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Welcome! As a homestay student, you are taking part in an interesting and exciting adventure. You are 
not alone. Hundreds of other students have been or are currently involved in homestay. As well, many 
people are available and eager to help you in this special time: your teachers, homestay coordinator, 
and above all, your homestay family. 

ようこそカナダへ!ホームステイ学生となるあなたは、これからとても楽しい冒険に出ようと

しています。でも、独りではありません。これまでにも何百人という学生が同じ道を歩み、

今も多くの学生達があなたと同じ環境で生活しています。あなたの周りには、先生やホーム

ステイコーディネーター、そしてホストファミリーなど、困った時に助けてくれる人がたく

さんいることを忘れないでください。 
 
 
 
 
 
 
 
 



Homestay is your home away from home! 

ホームステイは第二の故郷！ 
 For people from different cultures to live and learn together 

異文化の人と一緒に生活、勉強する 

 Practice your English outside of the classroom daily 

学校の外でも毎日英語の練習をする 

 Experience Canadian culture and life 

カナダの文化や生活を体験する 

 Share your country’s culture and life with your Canadian family 

カナダのホストファミリーに、日本の文化や生活を紹介する 

 Form long-lasting international friendships 

他国の人と、生涯の友達になる 
 

 
What to expect 

ホームステイとは 
It helps to have clear expectations and to evaluate whether they are realistic and reasonable. What 
do you expect and want from the experience and from the people in your life? 

あなたは、ホームステイや周りの人達に、どんなことを期待していますか？期待できる事

とできない事を認識し、それが現実的で合理的かどうかを前もって考えておくとよいでし

ょう。 
 

It is essential to consider what you can do for your host and not simply remain preoccupied with 
what the host can do for you. 

ホームステイを楽しむためには、ホストファミリーにしてもらう事ばかり考えるのでは

なく、あなたがホストファミリーにできることを考えるのも大切です。 
 

                                        



                                                                                               
Some Misconceptions 

ホームステイやカナダに関する誤解 
 Canada is glamorous and everyone is rich, just like in the western movies. 

In fact, you will probably be living in a middle-class home with a family that is neither 
rich nor poor. 

西洋の映画にあるように、カナダは魅力的な国で、カナダ人はみんな裕福だ。 

実際はそうではなく、あなたのホストファミリーもおそらく、裕福でもなけれ

ば貧しくもない中流家庭でしょう。 

 Canadian families are all white and have a mother and father. 
In fact, Canada is quite multicultural and there are different types of families. 

カナダの家庭はみんな白人で、両親が揃っている。 

実際には、カナダは多文化国で家族構成も様々です。 

 The family will be spoiling you, with the mother devoting much of her day to making your life easier. 
In fact, family members will cherish their time with you but they have their own lives to lead. 

ホストファミリーはあなたを特別扱いしてくれ、特にお母さんは、あなたのために何でも

してくれる。 

もちろんあなたとの時間は大切にしてくれるでしょう。でも、ホストファミリーにも

自分たちの生活があることを忘れないでください。 

 The homestay will be like a hotel. 
In fact, you will have your own room but will be sharing all the other facilities. 

ホームステイはホテルのようなものだ。 

自分の部屋は与えられますが、他の設備は全て家族と兼用になります。 

 Meals will be like in a restaurant. 
In fact, meals tend to be hurried and quite casual. 

レストランのような食事が出る。 

実際は、短時間で作る簡単な食事が主流です。 

 You will be the only homestay student in the household. 
In fact, often more than one student will be living with the family. That may be an advantage, 
as it gives you somebody with whom to share your experiences. 

同じ家でホームステイをしているしている学生はあなただけ。 

実際は、他の学生も滞在していることがよくあります。あなた以外にも同じ体験

をしている人が身近にいることは、利点にもなります。 

 Homestay is a convenient spot to wait while you search for another place to stay. 
In fact, by submitting the application for homestay and signing the homestay contract, you are 
committed for the whole semester, unless there are extraordinary circumstances. 

ホームステイは、次の滞在先を見つけるまでいられる便利な場所だ。 

ホームステイ申込書を提出して契約に署名したら、よほどの理由がない限り、その学期

が終わるまでステイ先を出ることはできません。 



Your family provides 

ホストファミリーが提供するもの 
 

1. Airport Pickup and Drop off 

空港送迎 

 Your family will pick you up at the airport upon arrival and drop you off when you depart. 

ホストファミリーは、あなたが到着する時は空港まで迎えに来てくれ、帰国する時は空港まで 

送ってくれます。 

 Send your detailed flight schedule to your family and Homestay Office as soon as your air 
tickets are booked; The Homestay office will send you the information about your family, 
their address, phone number and email address. 

航空券を予約したら、すぐにホストファミリーとホームステイオフィスに、フライトの

詳細を連絡してください。ホームステイオフィスからあなたに、ホストファミリーに関

する情報、住所、電話番号、メールアドレスが送られます。 

 Keep your host family’s phone number with you. In case of flight change or delay, phone your family 
right away. 

ホストファミリーの電話番号はいつも携帯し、フライトが変更になったり遅れたりした場合

は、すぐホストファミリーに知らせてください。 
 

2. Accommodation 

宿泊設備 

 You will have your own private bedroom with a window, bed, desk, desk lamp, dresser and closet. 

寝室は、窓、ベッド、机、卓上ランプ、衣類用引出し、クローゼットがついた個室が与

えられます。 

 Your family will provide clean bedding, towels, hand soap and toilet paper. You will buy your own 
shampoo, shower gel, toothpaste, cosmetics, etc. 

清潔な寝具、タオル、手洗い用石鹸、トイレットペーパーは、ホストファミリーが支給し

てくれます。シャンプー、シャワージェル、歯磨き粉、化粧品などは自分で購入してくだ

さい。 

                                                
3. Meals 

食事 

 Your family will provide 3 meals a day, 7 days a week. You will be expected to prepare your own 
breakfast and lunch. The host will prepare dinner for you most times. 

食事は、ホストファミリーが一日三食、毎日提供します。朝食と昼食は、自分で作ってくださ

い。夕食はほとんどの場合、ホストファミリーが作ります。 

 Your family will usually have snacks available for you. 

ステイ先には通常、間食用の食べ物が用意されています。 

 



 Breakfast: A typical weekday breakfast may consist of toast, cereal, juice, coffee, tea, or milk. 
Remember: Ask for assistance initially in preparing breakfast and lunch.  Watch what other 
people do as well. 

朝食：典型的な平日の朝食は、トースト、シリアル、ジュース、コーヒー、紅茶、ま

たは牛乳などです。 

留意点：始めは、朝食や昼食を作るときにホストファミリーに手伝ってもらいましょ

う。他の人が作っているところを見るのもいいでしょう。 

 Lunch: On school days, you will take a bagged lunch to school. family will show you where the food is so 
that you can pack your own lunch. Usually lunch is a sandwich, cookies, fruit, or leftovers in a plastic 
container. 

昼食：学校のある日は、自分でランチを準備して学校に持って行きます。ホストファミリーが、

ランチに使ってもいい食材を教えてくれるので、自分で準備しましょう。ランチは通常、サンド

イッチ、クッキー、果物、夕食の残り物などをプラスチックの容器に入れて持って行きます。 

 Dinner/Supper: This is usually the big meal where all the family will try to eat together and it’s usually 
served between 5 and 7 o’clock. It’s sometimes rushed, because family members may have events to 
attend in the evening. 
Remember:  If you are not going to be home for dinner, let your family know in advance. 

夕食：通常、家族全員が揃って食べる、一日で一番メインとなる食事で、5時から7時の間に

出されます。夜、家族に用事などがある場合は、短時間で簡単に作ることもあります。 

留意点:家で夕食を食べない時は、前もってホストファミリーに知らせること。 

 The food may be very different from what you have at home. 
Remember: Trying new foods is part of the homestay experience. Occasionally, you may volunteer to 
cook a home meal for your host family. However, don’t try to cook for yourself regularly. 

ホームステイで出される食べ物は、日本の食べものとかなり違うかもしれません。 

留意点：食べたことがないものを食べてみるのも、ホームステイ体験の一環です。時には日

本の食べ物を、ホストファミリーに作ってあげるのもいいでしょう。でも、いつも自炊する

必要はありません。 

 If you have special dietary requirements, you should offer your hosts more money to help with such 
expenses. 

あなた個人に食事制限があって、特別な食材が必要な場合は、そのためのお金をホストファミ

リーに渡してください。 

 Always volunteer to help with preparing food, setting-up the table, and cleaning up after meals. 

料理やテーブルの準備、後片付けなどは、いつも積極的に手伝いましょう。 

 

                                          
 

 
 



4. Family Activities 

ホストファミリーとの活動 

 Your family will invite you to join in their activities, e.g. going to church, eating out, movies, bowling, 
swimming, and a weekend trip to a farm or close-by city. If you decide to join them, you are responsible 
for the extra expense if there is any. 

ホストファミリーは、教会での礼拝、外食、映画鑑賞、ボウリング、水泳、農場や近くの街へ

の週末旅行などに連れて行ってくれることもあるでしょう。一緒に行くと決めた場合は、自分

の費用は自分で負担してください。 

 If the family offers to pay for you, it is polite for you to offer to pay for something else. For example, 
they might offer to pay to take you to a movie and you could offer to pay for the popcorn and drink. If 
they take you on a weekend trip and they pay your costs, you could offer to pay for a meal, a treat, or a 
souvenir. 

ホストファミリーがあなたの分も払ってくれる時は、お礼に何か他の物の代金を払うこ

とを提案するとよいでしょう。家族が映画代を払ってくれるなら、あなたがポップコー

ンや飲み物を買ったり、週末旅行に連れて行ってくれ、あなたの費用も払ってくれるな

ら、食事やおやつ、お土産はあなたが払うことを提案する、などがその例です。 

             

              
 

5. English at Home 

家で英語を話す 

 Your host family is prepared to help you learn English. They are happy to assist you with pronunciation, 
sentence structure, grammar exercise, listening to your presentation, and more. 

ホストファミリーは、あなたの英語の勉強に協力する準備があります。喜んで発音や文法を

直してくれたり、プレゼンテーションを聞いてくれたりするでしょう。 

 Your host family may be from another country and can speak a language other than English.  However, 
they will be committed to speaking English when you are around. 

あなたのホストファミリーは他の国からの移民だったり、英語以外の言語を話すかもしれませ

ん。しかし、あなたがいる時は英語で話すことを約束します。 

 There may be another student living with you who speaks your language. However, you will be 
committed to speaking English at home as well, unless needs arise to explain something. 

家には日本語を話す学生が他にもいるかもしれませんが、日本語で何かを説明しなけれ

ばならない時以外は、家では英語を話すと約束してください。 

 

 



 Don’t spend much time locked away in your room, studying, or chatting online with your friends and 
families. 

いつも自分の部屋に閉じこもって勉強したり、友達や日本の家族とオンラインチャットばかりし

ないようにしましょう。 

 If you have friends over, please speak English. Do not sit and talk in your language with your friends when 
you are with your host family. 

友達を家に連れてくる時は、英語を話してください。ホストファミリーといる時は、友

達と日本語だけで長時間絶対に話さないこと。 

 Dinner is a socializing time. It is very important that you are home for dinner. Don’t be quiet during meals. Use 
the time to talk as much as possible. Don’t be afraid to ask them to speak slowly or repeat something. 

夕食は人と交流する時間です。夕食時は家にいることがとても大切です。食事中は黙りこまず、家族

とできるだけ話す時間にしましょう。話していることが分からない時は、遠慮せずに、ゆっくり話す

よう頼んだり、聞き取れなかった事をもう一度言ってもらいましょう。 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Tips on Canadian Culture 
カナダ文化についてのアドバイス 

1) General Etiquette in Canada: 

カナダの一般的なエチケット： 

 Hold the door open for someone behind you. 

後ろに人がいる時は、ドアを開けて待つ。 

 When visiting someone’s home, take your shoes off at door and remove any hats. (Always remove 
your shoes when you enter your host family’s home!) 

他の人の家を訪問した時は、玄関で靴と帽子を脱ぐ。(ホストファミリーの家に入るときも

必ず靴を脱ぐこと!） 

 If you smoke, you should ask where to smoke when you are in someone’s home. More likely, it’s 
outside the house, even in winter. 

人の家で煙草を吸うときは、いつ、どこでなら吸ってよいか聞くこと。おそら

く、冬でも家の外で吸うように言われます。 

 It is polite to say “Good morning” when you see family members in the morning. In the evening, 
when you are going to your room say “Goodnight”, don’t just get up and leave. 

朝、家族に会ったら「おはよう」とあいさつするのが礼儀です。夜、自分の部屋へ戻る

時は、黙って行かずに「お休みなさい」と言いましょう。 

 



 If you make a mistake, it is expected that you will admit to it and apologize. 

自分の間違いで迷惑をかけた時は、素直に間違いを認めて謝りましょう。 

 If you bump into somebody, say “sorry” or “excuse me”. 

人にぶつかったら、「ごめんなさい」または「すみません」と言って謝りま 

しょう。 

 In Canada, lines and waiting your turn are normal. 

カナダでは、列に並んで自分の順番を待つのが普通です。 

 Unless you know a person very well, you shouldn’t ask about the person’s age, financial status, 
the cost of their clothes or personal belongings, their religious beliefs, etc. 

よく知っている人でない限り、年齢や経済的地位、着ている服や持ち物の値段、宗教的

信仰などは聞かないこと。 

 

2) Table Manners: 

テーブルマナー： 

 Food is generally passed around the table. Don’t reach over somebody to grab food. Ask others to pass 
it to you. 

一般的に、お皿の上の食べ物は、自分の分を取って他の人に廻します。食べ物を取ろうとし

て、他の人の前に手を伸ばさないこと。手が届かない時は、他の人に廻してもらうように頼

みます。 

 Canadians avoid waste by only taking what they will eat. It is better to take a second helping than to take a 
lot of food and not eat it all. 

カナダ人は、食べられる分だけ皿に取って、残さないようにします。一度にたくさん取って食べ

きれずに残すよりも、少しずつ取ってお替わりをする方がいいでしょう。 

 It is polite to wait until everyone is seated before we start eating. 

全員が席に着くのを待ってから食べ始めるのがマナーです。 

 Burping out loud is inappropriate and it is polite to say “excuse me” when it happens. 

音の出るげっぷはマナー違反です。出てしまった時は、「ごめんなさい」と言って謝りま 

しょう。 

 It is considered rude to talk with food in your mouth. 

口に食べ物を入れたまま話すのは、失礼とみられるので注意すること。 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Families in Canada: 

カナダの家庭： 

 There are many different types of families in Canada: there are families with two parents, one parent, 
no children, many children, same sex parents, and parents from different origins, e.g. East Indian, 
Japanese, South Korean, Filipino, South American, African, etc. 

カナダの家庭は、両親が揃っている家庭、片親だけの家庭、子供がたくさんいる家庭、ひと

りもいない家庭、両親が同性の家庭、両親の母国が異なる家庭など、実に多様です。例：イ

ンド系、日系、韓国系、フィリピン系、南米系、アフリカ系など。 

 Often in two-parent houses, both parents work outside the home; this means that both parents 
participate in household chores. 

両親が揃っている家庭では、ふたりとも外で仕事をしていることが多く、そのため

家事もふたりで分担して行います。 

 Many couples live together and have children without getting married. 

同じ家に住み子供がいても、正式に結婚していないカップルもたくさんいます。 

 Children are encouraged to be independent and express themselves. 

子どもは、自立心をもち自己主張するよう教えられます。 

 Many children move out once they have completed school. 

学校を卒業したら、親元を離れて自立する子どももたくさんいます。 

 It is important to show the same respect to your host mother as your host father. 

ホストファミリーのお父さんに対してだけでなく、お母さんにも同等の敬意をもって接する

ことが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4) Pets: 

ペット: 

 56% of Canadian families are estimated to have at least one dog or cat. 

カナダの家庭の56パーセントが、犬か猫を飼っていると推定されています。 

 Many Canadians believe their pets are part of the family and treat them as such. Please do not 
disrespect your homestay family’s pets or treat them poorly. Never kick at a pet. 

多くのカナダ人は、ペットを家族の一員だと考え、そのように接します。ホストファミリー

のペットは大切にし、絶対に足で蹴らないこと。 

 If you don’t like a pet coming to your room, simply explain to your family and have your door closed. 

自分の部屋にペットを入れたくない場合は、ホストファミリーにその旨を伝えて 

ドアを閉めましょう。 

 
 
 
 

 
Living with Your Family 

ホストファミリーとの生活 
 

House Keys and Alarm System 
家の鍵と防犯用アラーム 

 Your host family will give you a house key when you arrive and show you how to open and lock the door. 
Make sure you try it a couple of times.

到着後、ホストファミリーから家の鍵をもらい、ドアの鍵のかけ方や開け方を教えてもらいます。

必ず自分で何度か試してください。 

 Many families have a house alarm system. They will let you know the pin number and how it works.

カナダには、防犯用アラームを設置してある家も多くあります。その場合、ホストファ

ミリーが、暗証番号や作動の仕方を教えてくれます。 

 Be careful when using the alarm system. Make sure you fully understand how to use it.

防犯用アラームは使い方をしっかり理解し、注意して使いましょう。 

 Make sure you lock all the doors and close all windows when you leave the house.

家を出る時は、全てのドアに鍵をかけ、窓を全部閉めてから出ること。 

 

 

 

 

 

 



 

Transportation 
交通機関 

 Most students use the city bus to get to and from school. Your host family will show you the schedules, 
routes and where your stops are. They will take the city bus with you at least once and point out 
landmarks along the way. If you are in Regina for more than one month, it’s cheaper and easier to buy a 
monthly bus pass. With a bus pass, you can ride the bus as much as you’d like during that month.

ほとんどの学生は、市バスで通学します。ホストファミリーがバスの時刻、運行路、バス停の場

所などを教えてくれ、少なくとも一度は一緒にバスに乗って、目印になる場所などを案内してく

れます。レジャイナに一か月以上滞在する場合は、月ごとの定期券を買うと、その月はバスが乗

り放題になり、安くて便利です。 

 Remember it is not your host’s responsibility to drive you places. They may offer to give you a ride 
occasionally, and you can accept.

車での送り迎えは、ホストファミリーの責任ではありません。乗せて行ってもらえる時は、乗

せてもらっても構いません。 

 Using a taxi everyday can become very expensive!

毎日タクシーに乗ると、出費がとても大きくなるので気をつけましょう。 

 Be careful where you wait for the bus. There are certain areas of the city that are unsafe to walk, and your 
homestay family will let you know about these areas.

バスを待つ時は、安全な場所を選びましょう。街の中には、歩くと危険な地区もあります。ホス

トファミリーに、その場所を聞いてください。 

 If your host family has an extra bicycle, ask them if they would lend it to you. Please educate yourself on 
the proper safety gear and rules of riding your bike with traffic in Regina by visiting the following website 
http://bicyclesafe.com. Bicycle accidents are quite common; please wear a helmet every time you ride a 
bike. Make sure you have a good lock and secure the bicycle all the time. 

家に使ってもいい自転車があれば、貸してもらえるか聞いてみましょう。レジャイナで自転車に

乗る際の交通ルールや、安全のための用具などは、http://bicyclesafe.comに記載されていま

す。自転車事故はかなり多くなっています。自転車に乗る際は必ずヘルメットをかぶりましょ

う。また、自転車を停める時は、盗られないよう必ず鍵をかけましょう。 
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Laundry 

洗濯 

 Canadian families normally use a laundry machine to wash their clothes, instead of washing by 
hand. They use clothes dryers, instead of hanging it on a clothes line. 

カナダの家庭では普通、衣服は洗濯機で洗い、手洗いはしません。洗濯物を乾かす時

は、外に干さず、乾燥機を使います。 

 Ask your family if you should do your own laundry, or the family will include your laundry with theirs. 
If you are expected to do your own laundry, your host family will show you how to use the laundry 
machine and dryer. 

洗濯は自分でするのか、家族のものと一緒にしてもらえるのかをホストファミリーに聞くこ

と。自分でするように言われたら、洗濯機と乾燥機の使い方を教えてもらいましょう。 

 Don’t use the dryer or washing machine for only one or two items. Make sure there is a full load.  Don’t 
overload it either, or it won’t circulate properly. 

洗濯物が一つか二つしかない時は、洗濯機や乾燥機は使わないこと。洗濯機や乾燥機は、一杯

になってから使いましょう。ただし、入れすぎるとうまく回らないので注意が必要です。 

 Most people do laundry once a week. 

大抵の家庭は、洗濯は週に一度します。 

 

 

 

Bathroom 

バスルーム 
 Bathrooms in Canada may be very different from the ones in your home country. 

カナダのバスルームは、日本のトイレや浴室とかなり違うかもしれません。 

 You are expected to keep the bathroom that you use clean and tidy. 

自分が使うバスルームは、いつもきれいにしてください。 

 Bathroom floors should not have drains, so keep the water in the basin and in the bathtub or shower stall. 

バスルームの床には排水口はありません。洗面所の水やバスタブ、シャワー室のお湯が外に出ない

よう気をつけましょう。 

 Ask your homestay family how long you can shower; typically, a 10-15-minute shower is acceptable. When 

you are showering, keep the shower curtain inside the tub, otherwise, there will be a huge amount of water 

on the floor. Don’t take late-night showers as everyone else is asleep.  One shower per day is the norm. 

シャワーは何分ぐらいしてもよいか、ホストファミリーに聞きましょう。通常、10-15分ぐらいは可

能です。シャワーを浴びる時は、シャワーカーテンをバスタブの内側に入れます。外に出すと、シ

ャワーのお湯が外に出て、バスルームの床が水浸しになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Remove all lose hair from the bottom of the sink or the tub before leaving the bathroom, and put it in 
the garbage can. 

バスルームを出る前に、抜けた髪の毛を洗面台やバスタブの排水口から拾ってゴミ箱に捨て

ましょう。 

 Flush toilet paper down the toilet; however, do not put garbage, sanitary napkins, or Kleenex (tissues) 
down the toilet as it will plug! 

トイレットペーパーはトイレに流すこと。ただし、ゴミ、生理用ナプキン、ティッシュペー

パーはトイレに流すと詰まるので、絶対に流さないこと。 

 

                                                                                                                                                                                                                            
 

Smoking, Drinking and Drug Use 
喫煙と薬物使用 

Smoking 

Our hosts do not allow smoking inside their homes. Many of our hosts have an allergy or a strong aversion to 
smoke or have asthma irritated by smoke. Even if you smoke inside your own room, or in the bathroom, the odor 
permeates all articles in the house and smoke stains walls. Most of our hosts allow you to smoke outside. Ask 
your hosts where you can smoke outside of the house. When you smoke outside of the home, don’t leave your 
cigarette butts lying on the ground, put them in a separate bag and ask your host where to put them. Smoking in 
enclosed public places is against the law in Saskatchewan. 

喫煙 

ホストファミリーの家の中での喫煙は禁じられています。ホストファミリーの中には、煙草の煙にアレ

ルギー反応などを起こす人や、喘息がひどくなる人もたくさんいます。自分の部屋やバスルームで吸っ

ても、煙草の臭いは家の中の物に充満し、壁も汚れます。ほとんどのホストファミリーは、家の外での

喫煙は許可しているので、喫煙してもいい場所を聞きましょう。家の外で吸う場合、吸殻は地面に捨て

ずに別の袋に入れて、どこに捨てればよいかホストファミリーに聞いてください。サスカチュワン州で

は、閉め切った公共の場所での喫煙は、法律で禁止されています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Drinking 

You must be 19 years of age or over to purchase or drink alcoholic beverages. In all cases, never bring any 
alcohol into your home without the permission of your hosts. As it is with smoking, Canadians have become 
quite sensitive to the dangers of alcohol and excessive drinking will not be tolerated. Do not drink in your room 
without permission of your host family. Never drink alcohol before or while you are driving. Drinking and driving 
is a criminal offense in Canada. 

飲酒 
19歳以下の未成年がアルコール飲料を買ったり飲むことは、法律で禁止されています。ホスト

ファミリーの許可なしにアルコール類を絶対に家に持ち込まないこと。カナダ人は、喫煙と同

様、アルコールがもたらす害をかなり懸念するようになっており、過度の飲酒は許されませ

ん。ホストファミリーの許可なしに、自分の部屋でお酒を飲まないこと。また、車を運転する

前や運転中は、絶対にお酒を飲まないこと。カナダでは、飲酒運転は刑事犯罪です。 
If you smoke or drink inside the home without the family’s permission, at the discretion of the host, you may be 
asked: 

ホストファミリーの許可なしに家の中で喫煙や飲酒をした場合、ホストファミリーの判断で、以下のよう

な処置を要求されることがあります。 

1) to pay a penalty of $50 each time, or 

2) to move immediately. 

1）1回につき50ドルの罰金、または 

２）即刻退去 

 
Illegal Drug use 

The use of any illegal drug is strictly prohibited in your homestay family. Any student, regardless of age, 
who is caught using illegal drugs, will face disciplinary action by the ESL Office, which may include early 
dismissal from the program. The University of Regina is not responsible for any legal action that may be 
brought against you because of illegal drug use. 

違法ドラッグの使用 
ホストファミリーの家では、違法ドラッグの使用は固く禁じられています。学生は、年齢に関

わらず、違法ドラッグを使用しているところを見つけられた場合、ESLオフィスによる懲戒処

分を受け、ESLプログラムから早期退学となる可能性もあります。あなたが違法ドラッグ使用

の疑いで起訴されても、レジャイナ大学は一切責任を負いません。 

 

Telephone and Computer/Internet 
電話とコンピューター/インターネット 

 Here are three important guidelines about making phone calls: 

以下は、電話の使用に関する重要な３つのガイドラインです。 

 
1) You must ensure that your phone calls will not disturb the family. Try to confine your calls to 

between 8:30am – 9:30pm, including calls from your friends or family back home. You can ask your 
family what times are acceptable for calling and/or receiving phone calls. 

電話をかけるときは、ホストファミリーの迷惑にならないよう気をつけること。日本から

の家族や友人と話す場合も、なるべく午前 8時半から午後 9時半までの間に話すようにし

ましょう。電話していい時間帯を、ホストファミリーに聞くといいでしょう。 
 



2) Use a calling card for long-distance calls. You can buy a calling card at several locations, for example, Prairie 
Confectionary (in Riddell Center), Westar, Seoul Mart, or Wal Mart. If your family allows you to use their 
phone for long-distance calls, pay promptly after the bill arrives and arrange to reimburse them for the final 
bill that will arrive after you leave. 

長距離電話をかけるときは、コーリングカードを使うこと。コーリングカードは、プレーリー・

コンフェクショナリー（リデルセンター内）、ウェスタ―、ソウルマート、ウォルマートなどで

購入できます。ホストファミリーの電話で長距離電話をかけてもいい場合は、請求書が届き次第

料金をホストファミリーに返すか、請求書が届くのがあなたの帰国後になる場合は、ホストファ

ミリーに相談して支払い方法を決めてください。 

3) Try to keep your calls to no more than 10-15 minutes. If you would like to have a special call each week with 
your family back home, try to work out a good time for all. 

一回の通話は、なるべく10分から15分以内に済ませてください。特別な理由で日本の家族と毎週話

したい場合は、ホストファミリーと相談して都合のいい時間を決めましょう。 
 

 If you would like to get a cell phone, your host family will let you know where and how to get one. Make 
sure that you give your cell phone number to your host family so that they can contact you in case of 
emergency. 

携帯電話が欲しい場合は、ホストファミリーに聞くと、買える場所や方法を教えてくれます。

携帯電話をもったら、緊急時に備えて、必ずホストファミリーに番号を渡してください。 

 All host families have internet available for your use. This doesn’t mean that you have the right to use 
the family computer. Try to use your own computer or the computer labs at school as much as 
possible. If your host family is generous enough to let you use their family computer, please be 
respectful about how much time you spend on it and never download any new programs. Always save 
your own data on a CD or flash drive to protect your privacy and conserve their hard drive space. 

ホストファミリーの家ではインターネットが使えますが、必ずしも家のコンピューターを使え

るとは限りません。できる限り自分のコンピューターか、学校のコンピューターラボを利用し

ましょう。ホストファミリーが家のコンピューターを使わせてくれる場合は、他の人のことも

考慮し、ひとりで占領しないこと。ホストファミリーのコンピューターには、絶対に新しいプ

ログラムをダウンロードしてはいけません。自分のプライバシーを守り、家のコンピューター

のハードドライブのスペースを占領しないためにも、自分のデータは必ずCDやフラッシュ・ド

ライブに保存しましょう。 

 
Energy Conservation 

エネルギーの節約 
 Most families are very concerned about the environment and conservation. 

ほとんどの家庭が、環境やエネルギーの節約にとても気をつけています。 

 Turn the lights off when you leave a room. 

部屋を出る時は、電気を消しましょう。 

 Don’t let heaters or air conditioners run longer than necessary. 

冷暖房は、必要以上に入れないこと。 

 Close windows in winter time to conserve energy. 

エネルギー節約のため、冬は窓を閉めること。 

 

 



 If you have a space heater in your room, always turn it off when you leave. 

部屋に暖房用ストーブがある場合は、部屋を出る時に必ず消すこと。 

 Regina has a city-wide recycling program; ask your host family what can be recycled and 
where to put them. 

レジャイナ市では、ゴミのリサイクルを行っています。どんなゴミがリサイクルで

きるのか、どこに捨てればいいかをホストファミリーに聞きましょう。 

 
Boyfriends/Girlfriends 

ボーイフレンド/ガールフレンド 
 You should ask in advance about having your boyfriend/girlfriend over. 

ボーイフレンドやガールフレンドを家に連れてくる時は、前もってホストファミリー

に許可を得ること。 

 Try to give good notice if it involves dinner as not enough food may be planned. 

訪問が夕食の時間に重なる場合は、人数分の食べ物が準備できるよう、時間的な余裕

をもってホストファミリーに知らせましょう。 

 Don’t ever sneak the person into the house. 

ボーイフレンドやガールフレンドは、ホストファミリーに黙って、絶対に家に入れないこと。 

 Rarely, host families will allow your boyfriend or girlfriend to stay overnight, and many may not 
want the two of you alone in your room with the door closed. 

ホストファミリーが、ボーイフレンドやガールフレンドを家に泊めさせてくれること

は極めて稀です。ドアを閉めて部屋で二人きりになることも、嫌がられることがよく

あります。 

 

                                                                                                                              
Weather Concerns 

天候に関する注意 

 The weather in Saskatchewan can be quite extreme. In the winter, temperatures can drop as 
low as -40 degrees Celsius. There are also quite strong winds, which can lower temperatures 
even more. The average temperature in winter is usually around -20 or -30 degrees Celsius. 

サスカチュワン州は、天候が極端に厳しくなることがあります。冬は気温がマイナス

40度になることもあり、風が強ければもっと寒くなります。冬の平均気温は、マイナ

ス20度からマイナス30度ぐらいです。 

 



 Because of the extreme cold, it is very important to wear proper clothing and stay inside as 
much as you can. 

冬は寒さが厳しいため、気温に合った服装で外出したり、できる限り家の中にいるこ

とが非常に大切です。 

 If you did not bring proper clothing, please ask your homestay family to help you by borrowing 

some warm clothes, or going to the store to purchase some. It is not your homestay family’s 

responsibility to buy you winter clothes. 

適当な衣服を持っていない場合は、ホストファミリーに温かい服を貸りたり、一緒に買い

に行ってもらいましょう。ただし、冬服の購入は、ホストファミリーの責任ではありませ

ん。 

 Proper clothes include a warm jacket (longer is better), warm mittens, toque (winter hat), scarf, 
long thick socks, proper winter boots, and possibly thermal undergarments (such as long- johns). 

冬に適した衣服には、温かいジャケット（長い方がよい）、温かいミトン、冬用帽子、

マフラー、厚手の長靴下、雪用ブーツ、保温性のある下着（ズボン下など）がありま

す。 

 

Safety and Emergency 

安全と緊急事態 

 Upon arrival, please give your host family the information they need to contact your parents or another 
emergency contact person in case of emergency. 

現地に到着したらすぐに、日本の家族など緊急時の連絡先をホストファミリーに知らせてください。 

 Many host families work outside the home. Ask them how you can contact them in case of emergency. 
Most families will give you their work phone or cell phone number. Make sure you always keep the 
information with you. 

大抵のホストファミリーは、外で仕事をしています。緊急時にはどのように連絡したらよい

か、前もって聞いておきましょう。ほとんどの場合、職場の電話番号か携帯電話の番号を教え

てくれますから、常に持っていてください。 

 Always let your family know if you think you’ll be late or if you will not be coming home. Make sure they 
have a telephone number where you can be reached. 

帰宅が遅くなったり、家に帰らないと分かっている時は、必ずホストファミリーにその旨を伝

え、行先の電話番号を教えること。 

 Some kitchen appliances can be dangerous, particularly if they are new to you. Always ask how to use 
them if you are not sure. 

台所用家電製品でけがをする可能性もあります。使い方が分からない時は、ホストファミリー

に必ず使い方を聞いてください。 

 Learn what to do in case of a fire or flooding.  Familiarize yourself with smoke alarms. 

火事や浸水時の避難の仕方や煙探知機について、前もって調べておきましょう。 

 If you are sick and cannot attend the class, contact your instructor by email. In an extreme emergency, 
such as an accident or hospitalization, please call the ESL Office at 306-585-4585 and leave a message. 

病気になったり授業に出られない時は、学校の先生にメールでその旨を連絡すること。事故や入

院などの緊急事態が発生した場合は、ESLオフィス（306-565-4585）に電話して、伝言を残して

ください。 

 

 



 If you need to see a doctor, ask your host family and they may be able to take you to a clinic. If 
applicable, you should also apply for a Saskatchewan Health Card to cover your health care costs (this 
does not include any medications that are prescribed by doctors). 

医者に診てもらう必要がある時は、ホストファミリーに聞くとクリニックに連れて行ってく

れるかもしれません。申請資格があれば、サスカチュワン・ヘルスカードに申し込みましょ

う。カードを持っていれば、医療費の一部が免除されます。（ただし、医者が処方する薬は

免除の対象外。） 

 If you feel that someone in your host family has been disrespectful of you, your culture or your religion, 
you can tell them that you feel uncomfortable. 

あなた自身やあなたの信仰、日本文化が、ホストファミリーの誰かに侮辱されていると感じる

時は、本人に直接話して不快感を伝えましょう。 

 No one in your host family should ever behave sexually toward you. Explain to the person that you feel 
uncomfortable. If you feel a family member is behaving sexually toward you, speak to the Homestay 
Coordinator. 

ホストファミリーのいかなる人も、あなたに対して性的な行動をとることは許されません。

本人に不快感を伝えましょう。ファミリーの誰かがあなたに対して性的に接していると感じ

る時は、ホストファミリーコーディネーターに相談してください。 

 When going out, always carry your host family’s address and phone number with you. 

外出時は、必ずホストファミリーの住所と電話番号を携帯すること。 

 If you don’t have a mobile phone, make sure you have a phone card or money to make a phone call. 

携帯電話を持っていない場合は、テレフォンカードか公衆電話用の小銭を忘れずに持って行

きましょう。 

 Leave valuables at home if you don't need to take them with you. This includes jewelry, electronic 
equipment such as iPads and your passport. 

宝石類やiPadなどの電子機器、パスポートなどの貴重品は、外出時に特に必要でない限り、家に

置いておきましょう。 

 Don't carry large amounts of money with you. You can access your money at ATMs found in shops, 
supermarkets, petrol stations, shopping malls, bars, shop fronts and many other public places. 

多額の現金を持ち歩かないこと。現金は、お店やスーパー、ガソリンスタンド、ショッピング

センター、バー、売店などにあるキャッシュマシーンから引き出せます。 

 Never hitch-hike. 

ヒッチハイクは絶対にしないこと。 

 It is all right to be impolite when a stranger makes you feel uncomfortable. If you feel you are in 
danger while outside, leave immediately and go to a nearby store or gas station where there are 
other people. 

知らない人に不快にさせられた時は、礼儀を気にする必要はありません。外出中に身の危

険を感じた時は、すぐにその場から離れ、近くの店やガススタンドなど、他の人がいる場

所に行きましょう。 

 
 
 
 
 
 



Questions to Ask Your Family When You Arrive 

カナダに着いたらホストファミリーに聞くこと 

 
1. What should I call you? (First name, Mr./Mrs./Miss) 

何と呼んだらいいですか?（ファーストネームでもいいか、苗字にミスターまたはミセ

ス、ミスを付けるか） 
2. What am I expected to do other than: make my bed, keep my room tidy, and keep the 

bathroom clean? 

自分のベッドを整えたり、部屋や浴室をいつもきれいにしておく事以外に、するべきこ

とはありますか? 
3. What is the procedure for washing and ironing my clothes? 

洗濯やアイロン掛けはどうすればいいですか？ 
4. Where can I keep my shampoo, toothpaste, soap, etc.? 

自分が使うシャンプー、歯磨き粉、石鹸などはどこにおいたらいいですか？ 
5. What is the most convenient time for me to use the bathroom on weekday mornings and evenings? 

平日の朝夕にバスルームを使う時、一番都合のいい時間はいつですか？ 
6. What time are meals? How do I make my own breakfast and pack my own lunch? 

食事の時間は何時ですか？自分の朝食や昼食はどうやって作ればいいですか？ 
7. Should I phone if I am going to be later than expected? 

帰宅が予定より遅くなる時は電話した方がいいですか？ 
8. May I help myself to food and drinks (non-alcoholic) at any time or should I ask first? 

家にある食べ物や（アルコール以外の）飲み物は、勝手に食べたり飲んでもいいです

か、それとも先に聞いた方がいいですか？ 
9. May I put up pictures, posters, etc. in my room? 

部屋の壁に絵やポスターなどを貼ってもいいですか？ 
10. Where can I store my luggage? 

鞄やスーツケースはどこに置けばいいですか？ 
11. May I invite friends over? 

友達を連れて来てもいいですか？ 
12. May my friend(s) stay for supper? 

友達がここで夕食を食べて行ってもいいですか？ 
13. What are the rules about long-distance phone calls? 

長距離電話をかけるときのルールは何ですか？ 
14. How late can I accept phone calls from family and friends? 

日本の家族や友人からの電話は、夜何時ごろまでなら出てもいいですか? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15. What bus/buses do I take to go to university? 

大学へ行く時は、どのバスに乗ればいいですか？ 
16. Is there a bicycle I can use? 

乗ってもいい自転車はありますか？ 
17. May I use the radio/stereo/TV/DVD player? 

ラジオ/ステレオ/テレビ/DVDプレーヤーを使ってもいいですか？ 
18. Where can I open a bank account and obtain a client card? 

銀行口座を開いてキャッシュカードを作りたいのですが、どこに行けばいいですか？ 
19. Where can I obtain a Saskatchewan Driver’s License? 

サスカチュワンの運転免許はどこで取れますか？ 
20. Where can I obtain a Saskatchewan Health Card? 

サスカチュワン・ヘルスカードはどこで貰えますか？ 
21. If I wish to be alone, do you mind if I go to my room and close the door? 

ひとりになりたい時は、自分の部屋のドアを閉めてもいいですか？ 
22. If you wish to be alone, how will you let me know? 

あなたの邪魔をしないほうがいい時は、どんなふうに伝えてもらえますか？ 
23. May I drink alcoholic beverages in the house? 

家でお酒を飲んでもいいですか？ 
24. How late can my friends visit in my room or in the recreational room? 

友達が来た時は、何時ごろまでなら私の部屋やレクリエーションルームに居てもいいですか？ 
25. Can a friend stay in my bedroom overnight? 

友達を自分の部屋に泊めてもいいですか？ 
26. How late in the day may I do my laundry? 

洗濯は、夜何時ごろまでしてもいいですか？ 
27. How should I lock the outside door/set the house alarm? 

玄関はどうやって鍵をかけるのですか。防犯用アラームはどうやってセットするのですか？ 
28. What should I do in case of an emergency (fire, flood, accident, etc.)? 

緊急事態（火事、浸水、事故など）が起こった時は、どうすればいいですか？ 
29. Are there any other house guidelines of which I should be aware? (i.e. How loud can I 

play my stereo? Can I wear shoes inside the house?) 

家のルールで他に知っておくべきことはありますか？（ステレオの音量はど

れぐらいまで上げてもいいですか？家の中で靴を履いてもいいですか？） 
30. How do you feel about my friends and I speaking our language in the house? 

友達が来た時、家で日本語を話すことについてどう思いますか？ 

 
 
 
 
 
 
 



 
Tips for a Good Homestay Experience 
ホームステイを成功させるためのアドバイス 

 

Communicate! Communicate! Communicate! 
コミュニケーションが一番大切！ 

• You can always talk with your homestay family and the Homestay Coordinator! No problem or 
question is too small. The more you talk to us, the more we can help you to have a better 
experience! 

ホストファミリーやホームステイコーディネーターにいつでも相談してください！どん

なに些細な事でも、どんな質問でも受け付けます。どんどん話して、私たちにホームス

テイのお手伝いをさせてください！ 

• Use body language; ask questions; be honest. 

話す時は身振り手振りを使う。分からないことは聞く。嘘はつかない。 

• Give a copy of your class schedule to your host family. 

学校の時間割をホストファミリーに渡しておく。 

• If you are not sure about something, ask! Where do I keep my dirty laundry until it is washed? 
How do I clean the bathroom? Can I answer the phone when you are not in? 

分からないことがあれば、何でも聞くこと！汚れ物は洗濯するまでどこに置いておけ
ばいいですか？バスルームはどうやって掃除すればいいですか？ファミリーがいない
時に電話があったら、出てもいいですか？ 

• If your homestay family and you are not getting along, or there is a problem, talk about it if you 
can! A small problem can become a big problem if it isn’t talked about. If you talk about it with 
your homestay family, and there is still a problem, come see the Homestay Coordinator. 
ホストファミリーとうまくいかなかったり何か問題がある場合は、できればファミリー

と話し合いましょう！小さな問題も、話し合わなければ大きな問題に発展してしまいま

す。ファミリーと話し合っても解決できない場合は、ホームステイコーディネーターに

相談してください。 
 

Enjoy your Time 
ホームステイを楽しむ 

 Don’t compare your friend’s homestay family, their lunch, bus route, etc. to yours.  Every situation 
is different.   Learn to appreciate what you have at your homestay family! 

友達のホストファミリーやランチ、バスの通る道などを、自分のそれと比べないこと。生

活環境はそれぞれ違います。自分のホームステイで体験できることに価値を見出しま 

しょう。 

 Enjoy the bus ride to school. You could make lots of friends on the bus. 

バス通学を楽しみましょう。バスに乗れば友達も増えるかもしれません。 

 



 Eat enough food so that you are full and ask for seconds if you are still hungry. 

食事は満腹になるまで食べ、足りなければお替わりを頼みましょう。 

 Enjoy conversations with your homestay family. 

ホストファミリーとの会話を楽しみましょう。 

 Bring your family photos and share them with your host family. 

日本の家族の写真を持って行って、ホストファミリーに見せてあげましょう。 

 

 

 

 

 

Make an Effort 
自らの努力を忘れずに 

 Make an effort to socialize with your homestay family! Bring a small gift or souvenir from your 
home country as a nice gesture; help them make dinner; go for walks with them; join them 
when they run errands; watch TV together; include yourself in the conversation at dinner time; 
go swimming or running together. 

日本から小さな手土産を持って行く、夕食の準備を手伝う、一緒に散歩をする、一緒

に外出する、一緒にテレビを見る、夕食時の会話に加わる、一緒にプールへ行ったり

ジョギングをするなど、ホストファミリーと交流する機会を自分から進んで作りまし

ょう。 

 Be an adult; wake up by yourself; make your bed; clean your room once a week; clean the 
bathroom after you use it; clean up after yourself; make your breakfast and lunch; help with 
the housework AT LEAST once a week (dusting, vacuuming, etc.); offer to prepare a 
traditional meal from your country once in a while. 

朝は自分で起きる、自分のベッドを整える、週一回は自分の部屋を片付ける、バス

ルームを使った後はきれいにする、汚した時は掃除する、自分の朝食やランチは自

分で作る、最低でも週一回は家事を手伝う（埃落とし、掃除機をかけるなど）、時

にはホストファミリーのために日本料理を作るなど、ひとりの大人として行動しま

しょう。 

Be Polite 

礼儀正しく 
 Respect and be polite to your homestay family. Also remember, this is someone’s home, not a 

hotel; therefore, treat it like a home. Keep it tidy and neat, and help out when you are asked 
and when you are not asked! 

ホストファミリーには敬意をもって接し、失礼な言動はとらないこと。あなたの住む

家はホテルではなく、人の家であることも忘れずに。頼まれなくても、家をいつもき

れいに片付けるよう協力しましょう。 

 Always say “Please” and “Thank You”. 

何かを頼むときは、必ず「お願いします」と「ありがとう」を忘れずに。 

 

 

 

 



 Don’t close the door of your room routinely. Doors tend to be left open unless you want privacy. 

自分の部屋のドアを閉めっ放しにないこと。カナダでは、プライバシーが必要な時以外、

ドアは開けておきます。 

 Speak clearly and a little more slowly than usual; avoid exaggerations. 

話す時ははっきりと、普通より少しゆっくり、誇張せずに話しましょう。 

 Smiles, laughter and genuine warmth and caring are the same in all cultures. 

笑顔、笑い、本心からの思いやりや優しさは、どの文化にも共通します。 
 

 
 
 
 

Culture Shock 

カルチャーショック 

Coming to a new country, you suddenly find that everything changes, from food to conversational patterns. 
You may experience a period of disorientation and anxiety. This is called Culture Shock. It occurs when two 
cultures clash within you. There are usually four stages. Looking in detail at each stage will help you 
understand what is happening to you and be prepared for it. 

新しい国に来くると、食べ物から会話のパターンまで、全てが今までと違うように急に感じること

でしょう。しばらくの間、戸惑ったり不安になることもあるかもしれません。これは、カルチャー

ショックといって、自分の中でふたつの文化が衝突するために起こります。通常カルチャーショッ

クには四段階あります。それぞれの段階をよく知っておけば、実際に自分の身に起こっていること

が理解でき、事前の心構えもできます。 

 
 
 
 
 



Stages of Culture Shock 
段階別にみるカルチャーショック 
 

1. The Honeymoon Stage: In the beginning, you are excited. Everything seems exotic and 
interesting. You feel all people are alike. You are quite positive that you will be all happy and 
successful. This is a honeymoon period, and lasts from several days to several weeks. 

ハネムーン期：ホームステイを始めて間もない頃は、毎日が楽しく、見るもの全て

が珍しく、おもしろいと感じます。人はみんな似ているように思えて、これから先

の生活も、楽しく何の問題ないだろうと肯定的に考えます。これをハネムーン期と

いい、数日間から数週間ぐらい続きます。 
2. Irritation and Hostility: As you settle in, however, the differences start to become annoying. 

Your support system from home has vanished. You are struggling in a new language, unable 
to express yourself clearly. Things that are taken for granted simply don’t occur. You 
probably feel anxious and helpless. You may want to flee or hide. This is the crisis stage! It 
often occurs about one month into your stay and it can last for up to three months. 

苛立ちや怒り：ステイ先に落ち着くにつれ、いろんな違いに苛立ちを感じるように

なります。日本からの励ましもなくなり、慣れない言語でうまく話せず、自分を十

分に表現できません。今まであたりまえだと思っていたことが、そうではなくなり

ます。不安に感じ、失望しそうになるでしょう。どこかへ逃げたい、隠れたいと思

うかもしれません。これが危機なのです。通常、ホームステイを始めて１か月ぐら

い経った頃に起こり、長ければ３か月ぐらい続くこともあります。 
3. Gradual Adjustment: Over time, without noticing it, you finally settle in. You have learned 

new social skills to adapt. Some cultural cues now begin to make sense, patterns emerge, 
some things can be predicted, some language is understandable, and some problems are 
being resolved. Homestay becomes fully enjoyable. 

徐々に適応：時間が経つにつれ、自分では気がつかないうちに落ち着いてきます。

これは、新しい環境に適応するための社会的な能力を、あなたが習得したからなの

です。文化の違いから以前はあまり意味をなさなかったことも、少しずつ分かるよ

うになり、パターンができ、ある程度のことは予測可能になります。少し言葉も分

かるようになり、問題も解決し始め、ホームステイが本当に楽しめるようになりま

す。 
4. Biculturalism: Now, you have developed the ability to function effectively in two different 

cultures. The local customs that were so unsettling months earlier are now both understood 
and appreciated. 

二文化並存：今やあなたは、ふたつの文化で効率よく機能できるようになりました。数

か月前はあれほど違和感を感じた現地の習慣が、今ではその良さが理解できるように 

なったのです。 

 

 
 
 
 
 
 



Major symptoms in relatively severe cases of culture shock 

比較的重度のカルチャーショックによく見られる症状 
 Homesickness

ホームシック

 Boredom

退屈

 Withdrawn: spending excessive amounts of time reading, seeing only people of own culture, avoiding 
contact with hosts

引きこもり：読書に過度の時間を費やしたり、日本人にしか会わなかったり、ホストファミ

リーとの関わりを避ける

 Need for excessive amounts of sleep

過度の睡眠を必要とする

 Compulsive eating and/or drinking

暴飲暴食をする 

 Irritability

すぐに苛々する

 Exaggerated cleanliness

潔癖性

 Family tension and conflict

ホストファミリーとの仲違いや葛藤

 Chauvinistic excesses

傲慢な態度が目立つ

 Stereotyping of hosts

ホストファミリーに偏見をもつ

 Hostility towards hosts

ホストファミリーに怒りや苛立ちを表す 

 Loss of ability to work/study effectively

効率的に仕事や勉強ができなくなる

 Unexplainable fits of weeping

理由もないのに泣きたくなる

 Physical ailments (psychosomatic illnesses)

健康に異常が出る（心身症）
 

How to cope with Cultural Shock? 

カルチャーショックの対処法 

 Remind yourself this is happening to others.

他の学生も同じような状況にあるということを忘れないこと。

 Remember that this isn’t your fault. It results from being in an unfamiliar environment.

自分を責めないこと。カルチャーショックは、あなたのせいではく、慣れない環境にい

ることが原因です。 
 





 You may feel others are learning English more easily. In fact, they probably aren’t. Everyone going 
through homestay feels these uncertainties, yet in the end, they do learn English.

自分は他の学生より英語の習得が遅いと感じるかもしれません。でも実際はそうではない

ことが多いのです。ホームステイを経験する学生はみんな同じ不安を感じますが、最終的

にはみな英語を習得します。

 Avoid insulating yourself by being in places where only others of your own country hangout.

日本人ばかりが集まる場所に入り浸らないようにしましょう。

 Be adventurous; do not just immerse yourself in your studies. You can learn from exploring, meeting 

new people, learning new customs, and eating new foods.

勉強ばかりするのではなく、外に出て冒険してみましょう。知らない場所に行ったり、新し

い人に出会ったり、新しい習慣に触れたり、新しい食べ物を食べたりすることで、いろんな

ことが学べます。

 Manage stress! For example, exercise, relaxation, massage, yoga, and meditation.

運動、リラクセーション、マッサージ、ヨガ、瞑想などでストレスを解消しましょう。 

 Take care of your health. Eat balanced meals and get sufficient rest, exercise regularly, and avoid 
excessive alcohol, tobacco, and drugs. Know what local foods you can or shouldn’t eat. Know 
where to get medical care.

健康に気をつけること。バランスの取れた食事をし、十分に休養をとり、運動を習慣に

し、お酒や煙草、ドラッグを控えましょう。現地の食べ物の中でも、食べていいものと

悪いものを知り、具合が悪くなった時はどこに行けば治療が受けられるか知っておきま

しょう。

 Let go of home, for now. Keep contact through letters, phone calls, and email, but say goodbye 
so that there is at least a symbol of separation.

しばらく日本のことは考えないようにしましょう。手紙や電話、メールなどで連絡を 

とっても、その都度「さようなら」と言って形だけでも別れましょう。 

 Be realistic. Realize that there are no absolutes. Every culture, situation, and individual is unique.

物事を現実的に考えてみましょう。「絶対」はありません。文化、環境、個人はみなそ

れぞれ違うのです。 

 Talk to your host family or stop by the Homestay Coordinator’s office (South Residence 
114), or Student Advisor (LI122).  Remember, we are all here to help you.

ホストファミリーやホームステイコーディネーターのオフィス(South Residence 

114)、または学生アドバイザー(LI122)に相談してください。みんな、あなたを支え

るためにいる人たちです。

 

 
 
 
 
 
 
 



Homestay Program Damage Deposit Guideline 

ホームステイプログラム損害保証金の手引き 

1. All students are required to give a monetary deposit directly to the homestay host when they 
move in. This is to cover the cost of any damage done to the property by the student while 
they are living in the home. This payment is commonly referred to as a damage deposit. On 
average, damage deposits are $300; however, each host sets their own rates and this is stated 
in the house rules. 

全ての学生は入居時に、ホストファミリーに直接保証金を払わなければなりません。

これは、ホストファミリーの家に滞在中、学生が家族の所有物に対して何らかの損害

を与えた場合、それを賠償するための資金です。損害保証金は平均300ドルですが、

ファミリーによって異なり、その金額は各ファミリーのハウスルールに規定されてい

ます。 
2. Students may also be held responsible for any damage caused by visitors (friends and family) 

that they have invited into the home. Funds from the damage deposit can be used for damage 
caused by other persons visiting the home at the request of the student. If any funds are used 
to repair damages while the student is still living in the home, then the student will need to 
replenish the security deposit amount to the original total. Example: If a family uses $30 from 
the original security deposit of $300 to make a repair, then the current damage deposit would 
be $270, and therefore the student would need to add another $30 to the damage deposit in 
order for the original amount of $300 to be restored. 

学生が家に呼んだ訪問客（友人や家族）が損害を与えた場合、学生もその責任を負わ

される可能性があります。学生に呼ばれてホストファミリーの家に来ていた他人が与

えた損害の賠償には、学生の損害保険金が充てられることがあります。ホストファミ

リーの家に滞在中、賠償のために損害保険金が遣われた場合、学生は、元の保険金額

まで補てんしなければなりません。例：修理のため300ドルあった保険金から30ドルが

遣われた後は残高が270ドルとなるため、学生は、保険金額が元の300ドルなるようホ

ストファミリーに30ドルを支払う必要があります。 
3. Upon moving in, the student and family should inspect the bedroom and public areas for any 

existing damages (carpet stains, lighting, closets, etc.). Document any damages on the Walk-
through Checklist and ensure both host and student sign it. 

ホームステイ先に入居後すぐに、学生とファミリーは、寝室や家の公共スペースに既

存する損傷（カーペットの染み、照明器具、クローゼットなど）がないかどうか調べ

ましょう。損傷が見つかった場合は、見て歩きチェックリスト(Walk-through 

Checklist)に記録し、学生とファミリーの両者が署名します。 
4. The student should tell the host family about anything that needs repair or replacement due to 

normal use, such as replacing a light bulb that has burned out. This should be documented on the 
Walk-through Checklist. 

通常の使用による損耗や、切れた電球など交換が必要なものが見つかった場合は、全て

ホストファミリーに知らせ、見て歩きチェックリストに記録してください。 
 
 
 
 
 
 



5. Several days prior to moving out, the student should thoroughly clean their bedroom and show 
it to the host family. This will allow the host family to inspect the room and let the student know 
if there is anything further that needs to be done. 

ホームステイ先を退去する数日前に、自分の寝室をきちんと掃除し、ホストファミ 

リーに見てもらうこと。それによりホストファミリーは部屋を点検でき、他に学生が

するべきことがあれば、それを伝えることができます。 
6. On the actual date the student moves out, the damage deposit should be returned to the 

student unless a claim of damage is being made. 

保証金は、損害賠償が請求されていない限り、退去の当日に学生に返金されます。 
7. If there is damage, the host family will contact the Homestay Coordinator to make a damage 

claim. Damage claims must include pictures of the damage and an estimate of the cost to 
repair that damage. All damage claims are assessed and granted by the ESL Office. Decisions 
of damage are final and binding. 

損害があった場合、ホストファミリーは、ホームステイコーディネーターに連絡し、

損害賠償を請求します。賠償請求には、損害の写真と、修理にかかる費用の見積もり

の提出が必要です。請求は全て、ESLオフィスにより審査・許可されます。損害に関

する決定には再考の余地はなく、法的拘束力があります。 
8. It is important to know that the damage deposit may be used to pay for repairs, replacement, 

cleaning, and/or damages beyond normal use. Students are expected to leave their rooms in 
the same condition as when they moved in, except for normal wear and tear.  Deposits 
cannot be used to cover normal "wear and tear", or damages that existed before the student 
moved in. For difference between normal wear & tear vs. damage, go to 
http://montgomerycountymd.gov/dhca/resources/files/housing/landlordtenant/ordinary_we
ar_tea r.pdf go to page 9 & 10.  

損害保証金は、修理、交換、掃除、または自然損耗以外の損害に遣われることがある

ということを理解しておいてください。退去時は、学生は、自然損耗を除いて、使用

した部屋を入居時と同様の状態に戻すこと。保険金は、自然損耗や、学生が入居する

前からあった損害のために遣うことはできません。自然損耗と損害の違いについて

は、下のリンクの9-10ページを参照にしてください。 
http://montgomerycountymd.gov/dhca/resources/files/housing/landlordtenant/ordinary_we
ar_tea r.pdf  

9. The University of Regina is not responsible for any damage caused by the student. Students are 
directly responsible to the host family. 

レジャイナ大学は、学生が与えた損害に対する責任は一切負いません。ホストファミ

リーに対する責任は、直接学生が有します。 
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Homestay Cancellation/Termination 

ホームステイのキャンセル/解約 
 

 

Cancellation Before Arriving 

到着前のキャンセル 

If the cancellation notice is received by the ESL Homestay Office two weeks before the program starts, 
the confirmation fee will be refunded. 

プログラム開始の２週間前までに、ESLホームステイオフィスがキャンセル通知を受理した場

合、確認料金が払い戻されます。 

 

Cancellation After Arriving 

到着後のキャンセル 

If you decide to terminate the hosting relationship after arrival, you must give 30 days’ notice by filling 
out a Notice of Early Departure Form. You will be charged for 30 days, regardless of whether or not you 
have stayed in homestay.  

到着後にホストファミリーとの契約関係を解約する場合は、必要事項を記入した早期退去届

(Notice of Early Departure Form)を提出し、30日以上の予告期間を設けなければなりません。そ

の際、ホームステイに滞在したか否かに関わらず、30日分の費用が学生に請求されます。 
 

Terminating Homestay Contract 

ホームステイ契約の解除 

a. Homestay families are screened and go through a criminal record check to ensure your personal 
safety. 
全てのホストファミリーは、あなたの安全を保証するため、適応審査や犯罪歴チェックを通し

て選ばれた家庭です。 

 
b. If any of the following occurs, the ESL Office, on behalf of the homestay host or homestay student 
has the right to terminate the hosting relationship during the scheduled semester upon twenty-four 
hours written notice: 

以下のうちいずれかの事態が発生した場合、ESLオフィスは24時間前までの予告を受領した

後、ホストファミリーまたはホームステイ学生の代理として、滞在予定の学期中にホームステ

イ契約関係を解除する権利を有します。 

 
i. The student seriously breaches the house guidelines and is unwilling to cooperate with host and homestay 

coordinator. 

学生が、家庭の規則に著しく反する行為を行った場合、またはホストファミリーやホー

ムステイコーディネーターに協力しない場合。 
ii. The homestay coordinator and ESL Director believe that the student’s rights are abused or wellbeing is 

jeopardized. 

ホームステイコーディネーターとESL学部長が、学生の権利が侵害されたり健康が危機に

晒されていると確信した場合。 



iii. The student may be a physical danger or threat to other members of the household or to him/herself. 

学生が、ホストファミリーの家庭や自分自身に対して、身体的な危険や脅威となり得る場合。 
iv. Theft occurs in the home. 

家庭内で盗難が発生した場合。 
v. Any other matter deemed to warrant medical, compassionate, or safety consideration. 

健康、安全、人道的な配慮が必要とみなされる、上記以外の問題。 
 
c. The financial aspects will be dealt with on a case-by-case basis. 

金銭的な問題は、それぞれの状況により対処されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



Contact Us 

連絡先 
 

Please contact us if you have any questions or concerns: 

質問や相談がある場合は、下記まで連絡してください。 
 
Homestay Office: 306-585-4896  

ホームステイオフィス：306-585-4896 
 
ESL Office: 306-585-4585 

ESLオフィス：306-585-4585 
 
Email: eslhouse@uregina.ca 

電子メール：eslhouse@uregina.ca 
 

Website: www.uregina.ca/esl 

ホームページ：www.uregina.ca/esl 
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