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これからみなさんはホームステイを通じて貴重な体ーをしていきます。このガイドはどのようにす
ればオーストラリアのホストファミリーとホームステイをーしく過ごせるか、というアドバイスを
書いたものです。 

食事の時間など日常生活習慣や、週末の過ごし方、あるいはお互いにどのようにー話をしたら良い
のか、など、みなさんの日本の自宅やー家とはちょっとやり方が違う、という事もこちらのホスト
ファミリーでーーするでしょう。 

また一口にオーストラリア人と言っても、色ーなーからーた家族やーーな文化背景を持った人達が
いますので、どのホストファミリーも千差万別です。あなたのホストファミリーも移民してーた家
族という場合もあるでしょう。しかしこのーで生まれた、移民してーたという事にかかわらず、ホ
ストファミリーはみなさんをーかく受け入れてくれます。

だからこそオーストラリアでホストファミリーを通じてこのーの生活や文化をーーする事が貴重と
なります。大事なのは聞いて話し、分からなければ質問をする事です。
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ホームステイ

第一日目

オーストラリア到着直後にホームステイー在が
始まった場合は、ホストファミリーに疲れてい
る事を正直にーえましょう。 

ホストファミリーは家に着くとまずどこに何が
あるかをあなたにー明してくれます。 

家で生活する際の決まったルールがー明される
事もあるでしょう。 

この時言われている事が理解できなければ、繰
り返して言ってもらう、あるいはゆっくりと話
してくれるようにーえてください。

ホストファミリーとはあまり堅苦しくならずに
過ごすよう心がけてください。困っていればい
つでも助けを求めて良いのです。

人間ー係のまず第一ーは笑顔からです。

32

滋慶ー園の短期海外ー修生の場合

1週間の短期ー修にー加している滋慶ー園のー
生のみなさんは、ー日ホストファミリーが送り
迎えをしてくれます。

交通手段



食事と食べ物
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月曜日から金曜日: 
ホストファミリーが朝食と夕食を用意します。
ー食は自分でお弁ーを作る、あるいは購入する
ようにしてください。

土曜日と日曜日: 
ホストファミリーが3度の食事を全部出しま
す。 

朝食は通常シリアルとミルク、あるいはトース
ト、それにコーヒーや紅茶、ジュースが出ま
す。出された量でー腹にならなければ、きちん
とホストファミリーにーえましょう。

夕食はお肉と野菜をオーストラリア風に料理し
たものが普通ですが、カレー、和•中華風の炒
め物、パスタが食されることもよくあります。 

ホストファミリーによってはキッチンの使い方
が決まっている家がありますので、その点を確
認してください。また食事の前の準備や後かた
づけの手ーいを申し出るようにしましょう。

ベッドルームに食べ物を保管しないでくださ
い。

外出等で食事がいらない時は、きちんとホスト
ファミリーにそれをーえておきましょう。 

何か食べ物が欲しいと言う時は “please” を、
食べ物をもらった際には “thank you” を言うよ
うに心がけてください。またものをーむ時はき
ちんと口を閉じて音を立てないように食べてく
ださい。

整理整頓 

部屋の掃除の仕方

ベッドルームはきちんと片付けましょう。掃除
機等の道具はどこにしまってあるかをホスト  
ファミリーに確認してください。

洗濯

基本的に洗濯は自分でしなければなりません。
ホストファミリーから洗濯機の使用法、干す
場所、アイロンのー納場所等を聞いておきま
しょう。 

ー料水

オーストラリアの水道水はーんでも安全です。 

オーストラリアは世界の中で最も乾燥した大陸
ですので、どの家庭でも節水にとてもーをつけ
ています。

シャワーは手早く、できる事ならば4分以ーで
ーませてください。シャンプー、ー磨き粉、石
けん、ドライヤーなどは持ーしてください。

5



電話と

インターネット
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電話をかける際は必ずホストファミリーに聞き
ましょう。市ー通話で短時間であればかけさせ
てもらうことができます。ー際電話をかけたい
時は、ニューズエージェント（新聞•ー誌販ー
店）やスーパーでテレホンカードを買いましょ
う。オーストラリアでは一般的に電話をかける
ことが許容される時間ーは朝8時から夜の9時半
の間です。 

みなさんの中には携ー電話を持っている人もい
るでしょう。ショッピングセンター、ニューズ
エージェント、携ー電話ショップでSIMカード
や携ー電話機を買う事ができます。

ICTE-UQの留ー生は大ーキャンパスーでインタ
ーネットを無料で使えます。ワイヤレスの
ラップトップは、ICTE-UQビルー、あるいは大
ーキャンパスの’hot-spot’と呼ばれる場所で使用
できます。

ホストファミリーでインターネットを使う際
は、使用料を求められたり、1台のコンピュー
タを共有しなければならない事がありますの
で、きちんとホストファミリーと確認してくだ
さい。携ー電話ショップでワイヤレスインター
ネットのクレジットを買う事ができます。

ー宅／外出
ー宅がーくなるようであれば、その点をホスト
ファミリーにきちんとーえてください。バスや
電車の時刻表を確認し、安全にー宅できるよう
に準備しておきましょう。最終便を逃した場
合、タクシーでのー宅を余儀なくされます。 

友人をホストファミリー宅に呼びたい場合は事
前に確認してください。ホストファミリーの許
可なく深夜に友人を伴ってー宅する事はでき
ません。

長期に渡ってホストファミリー宅を空ける場合
は、ホストファミリーに行き先をきちんとーえ
ておきましょう。1週間以上の旅行をする場合
は、ICTE-UQのAccommodation Officeで手ーを
し、ホストファミリー宅の部屋の確保をする必

要があります。その場合、部屋の使用料はーー
して支ーいます。

オーストラリアは安全なーですが、家のー締ま
り•安全にはきちんとーをつけなければなりま
せん。次の点に留意してください： 

自分のカギをちゃんと持ち、アラーム解除の番
ーも控えておきましょう。

自分の部屋のドアや窓はー締まりを忘れないよ
うに。（ー締まりの確認のためにホストファミ
リーがあなたの部屋に入る事があります。）

金ーは部屋に置いていかないようにしましょ
う。
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ペットと暮らす
ホストファミリーでペット（犬、ネコ、鳥、
魚）を飼っている家庭は多くあります。ペット
も家族の一員としてみなされ、家の中に入る事
を許されている場合もあるでしょう。あなたの
部屋にペットを入れて欲しくないならば、それ
をきちんとホストファミリーにーえ、部屋のド

アを閉めておくようにしましょう。

信仰あるいは健康上の理由で動物を飼っている
ホストファミリーと同居できない場合は、ホー
ムステイ申請書にその点を明記してください。 

ホームステイでは、ー日どのように英語を使っ
たら良いのか、オーストラリアとはどういうー
なのか、という事をーんでいきます。同時にホ
ストファミリーもあなたのーの文化をーぶ機ー
を得ているのです。最初はお互いを理解する事
は容易ではないでしょう。でも「もっとゆっく
り話して欲しい」とホストファミリーにーみ、
頑張って話をーけてみましょう。

言葉の壁や文化の違いのために誤解を起こし

たり問題が生じたりする事があります。自分達
で解決できるようであれば直接ホストファミリ
ーに相談してみてください。誰かの助けが必
要であれば、ICTE-UQのスタッフがお手ーい
します。

時には部屋でーりになりたい事もあるでしょ
う。その時はホストファミリーにはっきりとそ
うーえましょう。ホストファミリーはあなたの
ー持ちをちゃんと理解してくれます。

異文化とコミュニケーション
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金ー面

ホームステイの手配をできるだけ簡略にす
るために、支ーいの手ーはすべてICTE-UQ 
Accommodation Officeが行っています。みなさ
んは週ごとのホームステイ費をホストファミリ
ーに直接ーう必要はありません。

ホームステイ費にはガス•電ー代も含まれていま
す。ー在期間を延長したい場合はまずICTE-UQ 
Accommodation Officeに相談してください。

ホストファミリーと遠出をする、映ーをーにい
く、食事をする、など予定外の出費を負担しな
ければならないような事態が生じる事があるで
しょう。誘われて、行くかどうかの返事をする

前にどれくらいの金額の出費になるかを確認す
る事をおーめします。このような外出に同行し
たくない場合は、その旨をはっきりとホスト
ファミリーにーえてください。

電話代など必要な料金はホームステイ終了前ま
でにきちんとーい終えておいてください。

前出の項でも少しーれたように、ホストファミ
リーと話しをきちんとする事で多くの問題は解
決します。問題があってもそれをはっきりと
言わなければ、ホストファミリーは何が問題か
という事にーづかない事があります。そうなる
と、もともと大した問題ではなかったのに大き
な問題へとー展してしまいます。ホストファミ
リーとコミュニケーションを密に取る事は大
事です。

ホームステイ先を次から次にーえる事も解決法
とはなりません。

ホストファミリーときちんと話したけれどもそ
れでも解決しなかった、という場合はICTE-UQ 
Accommodation Officerに相談してください。
みなさんとホストファミリーの間に入って話し
合いのお手ーいをします。Officeのスタッフは
通常の就業時間ーであればいつでも相談にのる
事ができます。緊急の場合は下記の連絡先に連

絡してください。

Ms Jane Clarke 
T: 3346 6737
M: 0417 712 674 (緊急の場合のみ)

Ms Liz Caverswall
T: 3346 6738
M: 0419 435 147 (緊急の場合のみ)

Room 525, Level 5
Sir Llew Edwards Building (No 14)
Institute of Continuing & TESOL Education
The University of Queensland

ホームステイ先で

問題が

生じた場合
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オーストラリアでもきちんとしたー儀は
重んじられています。“please”、 “thank 
you”、 “excuse me” 、 “sorry”のような
基本的な言葉を使うだけでホストファミ
リーとのー係が良好に保たれる事もあり
ます。また、朝起きた時に“hi” (あるいは 
“good morning”)、その場を去ったり出か
けたりする時に”bye”とーをかける事をお
ーめします。

ものを借りたりーーを撮りたい時は、ホ
ストファミリーにきちんと聞いて確認し
てください。また家事を手ーったりす
る事も良好な人間ー係の維持に役立ち
ます。

タバコを吸う人はホームステイの申しー
み時にそれをAccommodation Officeに知
らせてください。 ホストファミリーによ
っては喫煙者の受け入れをしていない所
があります。喫煙者を受け入れているホ
ストファミリー宅であっても、どこでタ
バコを吸って良いか、吸いーはどこへー
棄したら良いかをきちんと確認しま
しょう。

マナー／ー儀
役に立つ表現を

練習する

一般的な表現
Do you need me to remove my shoes?

I’m sorry, I don’t understand. Can you speak 
a little slower?

Could you say that again, please?

Can I join you in the living room?

I am very tired. I would like to go to my room. 
Is that alright?

Could you show me how to lock the house, 
please?

Can you tell me how to catch the bus/train to 

ICTE-UQ, please?

浴室
What time/when can I use the shower?

What is the best time for me to use the 
bathroom in the morning/evening?

Can I leave my toiletries in the bathroom?

Can I have an extra towel please?

Can I have a clean towel, please?

キッチン／食事
What time does the family usually eat dinner/ 
breakfast?

Can I store some food/fruit in the fridge, 
please?

Can I help you with preparing dinner?

Can I help set the table?

Thank you for dinner. It was very good. Can I 
help you with the dishes?

I am still a little bit hungry; can I have some 
more food, please?

I plan to eat in town with my friends tonight. 
Is that alright?

I will be home a bit later tonight. Please can 
you save me some dinner?

I would like to cook some food for you. When 

is convenient for you?

洗濯
Can I wash my clothes, please?

When is the best time for me to do my 
laundry?

Where can I hang my wet washing?

Is it possible to wash some small things by 
hand? 

I would like to iron my clothes. Can I use the 

iron? Where do you keep it?

自分のベッドルーム
I am a little cold at night. Can I have an extra 
blanket, please?

Can I change my sheets, please?

Is it OK if I open the windows at night?

Is it OK if I close the windows at night?

I would like to clean my room; can I use the 
vacuum cleaner? Where do you keep it?

I am not used to pets. Could you make sure 

the cat/dog stays out of my room, please?

電話／インターネットの使用
Can I make a short local phone call, please?

Can I use my international phone card to 
make an international call, please?

Is it possible for me to use the Internet?

その他
My friend would like to visit my homestay. 
Can I invite him/her on Saturday? 

Is it alright for me to smoke in the garden?

Where can I put my cigarette butts?

I would like to take a photograph of your 
children. Is that alright?

May I watch TV? May I listen to the radio? 

May I use the stereo?



Ms Jane Clarke 
ICTE-UQ Accommodation Officer
T: 3346 6737
E: homestay@icte.uq.edu.au
M: 0417 712 674 (emergencies only)

Ms Liz Caverswall
ICTE-UQ Accommodation Officer
T: 3346 6738
E: homestay@icte.uq.edu.au
M: 0419 435 147 (emergencies only)
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The University of Queensland
St Lucia 4072 QLD

www.icte.uq.edu.au
CRICOS Provider No 00091C


