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ジュニアプログラム出発準備資料

このハンドブックでは、私たちの学校、美しいハワイの街、
快適な宿泊サービスなど、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。

4/24/18
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ハワイの歴史について
ハワイの歴史は、数百年前にさかのぼります。今より 1500 年
以上前、ハワイに最初に足を踏み入れたのは、ポリネシア人で
した。1778 年には、キャプテン・クックがカウアイ島ワイメ
ア湾に上陸し、サンドイッチ伯爵にちなみ、ハワイ諸島を「サ
ンドイッチ諸島」と名付けました。これにより、ハワイが欧米
にその門戸を開かれることになりました。
欧米からの近代化の影響は大きくなりつづけ、1893 年にアメ
リカの入植者が、平和的とはいいつつも、論議を招くクーデタ
ーでハワイ王国を没落させました。1898 年、ハワイは、アメ
リカ合衆国の領土となったのです。
20 世紀には、砂糖とパイナップル農園がハワイの経済を急成長させ、日本、中国、フィリピン、ポルトガルからの
移民をもたらしました。世界で最も多文化な街のひとつであるホノルルは、様々な伝統、祭り、食文化を混合し、変
容させた多様な文化のメルティング・ポットとなっています。1959 年には、ハワイはアメリカ合衆国の 50 番目
の州となりました。

ハワイの便利情報
州のニックネーム： アロハ・ステート

（ハワイ州は、８つの主な島から成り立っています）

州都：ホノルル（オアフ島）
人口： 約 1,400,000 人 （詳しい情報は： http://quickfacts.census.gov/qfd/index.html）
時間帯： ハワイ標準時（GMT [グリニッジ標準時]よりー10 時間)

※ハワイはサマータイム（夏時間）を実施し

ていません。詳しい情報は： www.timeanddate.com/worldclock
通貨： US ドル

クレジットカードは広範囲で利用可。

平均気温：4 月から 11 月：

24～ 30 度、12 月から 3 月：20～27 度 平均水温：23 度

エリアコード・携帯電話： ハワイのエリアコードは（808）です。携帯電話はほとんどの島で利用
可能です。出発前に携帯電話会社とプランの詳細を確認してください。
交通：レンタカー、ツアーバス、シャトルバス、タクシー、市バス、モペッド、自転車等がありま
す。たいていの生徒は、バスを利用しています。
衣服： カジュアルな服装が便利です。夕方以降の寒い時に備え、軽い上着をお持ちください。スー
ツやネクタイを着用するのは稀です。
チップ： アメリカの基準にならい、食事には 15～20% 、ポーターには、荷物一つに付き少なくとも＄１、ベッド
メイクには少なくとも＄１がよいでしょう。タクシーに乗った際は、＄２～＄３で結構ですが、Keep the

change.”(お釣りはチップとして取っておいてください) と言うことも出来ます。チップの額は、受け取ったサービ
スの質により、決めることができます。
さらに詳しくは： http://www.gohawaii.com/

話される言語
島々では、英語が広く話されていますが、ハワイ語もハワイ州の公用語です。ピジン英語は混交語（いろいろな言語
が混合したもの）で、多くのハワイ居住者に日常のカジュアルな会話の中で使われています。

ハワイの季節
一年を通して、ハワイの気候は熱帯性で温暖です。詳しくは：
http://www.wunderground.com/US/HI/Honolulu.html
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地域の街
熱帯の遊び場から都会の島の幻想へと瞬くように変わるコントラストがあろうとなかろうと、オアフ島の街は、それ
ぞれがユニークです。ワイキキでは、グローバル且つローカルなクラフトや、美味しい料理、プレートランチ、白砂
のビーチ、フラレッスンなど活気ある雰囲気が楽しめます。ワイキキは、カントリーミュージックからディスコまで、
多くのバーやナイトクラブがあります。グローバルビレッジハワイ生に人気の宿泊施設、“アイランドコロニー“か
らはすぐです。ワイキキから近いその他の滞在施設は、カイムキレジデンスとカピオラニレジデンス（学生寮）です。
バスで、約 5～15 分の距離にあります。
ホノルルのダウンタウンは、ワイキキのナイトクラブとは異なり、もっとローカルな雰囲気です。美術館やアートギ
ャラリー、様々なレストラン、金融街、チャイナタウンが混在しています。
1 時間もしないところにあるウインドワードコーストには、アメリカのベスト・ビーチと呼ばれるラナカイ・ビーチ
があります。オアフ島の伝説、ノースショアで巨大な波や美しい日の入りを見て、リフレッシュし、リラックスして
ください。ホノルルは、様々な特徴ある地域、文化、コミュニティで知られています。
学校のアクティビティ
サーフィン、フラ、ウクレレのレッスン、サンセット・カタマランクルーズや乗
馬、フラ鑑賞や歴史を求めてのハイキングなど、ハワイは、一年中アクティビテ
ィを楽しめる最高の場所です。グローバルビレッジハワイ校では、スタディブロ
ック毎に、数々のアクティビティをカレンダーにしてご案内しています。生徒は、
他国やローカルの生徒たちと交わりながら、ハワイで最高に楽しいアクティビテ
ィを経験する機会を持つことができます。
さらには、スタディブロック毎に、ハワイ校では近隣の島に遠足に出かけ、ハワ
イの島々の多様性を体験することができます。ホエール・ウォッチング（季節限
定）、火山観光、美しい景色のなかでのハイキングなど、どれもハワイ特有で思い出に残る旅となるでしょう。すべ
ては、生徒さんのためにアレンジされていますので、安心してアクティビティを楽しんでください。
もし、夜のアクティビティに興味があるのでしたら、ホノルル市内とその周辺地域には、クラブやコンサート会場は
エンドレスにあります。しかしながら、夜の時間を楽しみたい方は、ホームステイではなく、ワイキキに近いその他
の宿泊オプションを検討することをお勧めします。ホノルルのバスは広範囲に走っていますが、多くのホームステイ
先がある遠くのエリアを走るルートは、ラッシュアワーが終わるとバスも終わり、夜、タクシーに乗って帰宅する必
要があるでしょう。
ハワイ校での滞在が長い場合も、短い場合も、種々の楽しいアクティビティを通して、あなたの時間を有効に過ごす
ことが出来るでしょう。過去の成人プログラムのアクティビティカレンダーは、GV ハワイのウェブサイトからご参
照いただけます。http://www.gvenglish.com/schools/usa/hawaii.html#activities

ハワイの電圧
ハワイの電圧は１２０ボルトです。コンセントは二つ穴、または三つ穴があります。日本から電化製品を持ち込む場
合は、アダプター等が必要になるでしょう。詳細は： http://www.voltagevalet.com/

ハワイの交通機関
大人の片道バス代は、 $2.75 です。ユース（6～17 歳）の片道は$1.25 です。バスのド
ライバーは釣り銭を出しませんので乗車には、ちょうどの金額を用意してください。一ヶ
月定期は、フードランド、セブンイレブン、もしくはアラモアナショッピングセンター内の
サテライトシティホール（the Satellite City Hall）など、その他でも学校の近くで購入できま
す。
現在の一ヶ月定期券は、$70 で、月初から月末までの間有効です。一日乗車券は、大人$5.50、ユースで$2.50 で
す。
18 歳未満の学生には、$35.00 で購入できるユースパスがあります。一日乗車券を購入する際は、乗る際に、ドラ
イバーに購入の意思を伝えてください。
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ホームステイ先から学校までの平均通学時間は、約 60 分です。ほとんどのバスルートは夜 9 時頃で運行が終了し
ますが、ごくわずかに、夜 11:30 まで運行しているルートもあります。終了時間はバスルートによって異なります。
定期券やバスのスケジュールについての詳細は： http://www.thebus.org/.

タクシー
タクシーは近距離を移動するのにとても便利です。多くの行き先が、実際はどんなに近いことか驚くでしょう。タク
シーは、便利であると同時に、複数の人数で料金をシェアすることで安くもなります。タクシー乗り場は、たいてい
のメジャーなショッピングセンター、ビジネス街、空港などにあります。タクシー内には、ドライバーの免許書と写
真と共に、公式レートと料金表が表示されています。
注：通りがかりのタクシーを大声で呼び止めるのは、ニューヨークのような大都市では普通かもしれませんが、ハワ
イでは、タクシー乗り場を探したり、ホテルのコンシェルジュに頼んでタクシーを呼んでもらったり、自分で電話を
かけて呼ぶのが普通です。タクシーを呼び止めようとするほうが時間が掛かってしまうのです。

•

*メーターは、 $3.10 からスタートし、1/8 マイルごとに $0.40 ずつ上がっていきます。その他
に、45 秒の待ち時間ごとに $0.40 が加算されます。チップは通常、5～10％です。以下は、
料金の目安です。
• 空港からワイキキまで：約$45.00
空港からホームステイまで：約$65.00

*上記の料金は、“The Cab”を参考に算出されています。 (http://www.thecabhawaii.com/rates/), 料金は予
告なしに変わることがあります。

電話
ハワイのエリアコードは (808)です。同じ島内の市内通話には、7 桁の番号が必要です。ほかの島や、アメリカ本
土に電話をかけるときは、“１”をエリアコードに付けた 11 桁の番号をダイヤルします。
•
健康・安全・犯罪に関わる緊急電話番号は９１１です。
•
411 は、オペレータの番号案内です。０は、オペレータにつながる番号です。電話全般について
のアシストをしてもらえます。
プリペイド電話はハワイ諸島で購入・使用できます。公衆電話も島内のいくつかの場所に設置されて
おり、利用することが出来ますが、お釣りは出ません。電話がつながらなかった場合にのみ、硬貨が戻ってきます。
テレフォンカードも利用可能です。
ハワイ校の学生ラウンジには、電話が設置されており、生徒は市内通話を無料でかけることが出来ます。かけたい 7
桁の番号の前に、“９”をつけてください。

安全
ホノルルは、アメリカのほかの大都市に比べ、きわめて安全ですが、ある程度、用心しておくことは必要です。
•
特に夜遅い時間は、一人で行動しない。
•
見知らぬ人とは会話をしない。自分自身の情報を与えない。
•
バス内でトラブルがあったら、ドライバーに伝える。
•
警察、救急車、消防車を呼ぶ。 電話番号は 911 です。公衆電話からの通話は無料です。
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喫煙
ハワイ州では、二次喫煙にさらされたくない人の健康と福利を守るため、「煙のないハワイ」法が制
定されています。これは、喫煙禁止令ではありません。喫煙者は、たばこを購入し、同法が定める禁
煙場所以外でなら煙を出すたばこ製品を嗜むことができます。喫煙やたばこ製品を所持するためには、
１８歳以上でなければなりません。
レストラン、公共の建物、バー等から２０フィート（約 7 メートル）以内の喫煙は、許可されていません。グロー
バルビレッジハワイでは、建物正面ではたばこを吸わないでください。建物脇のベンチのところ、もしくは、建物の
裏で喫煙ができます。グローバルビレッジハワイでは、E-シガレットは使用禁止です。上記の喫煙場所をご利用くだ
さい。
2014 年 1 月より、どのビーチ、公園、バス停でも禁煙となりました。ハワイの居住者、及び訪問者に向けた標識
をこれらの場所で目にするでしょう。初めての違反は 100 ドル、再犯には、一度につき最高 500 ドルの罰金が科
せられます。詳しくは：http://hawaii.gov/health/healthy-lifestyles/tobacco/Smoke-Free-Law.htm.

飲酒
アメリカ合衆国で飲酒が出来るのは、２１歳からです。店やレストラン、バーなどでアルコー
ル飲料を購入するときは、パスポートまたは、その他の公的な身分証明書を呈示する必要があ
ります。２１歳以上に見えたとしても、 身分証明書の呈示を求められる場合もあります。ま
た、道路やビーチ等で飲酒することは、違法行為です。車の中で運転者だけでなく、同乗者も
開封したアルコール飲料を所持することも違法です。

海外旅行傷害保険
アメリカの医療は、大変高額になり得ます。それゆえ、生徒は予期しない突然の入院や手術、重篤な病気や事故によ
る複雑な治療をカバーする十分な保険が必要です。保険の加入がない場合、高額な医療費が経済的負担となり、米国
国土安全保障省が定義するフルタイム学生の要件を満たし続けることが困難になるかもしれません。
グローバルビレッジハワイ校では、入学登録時に、すべての１８歳以上の生徒に、海外旅
行傷害保険の加入を強く勧めています。保険証書のコピーなど、加入を証明できるものを
入学時までにご用意ください。 また、アメリカ合衆国で同行のご家族（夫、妻、子）の
分の保険も購入することができます。ハワイ校では、留学生のための保険会社のご案内も
しています。詳しくは、スチューデントサービスマネジャーに質問するか、もしくは、
NAFSA（外国人学生援助協会）のサイトをご覧ください。
http://www.nafsa.org/resourcelibrary/default.aspx?id=8823&terms=health+AN
D+insurance+AND+companies

通貨
ハワイの通貨はアメリカドルです。アメリカドルの相場は、次のサイトからご参照ください。 www.xe.com/ucc
紙幣は、$1, $5, $10, $20, $50, $100 の単位で発行されています。数は少ないですが、 $2 札もあり
ます。
通常使われている硬貨は、１セント ("ペニー"と呼ばれています)、 5 セント ("ニッケル")、10 セント ("ダ
イム") 、25 セント ("クォーター") です。 50 セントと１ドル硬貨もありますが、あまり見かけないでし
ょう。

税金
ほとんどの購入には GET（一般消費税）が約 4.5％の割合で課されます。宿泊施設を 180 日以内で利用すると、
7.25％の TAT（ホテル税）が課されます。GET は、グローバルビレッジの全ての料金に含まれています。
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パスポートと身分証明
ハワイにご出発する前に、以下の点をご確認ください。
1. 予定滞在期間に加えて、6 ヶ月の有効期間が残っていること。.
2. ビザ免除プログラムに含まれている国の生徒（注、日本国籍の方はこれに該当します）は、2009 年 1 月
12 日より、渡航前に ESTA（電子渡航認証システム）を利用し、渡航の 72 時間前までに電子渡航認証を
取得する必要があります。詳しくは： http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/id_visa/esta/
3. ビザ免除プログラムに含まれていない国籍の生徒は、アメリカ合衆国に入国するための有効なビザを取得す
る必要があります。詳細は、お近くの米国大使館へお問い合わせください。http://www.usembassy.gov/
アメリカ合衆国へ学生ビザで入国する場合、あなたの I-20 の原本を空港の税関・国境警備員に呈示してもらってく
ださい。

荷造り
ハワイの人は、あなたが恐らく普段、見慣れているよりも、もっとカジュアルな服装をしています。ハワイでは、た
いてい、半ズボンにサンダル、ジーンズ、サンドレスなど、たいていどんな服装でも通用します。しかし、ほぼ全て
のレストラン、店舗等では、シャツと靴は着用を義務づけられています。エアコンが効いて寒い建物がある場合や、
非常に寒い時もありますので、軽いジャケットやセーターを用意することをお勧めします。


___
___
___
___

以下のことを出発前に必ず確認してください
フライトの確認は済んでおり、学校は、あなたのフライトの最新情報を把握している
ホームステイもしくは宿泊先の住所と電話番号を持った
航空券、パスポート、I-20 の用紙（学生ビザで入国する場合）を持った
緊急時に電話を掛けられるために、財布の中に、少なくともアメリカドル 25 セントが 6 枚入っている
（お持ちの携帯電話が使えない場合もありえます）

荷造りのアドバイス
・ 禁止されている品物を空港へ持って行かないでください。禁止されている品のリストは以下のサイトをご参照く
ださい。
http://www.tsa.gov/travelers/airtravel/prohibited/permitted-prohibited-items.shtm
・ 禁止されている品物を所持していることが見つかると、刑事的・民事的の両方もしくはそのどちらかの形で起訴
されるか、少なくとも、その品を放棄することを求められるでしょう。検査官がその品物についての処分決定を
します。たとえ、間違って持ってきてしまったとしても、禁止された品を検査所に持ち込むことは、違法行為で
す。
・ 容量が 3 オンス以下の液体は、クォートサイズの透明のジップロックバッグに入れる必要があります。詳しく
は：http://www.tsa.gov/311/311-brochures.shtm
・ ラッピングされたプレゼントを荷物に入れたり、持ち運んだりするのは避けてください。ラッピングされた包み
は、郵送するようがよいでしょう。プレゼントは、ラッピングされていない状態で持ち運び、現地に着いてから
ラッピングするようにしてください。もし、ラッピングされている包みがアラーム装置を誘発した場合、検査官
が包みを開け、中を調べる必要があります。
・ 現像していないフィルムと、フィルムの入ったカメラは機内持ち込みバッグに入れてください。手荷物チェック
インの検査機は、現像されていないフィルムを損傷してしまいます。
・ 機内持ち込みが出来るのは、持ち込み用の手荷物１ヶと携行品 1 ヶです。携行品とは、ノートパソコン、ハンド
バッグ、小さなリュックサック、書類かばん、カメラケース等です。預けられる荷物は乗客一名につき、2 つで
す。荷物や料金についての詳細については、ご利用の航空会社へ直接、お問い合わせください。
全ての荷物には名札をつけてください。ノートパソコンにも忘れずにつけてください。手荷物検査台でもっとも
よく忘れられる荷物はノートパソコンです。
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以下は、荷物のチェックリストです。
●衣類
半ズボン
ジーンズ・ズボン（あまり厚手ではないもの）
Tシャツ
ノースリーブ
スカート・夏物のワンピース
長袖のトップス（あまり厚手ではないもの）
水着
靴下と下着
帽子
サンダル
ランニングシューズ
__ ______________

●洗面用具
石鹸
歯ブラシ
シャンプー
ローション・保湿クリーム
化粧品
デオドラント
髭剃りとシェービングクリーム
__ ______________

●その他
カメラ
辞書
傘
日焼け止めクリーム

●機内に持ち込むもの
__
__
__
__
__
__
__
__
__

I-20 書類（学生ビザで入国する方）
パスポート
お金
ボールペン
グローバルビレッジ連絡先電話番号等
上着
フライト・宿泊先情報
ノートパソコン
______________
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時差症候群（時差ぼけ）
時差症候群は、時差がある地域間を移動した際に起こる心身の不調状態のことです。この状態は、1週間かそれ以
上続くこともありますが、たいてい1日か2日で通常の起床・就寝のパターンに戻ります。

時差症候群の対策
飛行機の中で移動先の時間に合わせた睡眠を取ることによって多少回避できることがあります。

時差による体調不良を解消するためのアドバイス
・東から西への移動の場合、出発の２、３日前から出来るだけ遅い時間に寝ると、移動先の時間に合わせやすくな
る。
・飛行機の中ではできるだけ移動先の時間に合わせて眠る。
・飛行機の中では首や頭を支える枕などを使用する。
・安眠のために、音や光を遮る耳栓やアイマスクなどを持参する。

移動先の時間に合わせるためのアドバイス
・体内時間を新しい時間に変更できるように、日の光を浴びるようにする。
・日中、適度なカフェイン飲料を飲むようにする。
・寝る前にアルコールやカフェインを飲まないようにする。
・移動先の時間に合わせた消灯時間にする。
・自分なりのリラックス方法をとるようにする。
・寝る前の激しい運動は避ける。

ホノルルに到着したら
●当校のホームステイ(Global Village Homestay)を利用し、空港の送迎を予約している方：
国際便でホノルルに到着し、荷物受取所でご自分の荷物を受け取ったら、右側へ進み、”Individual Traveler” ま
たは、“EXIT2”と表示されている出口から出てください（次ページの写真をご参照ください）。このエリアは、
大変混んでいますが、あなたの名前が書かれたオレンジ色の紙を持っている運転手・ホストファミリーがいますの
で、自分の名前を探してください。この運転手・ホストファミリーがホームステイ先もしくはあなたの宿泊先まで
送り届けます。
コンドミニアムや学生寮に宿泊する生徒は、管理人または、予約用番号に連絡をしてください。連絡先は、あなた
の宿泊手配確認書に記載されています。
以下の場合、学校の緊急電話番号（1-808-341-0664）にかけてください。市内通話の出来る電話からは、
341-0664です。
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、ホストファミリー・運転手が20分経っても見つからない。
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, または、 it’s spelt ‘A-K-I’など。)
・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。新しいフライトナンバーと時間は・・です。“ I have missed my
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connecting flight. I will be late. My new flight number and time is….”
2. 税関審査で時間がかかってしまい、遅れます。 I have been delayed by airport customs officials.
3. ホストファミリー・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斡旋会社に連絡して、留学斡旋会社から伝えてもらう。
（注：留学斡旋会社から提供されるサポート内容をご確認ください）

●空港出迎えを依頼していない場合：
到着したらリムジン/タクシー乗り場へ行ってください。乗り場で担当者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。シャトルバスについても質問することができます。公共バスは、ス
ーツケースを持っては乗れませんのでご注意ください。公共バスにおいての荷物に関するルールは、以下のサイ
トから詳しく調べることが出来ます。
http://www.thebus.org/howtoride/howtoride.asp

重要：アメリカの法律では、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。また、
空港出迎え費用(airport transfer fee) は返金できませんので予めご了承ください。

学校のロケーション
グローバルビレッジハワイ校は、アラモアナショッピングセンターを出て、道路を渡ったところにある、きれいなオ
フィスビル（パシフィックガーディアンタワー）の 11 階にあります。ビーチからもほんの数分の距離です。学校か
らは、山と海の絶景が眺望できます。主要バスターミナルは、通りを渡ったアラモアナショッピングセンターにあり
ます。詳細な地図は、GV の URL からご参照いただけます。http://www.gvenglish.com/englishschools/usa/hawaii.html
(住所)
1440 Kapiolani Blvd., Suite 1100
Honolulu, Hawaii, 96814 USA
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Pacific Guardian Tower

周辺地図

ロビー（エレベータは、写真の生徒さんたちの後ろにあります。）
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オリエンテーション当日※
１． 学校の受付でチェックインを済ませてください。パスポートとI-20（学生ビザで滞在する方のみ）、
ノートと筆記用具をお持ちください。また、アクティビティ参加にふさわしい洋服をご用意ください
（TAPまたはYLEのアクティビティカレンダーをご参照ください）。
２． 名札を受け取ってください。その後、短いレベルチェックテスト（スピーキングまたはエッセイなど）を
行う場合があります。
３． オリエンテーションでは、ハワイ特有の文化をよく理解し適応できるようにするため、スチューデント
サービスアシスタントマネジャー等のスタッフ及び講師から、学校やホームステイ（該当する場合）に
ついての説明があります。
４． グローバルビレッジハワイのスタッフもしくは講師が学校内をご案内します。
５． 授業が始まります。
６． 授業が終わると、昼食をとり、アクティビティに備えます。昼食は購入することも滞在先から持ってくる
ことも可能です。
７． アクティビティが始まります。

※ 入学初日は、キャンパス、学校の規定、講師、スタッフについてよく知っていただくとともに、ハワイと
アメリカの文化についても適合できるよう、お手伝いする行程から成り立っています。英語の授業は、2
日目から始まります。休日や卒業式、オリエンテーション、または学校の責めに帰することができない状
況によって休校になった場合でも、授業の振替はありません。

入学規定
グローバルビレッジハワイ校は、16 歳以上で、アメリカの大学に入学を希望する方や、個人的、または仕事
上の理由から英語の勉強を希望する方のために、最良の英語教授を行っています。私たちのミッションは、最
高品質の理念に基づき、学習面、アクティビティ、宿泊手配、学生サポートの分野において、ポジティブでサ
ポートに富み、また励みになるような学習環境を提供することです。
グローバルビレッジハワイ校には、一般英語コース（８レベル）、ビジネス英語コース、ケンブリッジ英語検
定コース等の英語プログラムがあります。その他の専門的なコースには、“イングリッシュプラス“ （サー
フィン、フラ等を組み合わせた英語コース）や、オプションコース（週５レッスン、IELTS 検定・TOEIC・
TOEFL 準備コース、ハワイ文化、発音と会話等）、またはプライベートレッスンやセミプライベートレッス
ン、ティーンアクティビティプログラム（12～17 歳対象）、ケンブリッジヤングラーナーズオブイングリッ
シュ（7～12 歳対象）があります。
プライベート及びセミプライベートレッスンは、どの年齢の方でも受講できます。ティーンアクティビティプ
ログラムは、12 歳から 17 歳までを対象としています。生徒は、米国国土安全保障省の規定に従い、コース
やレベルに必要とされたスキル要件を満たしていなければなりません。
受講開始日には、レベルチェックテストまたはアカデミックカウンセリング（特別支援が必要な場合）が行わ
れ、適切なコースとレベルを判断します。以下のコース別必須要項をご覧ください。グローバルビレッジハワ
イでは、最大 36 ヶ月の受講が可能です。
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受講要件:
・

一般英語プログラム（GEP）は、8 レベルに分かれ、年間を通して受講可能です。クラスはレベルチェッ
クテストもしくはカウンセリングの結果のどちらかまたは両方によって分かれます。

・

ケンブリッジ英語検定コースは、受講要件として、エントランステストの45％以上か、受講を希望とする
コースの直ぐ下のレベルのケンブリッジ英検を過去二年以内に好成績を収めていることが必要になります。

・

ビジネス英語プログラムは、年間を通して受講可能です。受講には、GV のレベル 5 以上か 、TOEFL の
500/173/61 以上である必要があります。

・

TOEIC 試験準備プログラムの受講要件は、GV のレベル 4 以上か TOEFL の 450/133/45 以上です。

・

TOEFL 試験準備プログラムの受講要件は、GV のレベル 5 以上か、500/173/61 以上です。

グローバルビレッジハワイ校では、一年に１３のスタディブロックがあります。ひとつのスタディブロックは
通常 4 週間です。入学は一年中できますが、ケンブリッジ英語検定コース（年三回開講）とティーンアクティ
ビティプログラム、TOEFL 準備プログラムは、開講時期が決まっています。受講開始は、なるべくスタディ
ブロックの開始週が望ましいです。
一週間に 18 時間以上（週に 25 レッスン以上）を履修する留学生は、学生ビザ（F-1 ビザ）を取得する必要
があります。18 時間未満（週に 16 レッスンもしくは 20 レッスン）の留学生は、学生ビザは不要です。ビ
ザ取得の詳細については、以下のサイトをご参照ください。
• U.S. Department of State. （国務省サイト）
• U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE). （移民税関捜査局）
• U.S. Embassy （米国大使館）

グローバルビレッジハワイ校は、人種、肌の色、国籍、民族、性別、宗教、性的定位、婚姻の有無、年齢、政
治見解、在留資格や身体的傷害に関して、差別をいたしません。
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ホームステイ
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。あなた
の部屋に机がない場合、ホームステイ宅内に、適切でプライベートな勉強・ワークスペースがありま
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。アメリカではクレジットカードやトラベラー
ズチェックは広く受け入れられています。
・ 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。
・ ハワイは、熱帯気候ですので、ゴキブリやアリ、ヤモリなどがいます。家の
中にゴキブリやアリを見つけたら、ホストファミリーに知らせてください。ホストファミリーが退治し
てくれるでしょう。店でもゴキブリの罠や虫退治スプレーを買うことができます。
・ 家の中では、靴を脱ぐのが普通です。ハワイの赤土は掃除をするのが大変ですので、ドアのところで靴
を脱ぎましょう。
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、アメリカ
ン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。アメリカの標準的な昼食は、サ
ンドイッチとスナック（ポテトチップス、クッキーなど）１つ、飲み物１つです。
・ 前の日の残り物を食べるのは、アメリカの家庭では非常に一般的なことです。
・ 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。ハワイでは、たいていの食事に米が出ます。
・ 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でし
ょう。

洗濯
・
・
・
・
・
・

ホームステイ料金に洗濯機使用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。
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トイレ、シャワー
・ 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。
・ ハワイは、島であるため、水は少ない資源であると考えられています。ですので、10分か
ら15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、温度がぬるかったりする
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。
・ ハワイ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。
環境にやさしい省エネ生活
・ 北アメリカのたいていの家では、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。
-使っていないテレビ、ラジオ、パソコン、その他電化製品の電源を切りましょう。
・ 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。
・ ハワイ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
ホストファミリーから家の鍵をもらえます。鍵は、あなたが家に出入りしやすいようにファミリーが
あなたを信頼して手渡すものですから、注意して大切に扱いましょう。安全のために、外出時は必ず
家の鍵をかけてください。

友人など、誰かを家に招待する場合
もし、友人などをホームステイの家に招待したいと思ったら、必ず事前にホストファミリーに相談し、
許可を得てからにしてください。許可なしに友人を泊めたりしてはいけません。また、あなたが外泊
する際も同じです。迷惑にならない時間に前もってホストファミリーに伝えてください。そうすれば、
ホストファミリーはあなたの帰りを待ったり心配したりせずに済みます。

喫煙
健康と衛生、そして安全面から、ホストファミリーが許可をする場合を除いて、ホームステイで
の喫煙は禁止されています。喫煙してよい場合は、家の外だけです。中には、喫煙自体を許可し
ないホストファミリーもいます。喫煙者の方は、事前に申し出てください。

飲酒
ホームステイでの飲酒は、ホストが許可する場合を除いて、禁止されています。

到着後のホームステイのキャンセル
ホームステイの契約を終了したい場合は、なるべく早くお申し出ください。終了日の 3 週間前までに学校に届
け出る必要があります。3 週間以内の契約終了は、残りのホームステイ料金のすべてもしくは一部がペナルテ
ィとして課される可能性があります。
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ホームステイの延長
ホームステイの契約を延長したい場合は、少なくとも 4 週間前には学校に連絡し、料金を支払ってください。
残り 4 週間を切ってからの延長希望の場合、同じホームステイでの延長を保証できません。

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。
フロントデスクに予約を入れることも可能です。電話の場合は、808-943-6800に掛けてくださ
い。
出来る限りのサポートをさせていただきます。

グローバルビレッジ ハワイ校
1440 Kapiolani Blvd., Suite #1100 Honolulu, Hawaii USA 96814
Tel: 808-943-6800 Fax: 808-943-6400
www.gvenglish.com Email: hawaii@gvenglish.com

