクーバー
の西わずか３５km 離れたバンクーバーアイランドの最南端に位置してい
ます。バンクーバーからは、フェリーもしくは飛行機でアクセス可能です。
カナダでは温暖な気候で知られる庭園都市です。年間を通して、世界中か
ら観光客が訪れ、その自然美や歴史的建造物、洗練されたレストランでの
食事、高級宿泊施設や文化的な催し物を楽しみます。
ビクトリアの人口は約 8 万人で、周辺地域全体を含めたグレーター・ビク
トリアでは約３５万人の様々な人種、文化の背景をもった人々が生活して
おり、多文化なフェスティバルや活動が行われています。ビクトリアの
人々は親切です。道順を教えてくたり、バスの時刻表を一緒に見てくれた
りするでしょう。また、人々は、アウトドア・アクティビティが大好きで、
ゴルフ、サイクリング、ハイキング、ホエール・ウォッチング、カヤック、
ウィンドサーフィン、魚釣りなどたくさんのマリンスポーツを楽しんでいます。

時差とサマータイム
時差とサマータイムについて
とサマータイムについて
ビクトリアは太平洋標準時間（PSＴ）で、グリニッジ標準時（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３月から１１月となり、この時期は時計の針を一時間進めます。
例：東京はビクトリアより 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
通貨について
通貨はカナダドル。略号は C＄です。カナダドルは、たいていアメリカドル 85 セントから 1 ドルの間
の値です。
紙幣は、通常＄5、10、20、50、100 ドルで発行されています。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 がルーニー、$２がトゥー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）、そして￠5（ニッケル）です。
www.xe.com/ucc. 通貨の換金レートはこちらのサイトをご参照ください。
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
安全について
ビクトリアは治安の良い都市ですが、基本の安全行動基準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。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、目の届かない場所には絶対に置かないでください。
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。

GV の生徒は、
の生徒は、海外傷害
海外傷害保険
傷害保険に加入
保険に加入していなければなりま
に加入していなければなりません
していなければなりません
カナダやアメリカの医療費は大変高額です。GV ビクトリアは、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。

公共交通機関について
公共交通機関について
ビクトリアの主要公共交通機関はバスです。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
トではビクトリア市内の移動が可能です。一回分のチケットは＄2.50 で買えます。10 枚つづりの回数
券が＄2250、又は 1 ヶ月の定期券が＄85.00 で購入できます。インターナショナルスチューデントに
は学生割引はありませんが、年齢による割引があります。１８歳以下であれば割引料金で利用すること
ができます。この場合、一回分のチケットは＄2.50 で１０枚つづりの回数券は＄15.00、１ヶ月の定
期券は＄45.00 と割安になります。
バスの回数券または定期券はドラッグ・ストア、コンビニエンス・ストアまたショッ
ピング・モールのゲスト案内カウンターなどで購入することができます。

http://www.bctransit.com/regions/vic
上記のトランスリンクのウエ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。

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 歳以上となっていま
す。
入場には、2 種類の ID 呈示を求められることがあります。

1) 写真付きの正式 ID。パスポート、BC 州運転免許証、PR カード
2) 国際運転免許証、クレジットカード、健康保険証等。

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、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。

天候
太平洋沿岸に位置しているビクトリアの気候は温暖です。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ビクトリアは本当に素晴らしいものです。たくさんのアウトド
ア・アクティビティを楽しむことができます。
春は一年の中でも美しい季節で、平均温度は摂氏 10 度～16 度くらいです。春
の天気の特徴は、変わりやすく、暖かく晴れた日と気温が低い雨の日があります。
夏は 6 月から 9 月まで続き、平均気温は摂氏 22 度から 28 度です。最も暑く
なるのは、7 月と 8 月で、野外フェスティバルや美しいビーチにはたくさんの観
光客が集まります。

平均気温が摂氏１０度から 15 度になる 9 月の下旬から秋が始まり、11 月
頃まで続きます。この頃には、平均気温は摂氏５度から 10 度になります。
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ビクトリアの冬の天気は、雨模様と明るく澄んだ空の二通りです。1２月から 3 月頃まで続きます。冬
の平均気温は摂氏 0 度から 9 度です。街に雨が降る時は、ビクトリアのスキーリゾートである、マウン
ト・ワシントンでは、たいてい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。 気温が 0 度より下がることは滅多にありません。ビクトリアでたくさんの雪をみるのはまれ
ですが、冬にビクトリアを訪れる方は、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。湿度の高い冷たい風は、体感温度を低くさせます。また、傘の持参は一年を通して必
要です。

グローバルビレッジについて

ＧＶビクトリア校の紹介
ＧＶビクトリア校の紹介
グローバルビレッジビクトリア校はダウンタウンの中心部にあるショッピング・モール、ベイ・センタ
ーから 1 ブロックのところにあります。インナーハーバーやエンプレスホテルからは徒歩で 10 分、レ
ストランやブティック、アウトドアのカフェからもすぐです。
GV ビクトリア校は、Broad 通りと Yates 通りの角にあるレンガの建物の 2 階にあります。キャンパ
ス内は、明るく、新しく、開放的な施設で、20 の教室と、ミニキッチン付きの学生ラウンジ、高速ワイ
ヤレスインターネットが使えるコンピュータ端末が２４あります。

Global Village English Centre Victoria
Address 所在地: # 200 – 1290 Broad St.
Victoria, BC V8V 2A5
Tel:250-384-2199 Fax: 250-381-2123

GV ビクトリア

200-1290 Broad St.（建物２階）
電話：(250) 381-2199
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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 レッスン生徒は、昼食後に、選択科目（オプションクラス）①を選択します。
時間は、1 時 05 分から 2 時 10 分までです。週 30 レッスンの生徒は、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

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

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:

プレゼンテーション力、カナダの文化と歴史、職場での英語、マルチメディアを通して学ぶ英語

ビクトリア校プログラム
ビクトリア校プログラム
ＧＶでは、多くの生徒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、ボキャブラリ、リスニング、発
音などの分野にも取り組みます。
その他にも、特定の興味分野に焦点をあてた、「職場で使われる英語及びカナダの文化と社会」などを
学ぶクラスもあります。
ＧＶビクトリアには、各種試験対策準備クラスもあります。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
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にも使われます。ケンブリッジコースは FCE 準備と CAE 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、英語環境で働く準備をしたい方に適した集中的なフルタイムのコースです。
ワークエクスペリエンス・プログラムには一般英語、ビジネス英語、IELTS、ケンブリッジ英語検定な
どのプログラムを学んだ後、カナダの職場で学んだ英語を実際に使い仕事をする、無給または有給のプ
ログラムです。

アクティビティ
GV ビクトリアは、毎月の週末旅行に加え、放課後や夕
方からのアクティビティを企画しています。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
雰囲気の中で英会話を練習することができます。

昼食時や放課後のアクティビティには、ポットラックや、
ビリヤード大会、会話クラブ、美術館訪問、自転車乗り、
IMAX シアター、ハイキング、サッカー、レストランで
の食事などがあります。
夜のアクティビティでは、ホッケーやラクロス、パブに
でかけてカナダならではのビールを楽しんだり、バレエ
鑑賞、コンサート、映画、オーケストラ、ブッチャートガーデンでの花火鑑賞などに出かけます。

週末旅行はバンクーバー観光、ホエール・ウオッチングツアー、ソルトスプリングアイランドへの一日
観光、トフィーノ遠足、ウイスラーなどのスキーリゾートでのスキー、そしてロッキーマウンテンツア
ーなどが含まれます。
私達のアクティビィティ担当スタッフは、フレンドリーでとても協力的です。現地観光スポットや交通、
料金など情報が豊富ですので、生徒さん個人の一日旅行や、週末旅行の計画もお手伝いします。
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GV ビクトリアで
ビクトリアでの生活を始める
の生活を始めるにあたって
始めるにあたって

ビクトリアに到着したら
ビクトリアに到着したら
●当校のホームステイを利用し、空港の送迎を予約している方：
ビクトリアに到着したら、”Arrivals”と表示された到着ロビーへ進んでください。到着ロビー付近は
混雑が予想されます。あなたの名前が書かれた紙を持っている運転手がいますので、自分の名前を探し
てください。見つけたら、パスポートなどの自身を証明できるものを運転手に見せてください。運転手
がホームステイの家まで送り届けます。
以下の場合、ホームステイ緊急電話番号（250
250250-727727-8621）
8621 にかけてください。
１. 乗り継ぎの飛行機に乗れなかった。
２. 入国審査で時間がかかり遅くなってしまった。
３. 荷物が３０分以上探しても見つからなかった。
４. 迎えに来た運転手を見つけられなかった。
この緊急電話番号にかけたら・・・
・名前と名前のスペルを言ってください。(例：My name is Aki, it’s spelt ‘A-K-I’)
・電話をかけた理由を話してください。
例えば・・・
1. 乗り継ぎに間に合わず遅れます。 I have missed my connecting flight. I will be late.
2. 入国審査で時間がかかってしまい、遅れます。 I have been delayed by immigration.
3. 30分以上探しても荷物が見つかりません。 I cannot find my luggage.
4. 運転手を見つけられません。 I cannot find my driver.

もし、この緊急電話番号へのかけ方がわからなかったら、誰かに手伝ってもらいましょう。
例えば・・・
・航空会社のスタッフや、空港のスタッフ（インフォメーションデスク）に手伝ってもらう。
・あなたが手配委託した留学センターに連絡して、留学センターから伝えてもらう。

重要：カナダの法律では、航空会社が乗客の情報を第三者に公表する ことは許されていません。です
から、ご本人がフライトの最新情報を確認した上で、学校に連絡してください。連絡がないままに搭乗便
や時間の変更等があった場合、学校側はその変更を知る由がありません。もし、到着予定時間になって
も生徒が見つからなかった場合、ご自身でタクシーに乗ってホームステイ先まで移動していただくことにな
ります。費用は自己負担となります。空港出迎え費用(airport reception fee) は返金できませんので予
めご了承ください。

●空港出迎えを依頼していない場合：
到着したらタクシー乗り場へ向かってください。乗り場で係員がタクシーを呼んでくれます。公共の交
通機関での移動方法も教えてくれるでしょう。多くの荷物を持っている場合、地下鉄やバス、路面
電車などの公共交通機関を利用すると、移動が大変になることもありますのでご注意ください。

-7-

オリエンテーション当日
１．8時30分までに登校し、フロントデスクそばのテーブルで手続きをしてください。
２． ＧＶスタッフが出迎え、入学許可書の確認と本人確認（パスポート等の確認）をします。
３．オリエンテーションに必要な書類等一式をお渡しした後、キャンパス内をご案内します。
４．９時になったら、筆記テストを開始します。
５

9時半に、テストを回収します。その後、口頭テストの時間をご案内します。
口頭テストの時間は、９:４０から１１:２０の間になります。お待ちになる間は、コンピュータを
ご自由に利用したり、友人を作ったり、外で休憩していただけます。

６．１１：３０になると、クラス分けやプログラムについての説明が始まります。この後、４５分ほど
昼食のための休憩があります。１：０５には、学校の規則についての説明があります。ここでは、
以下の書類にサインをしていただきます。
・ GVビクトリア校 契約書 （プログラム変更・返金規定）
・ English Only誓約書
・ GVビクトリア校 権利放棄書、アクティビティ権利放棄書
・ 写真掲載許可書
７． 学校規則の説明の後は、アクティビティ・コーディネータの紹介があり、当月のアクティビティカ
レンダーが配布されます。
８． GVホームステイを利用する生徒はホームステイの短いオリエンテーションがあります。以下の書
類にサインしていただきます。
・ 到着時ホストファミリー評価書
・ ホームステイ生徒・ホストファミリー間 合意書
９．オリエンテーションの後、ＧＶスタッフが一緒に歩いてダウンタウンを案内します。学校周辺の郵
便局や薬局、図書館、レストラン、喫茶店、銀行、両替所などを紹介します。
（注）季節によって、またはグループプログラムの場合には、上記の時間が多少異なる場合があります。

授業初日
１． 8時30分までに登校し、余裕を持って自分の教室を確認してください。筆記用具（ペン、鉛筆、
紙）とGVバインダーを忘れないようにしてください。
２． 学校の壁にクラス分けの一覧表が掲示されます。そこで自分の名前を確認してください。一覧表に
はレベル、教室名、授業時間が載っています。質問等があれば、学校スタッフが入学生を案内して
いますので聞いてください。
３． 教室へ移動し、先生とクラスメートに会います。
４． クラス担任の先生が授業の概要を伝えます。ここで、これからの授業でなにを勉強するのか、コー
スの終わりまでにどんなことを学べるのか確認できます。
５．もし、あなたのクラスがあまりにも簡単すぎたり、難しすぎたりしても、2日間は様子を見てくだ
さい。それでも、レベルがあなたに適さないと思われる場合、あなたの講師か、Director of
Studies（教務担当）に相談してください。
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ホームステイプログラムについて

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。

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。
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・ 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
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。

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。
・ ビクトリア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。

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。
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喫煙
健康と衛生、そして安全面から、ホームステイでの喫煙は禁止です。
タバコを吸う際は、家の外に出て喫煙してください。小さなこどもがいたり、たばこアレル
ギーの家族がいる家庭では、家の敷地外で喫煙することを要求するかもしれません。

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週間以内まで
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。
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ホームステイ・ディスカッション・シート

ホームステイの家庭のルールや日常生活スタイルを理解するために、下記の質問項目を、ホームステイ
の家族にたずねてください。ホームステイの家族はあなたが生活を楽しめるよう、協力をしてくれるで
しょう。あなた自身もホストファミリーに慣れ親しむために努力をしてください。このディスカッショ
ンシートの内容を話し、家庭のルールを知ることで、トラブルが起きず、より快適なホームステイ生活
を体験してください。（以下は、英語のディスカッションシートの質問内容です）

1.

夕食の時間はたいてい何時頃ですか。

2.

夕食時間に帰れない場合、当然、事前に連絡しますが、何時までに連絡すればいいですか。

3.

私が早く帰らなければ、家族は先に食事をすると理解しています。その場合、私は食事を自分で温
めなおして食べますが、どこで温めればいいですか。

4.

後片付けすることを条件に、迷惑のかからない時間に自分で料理してもいいですか。何時ぐらいま
で大丈夫ですか。

5.

ビクトリア市内の電話だけ、家の電話を使ってよいことは理解していますが、電話を受けるときは
何時から何時まで電話を受けてもよいですか。（例えば、朝8時半から夜10時まで。）

6.

1回の電話につき、どのくらいの時間話してもいいですか。

7.

友達を家に呼ぶ場合は、事前にホームステイの許可をもらうという規則は理解しています。ホスト
ファミリーが留守の時に、友達を呼んでもいいですか。

8.

いつステレオ・テレビ・ビデオデッキを使ってもいいですか。（時間帯）

9.

お風呂に入った後は、床や洗面台をきちんと乾かします。何時ごろ、お風呂やシャワーを使ってい
いですか。（時間帯）また、どのくらいの時間、使用できますか。（例えば、15分～20分以内）

10. 自分の洗濯物は自分で洗濯するのですか。
11. 1週間に何回、洗濯機を使用できますか。（例えば、１週間に1回）
12. 服によっては掛けて乾かしたい物があります。どこに掛ければよいですか。
13. 事前に知っておいたほうがいいアラーム（警報機）などがありますか。
14. 帰宅が夜遅くなるような時は、家族を起こさないよう静かに家に入ります。その場合、何かしなけ
ればならないことがありますか。
15. 煙草は家の外で吸います。吸った後、吸殻はどこに捨てればいいですか。
→ 家の中で煙草を吸った場合、生徒はホームステイから退去しなければならないという規則があ
ります。
16. 物を壊したり傷つけたりしてしまった場合、私はすぐに報告します。
17. この他にも、何か知っておかなければならないことがありますか。
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