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ホームステイ生活をはじめてみよう
とても素晴らしい経験となるホームステイの生活。本ガイドは学生がオーストラリアのホストファミ
リーとの生活をエンジョイするための手引きです。
オーストラリアのホストファミリーは、食事の方法や時間、週末の過ごし方、家族の会話など、日本の
実家の生活様式と異なる場合があります。
オーストラリア人の多くが、多様な文化を持つ他国から移住してきた人々で構成されているため、そ
の生活様式はさまざまです。そのため、ホストファミリーが他国からの移民ということもあります。オー
ストラリアで生まれ育っているか、他国からの移民であるかに関係なく、ホストファミリーは学生を大
切なゲストとして迎え入れてくれます。
このように、多様なオーストラリアの生活様式や文化を学べるといった点でも、ホームステイは素晴
らしい経験となります。最も大切なことは、ホストファミリーの話しを良く聞き、積極的に話しかけ、質
問することです。
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ホームステイ初日
長いフライトで疲れている場合は、ホストファミ
リーに「休憩が必要である」旨をはっきりと伝え
ましょう。
初日には、家の中を案内し、必要なものがどこに
あるか説明してくれます。
多くの場合、各ホストファミリーと生活する際の
ルールを説明してくれます。

もし、ホストファミリーの言っていることが理解
できない場合は、繰り返してもらうか、ゆっくり
話してもらうよう頼みましょう。
ホストファミリーと接する際、あまり緊張せずに
リラックスし、何か問題があれば家族に相談し
ましょう。
「笑顔」で接することは、ホストファミリーと親し
くなるための第一歩です。
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ICTE-UQへの通学にどの交通機関（バス、電
車、フェリー等）を利用できるかホストファミリー
が教えてくれます。この際、必要な情報をメモし
ておくことをおすすめします。バス停などの写真
を撮っておくと、帰宅時にどこで降りれば良いか
容易に判断でき便利です。
またホームステイ先の住所や電話番号を控えて
おくことをおすすめします。ホストファミリーにも
自分の電話番号を伝えておきましょう。
ICTE-UQの学生には、公共交通機関の割引運
賃が適用されないため、通常の大人料金を支払
う必要があります。.公共交通機関の利用時には

「Go Card」の使用が大変便利です。
バス、電車、フェリーの時刻表は以下のサイトで
確認できます：
www.translink.com.au

交通機関

3



食事について
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月曜日〜金曜日：
ホストファミリーが家庭で朝食と夕食を用意し
てくれます。昼食は、自費で外食またはお弁当を
作ります。
土曜日／日曜日：
ホストファミリーがすべての食事を用意してく
れます。
通常、朝食はシリアルと牛乳またはトーストと紅
茶／コーヒー／ジュースなどを各自で準備して
食べます。何か特に食べたいものがあれば、ホス
トファミリーに相談してみましょう。
夕食は西洋スタイルの食事が一般的ですが、カ
レー、炒め物、パスタなども人気のメニューです。

特定の家庭では、キッチンの利用に関するルー
ルがありますので、確認しておきましょう。テーブ
ルや食器の準備または片付け、もしくは皿洗い
など手伝いが必要か家族に尋ねてみましょう。
アリなどが発生するため、ベッドルームに食べ物
を保管しないでください。
夕食時に外出するなど何か特別なプランがあ
れば、必ずホストファミリーにその旨を伝えまし
ょう。
食事の用意を頼む場合は「Please」または準備
ができたら「Thank.you」と伝えるのがマナーで
す。食事中は静かに、口を閉じて食べ物を噛むの
が礼儀正しいマナーです。
食事中、携帯電話の使用は控えましょう。
家族全員がテーブルについてから、食事を始め
るのが礼儀正しいマナーです。



掃除や洗濯
部屋の掃除
自分のベッドルームは、常にきれいに整理整頓し
ておきます。必要なものがどこにあるか、ホスト
ファミリーが説明してくれます。..

衣類の洗濯.
通常、衣服は各自で洗濯します。ホストファミ
リーが、洗濯機の使い方、洗濯物を干す場所、ア
イロンの使用方法を説明してくれます。..
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水道の使用について
オーストラリア国内では、一般的に水道水は飲
料に適しています。
オーストラリアは非常に乾燥した気候風土であ
るため、各家庭では節水に心がけています。
シャワーの使用は5分以内に済ませるように心
がけましょう。シャンプー、歯磨き粉、石鹸、また
はドライヤー等、個人で使用するものを各自で
準備する必要があります。



電話と.
インターネット
の使用
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電話の使用方法／ルールについてホストファミ
リーに確認しておきましょう。短時間の市内通話
であれば、通常問題なく使わせてくれます。国際
電話をかける場合は、Newsagent.（売店）や
スーパーマーケットから専用のテレフォンカード
を購入しましょう。電話は、午前8時から午後9
時半までに利用するようにしましょう。
既に自分の携帯電話をもっている学生も多いで
しょう。.ショッピングセンター、Newsagent、携
帯ショップ等でオーストラリア国内用のSIMカー
ドや携帯電話を購入することもできます。
ICTE-UQの学生はキャンパス内で無料インター
ネットを利用できます。またノートPC等のモバイ
ル機器がある場合は、ICTE-UQの校舎内または
キャンパス敷地内の「Hot-Spot」（ホットスポッ
ト）にて無料インターネットを利用できます。
また、ホームステイ先でWifiアクセスが提供され
ています。大容量ファイル（動画など）のダウン
ロードは禁止されています。
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外出および.
帰宅時

帰宅時間が遅くなる場合は、必ずホストファミ
リーにその旨を伝えます。安全に帰宅できるよ
う、バスや電車の時刻表を確認しておきましょ
う。非常に遅い時間に帰宅する場合は、タクシー
を利用しましょう。
友人などをホームステイ先に招く場合は、事前
に必ず家族に伝えておきましょう。
長期間出かける場合は、ホストファミリーに行き
先を伝えておきます。1週間以上の旅行等に出る
場合は、ICTE-UQのAccommodation.Office
にその旨報告してください。ホームステイを長期
間空ける場合でも、料金の払い戻し等はありま
せん。

オーストラリアは安全な国ですが、他国と同様に
万全なホームセキュリティに心がけましょう。
重要ポイント：
•.ホームステイ先のカギを携帯し、セキュリティ
アラームの暗証番号等を確認しておく
•.外出時はすべてのドアと窓にカギをかける（ホ
ストファミリーは、安全確認の理由から学生の
部屋に入ることを許可されています）
•.各自の部屋に金銭を放置しない
•.万一紛失した際を想定し、ホームステイ先の
カギと住所の詳細を記したメモ等は別々の場
所に保管する
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ホームステイでの生活は、日常生活の中で英語
を使い、オーストラリアについて学ぶ素晴らしい
機会となります。またホストファミリーにとって
も、日本の文化に触れる良い機会となります。お
互いに理解し合えるようになるには、少し時間
がかかるかもしれません。あきらめずに会話にト
ライし、ホストファミリーにゆっくり話してもらえ
るよう頼みましょう。

文化様式と.
コミュニケーション

時には言葉の壁や文化の違いによって、誤解や
問題が生じることがあるかもしれません。そん
な時は、ホストファミリーとその問題についてよ
く話し合いましょう。また、ホストファミリー以外
に相談したい場合は、ICTE-UQのスタッフが対
応します。
時には自分の部屋でひとりの時間を過ごしたい
場合もあると思います。そんな時は、ホストファミ
リーにその旨を説明すれば、すぐ理解してもらえ
るはずです。
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ペットのいるホームステイ先
ホストファミリーの多くが、犬、猫、鳥、魚などの
ペットを飼っています。ペットは家族の一員とし
て扱われ、家の中で飼われていることが少なく
ありません。自分の部屋にペットを入れたくない
場合は、家族にその旨を伝え、部屋のドアを閉め
ておきます。

健康または宗教上などの理由等でペットを飼っ
ている家庭へのホームステイを希望しない場合
は、ホームステイ申込用紙にその旨を明記して
ください。



オーストラリア人は、礼儀正しいマナーを大
切にします。会話の中で「Please」、「Thank.
you」、「Excuse.me」、「Sorry」などを使う
ことで、ホストファミリーとの円滑な関係を
保つことができます。また、朝起きたら「Hi」や
「Good.morning」、家を出る時は「Bye」な
どの挨拶を心がけましょう。
何かを借りる場合、または写真を撮る時など
は、丁寧に確認しましょう。ホームステイ先で
簡単な家事を手伝うと、大変に喜ばれます。
タバコを吸う場合は、ホームステイ申し込み
の際、Accommodation.Officeその旨を伝
えてください。ホストファミリーの中には喫煙
者を受け入れない家庭があるためです。ホー
ムステイ先では、どこで喫煙できるのか？また
は吸い殻の処理方法は？などをホストファミ
リーに確認しておきましょう。

マナーについて

ホームステイ手配業務の簡略化を目的として、す
べての料金等はICTE-UQ.Accommodation.
Officeで管理されています。学生が毎週のホー
ムステイ料金をホストファミリーに直接支払うこ
とはありません。
毎週のホームステイ料金には、ガス料金、Wifi
や電気代が含まれています。滞在の延期を希
望する場合も、ICTE-UQ.Accommodation.
Officeに相談してください。
他にもお金が必要となる状況があると思いま
す。たとえば、ホストファミリーと旅行、映画、夕
食などに出かける際、本人の分を負担する必要
があります。そのような外出の誘いを受けた際
は、どの位の費用がかかるのか事前に確認しま
しょう。たとえば、家族旅行への同行を希望しな
い場合は、ホストファミリーの誘いを辞退するこ
とも可能です。
また、ホームステイの終了時には、自分が使用し
た電話代などの諸経費はホストファミリーに支
払います。

金銭の所持.
について



海外で新しい家族と生活するということは、それ
なりに困難も伴いますが、同時に生涯の素晴ら
しい経験となるでしょう。
ホームステイ生活を成功させるためのヒントを
以下に示します：
•.心を開く：新しい生活／文化を体験するという
オープンな姿勢でのぞみましょう
•.コミュニケーション：オーストラリア人には自
分の意思をハッキリ伝える。遠慮せずに必要
なことは尋ねるようにしましょう
•.シャワー：シャワーの使用は5分位に控え、節
水に協力しましょう

ホームステイ
生活のヒント
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•.昆虫：オーストラリアには色々な虫がいて、ホー
ムステイ先の家庭にいる事も少なくありませ
ん。ほとんどの虫は人体に害を及ぼしません。
もし、どうしても気になる場合は、ホストファミ
リーに相談しましょう
•.ホストファミリーへのショートメッセージ：.
帰宅が遅くなったり、夕食を家で食べない場
合などは、必ずホストファミリーに連絡しま
しょう
•.治安とセキュリティ：ブリスベンは安全でフレ
ンドリーな街ですが、学生は各自の身の安全
と所持品のセキュリティ等を常に意識して行
動しましょう
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役立つ.
フレーズの練習
日常生活に便利なフレーズ
Should I take off my shoes？（靴を脱ぐべきですか？）
I’m sorry, I don’t understand.（申し訳ありませんが、よく分
かりません）Can you speak a little slower？（もう少しゆっく
り話してもらえますか？）
Could you say that again, please？（もう一度言ってもら
えますか？）
Can I join you in the living room？..（皆と一緒にリビング.
ルームに居て良いですか？）
I am very tired.（すごく疲れています）I would like to go to 
my room.（自分の部屋に戻りたいです）Is that alright？（問
題ありませんか？）
Could you show me how to lock the house, please？（この
家の戸締まりの方法を教えてくださいますか？）
Can you tell me how to catch the bus/train to ICTE-UQ, 
please？（ ICTE-UQに通学するためのバス／電車の乗り方
を教えてくださいますか？）

バスルームの使用について
When can I use the shower？（シャワーはいつ使えます
か？）
What is the best time for me to use the bathroom in the 
morning/evening？（朝・夕方 何時にバスルームを使えば良
いですか？）
Can I leave my toiletries in the bathroom？（私の洗面用具
をバスルームに置いても良いですか？）
Can I have an extra towel please？（もう1枚タオルをお借
りできますか？）
Can I have a clean towel, please？（きれいなタオルを1枚
お借りできますか？）

キッチンの利用や食事について
What time does the family usually eat dinner/ breakfast？.
（通常、朝食／夕食の時間は何時ですか？）
Can I store some food/fruit in the fridge, please？（自分の
食べ物・フルーツを冷蔵庫に保存しても構いませんか？）
Can I help you to prepare dinner？（夕食の支度を手伝い
ましょうか？）
Can I help set the table？（テーブルの準備を手伝いましょ
うか？）
Thank you for dinner.（夕食ごちそうさまでした）It was very 
good.（とても美味しかったです）
Can I help you with the dishes？（皿洗いを手伝いましょ
うか？）
I am still a little bit hungry; can I have some more food, 
please？（まだ少しお腹が空いています。何か食べ物はあり
ますか？）
I plan to eat in town with my friends tonight.（今晩、友達
と街で外食するつもりです）Is that alright？（問題ありませ
んか？）
I will be home a bit later tonight.（今晩は帰宅が少し遅くな
ります）Please can you save me some dinner？（私の分の
夕食を残しておいていただけますか？）
I would like to cook some food for you.（よければ私が料理
をしたいのです）When is convenient for you？（皆さん何時
が都合良いでしょうか？）

洗濯について
Can I wash my clothes, please？（衣服を自分で洗濯して
も良いですか？）
When is the best time for me to do my laundry？（何時に
洗濯したら良いですか？）
Where can I wash my clothes by hand？（どこで衣服を手
洗いしたら良いでしょうか？）
Where can I hang my wet washing？（洗濯物はどこに干
しますか？）
I would like to iron my clothes.（衣服にアイロンをかけたい
です）Can I use the iron？（アイロンを使っても良いですか？
）Where do you keep it？（どこにありますか？）.
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各自の部屋について
I am a little cold at night.（夜少し寒いです）Can I have an 
extra blanket, please？（毛布を余分に1枚貸してもらえま
すか？）
Can I change my sheets, please？（新しいシーツに交換し
て良いですか？）
Is it OK if I open the windows at night？（夜、窓を開けてお
いても良いですか？）
Is it OK if I close the windows at night？（夜、窓を閉めてお
いても良いですか？）
I would like to clean my room; can I use the vacuum 
cleaner？（部屋を掃除したいのです。掃除機を借りられます
か？）Where do you keep it？（どこにありますか？）
I am not used to pets.（ペットには慣れておらず、苦手です）
Could you make sure the cat/dog stays out of my room, 
please？（私の部屋に猫／犬がはいらないようにしていた
だけますか？）

電話やインターネットの利用について
Can I make a short local phone call, please？（少し市内通
話をかけても良いですか？）
Can I use my international phone card to make an 
international call, please？（私のテレフォンカードを使って
国際電話をかけても良いですか？）
Is it possible for me to use the Internet？（インターネットを
使っても良いですか？）

その他：
My friend would like to visit my homestay.（友人がこの家
に来たいと言っています）Can I invite him/her on Saturday？
（土曜日に彼／彼女を招待しても良いですか？）
Is it alright for me to smoke in the garden？（庭でタバコを
吸っても良いですか？）
Where can I put my cigarette butts？（タバコの吸い殻はど
こに捨てれば良いですか？）
I would like to take a photograph of you and your children.
（家族みんなで写真を撮りたいのです）Is that alright？（問
題ありませんか？）

ホストファミリーと良く話し合うことで、一般的
な問題はほとんど解決するはずです。問題につ
いてハッキリ言わなければ、家族は問題がある
ことに気付いてくれません。この様な状況によ
り、小さな事が大きな問題へと発展していくこ
とがあります。ホストファミリーと良いコミュニ
ケーションを保つことがとても大切です。
別のホームステイ先に移ることが、必ずしも最
善策という訳ではありません。
ホストファミリーに相談しても問題が解消さ
れない場合は、ICTE-UQ.Accommodation.
Officeの担当者に相談してください。担当者が
ホストファミリーと話し、問題が解決されるよ
う対処します。Accommodation.Officeの業
務時間は、午前8時から午後6時までです。しか
し、緊急時には通常の業務時間外であっても
Accommodation.Officeの担当者に連絡す
ることができます。

ホームステイに
関するサポート

I would like to put some photographs of your family on 
social media.（家族の写真をSNSに投稿したいのです）Is 
that alright？（問題ありませんか？）
May I watch TV？（テレビを見ても良いですか？）May I 
listen to the radio？（ラジオを聞いても良いですか？）
May I use the stereo？（ステレオを使っても良いですか？）



Ms.Jane.Clarke.
ICTE-UQ.Accommodation.Office担当者
電話：3346.6737
Eメール：homestay@icte.uq.edu.au
携帯電話：0417.712.674（緊急時のみ）

Ms.Desirée.van.Aswegen
ICTE-UQホームステイマネージャー
電話：3346.6738
Eメール：homestay@icte.uq.edu.au
携帯電話：0419.435.147（緊急時のみ）

コンタクト
Room.525,.Level.5
Sir.Llew.Edwards.Building
Institute.of.Continuing.&.TESOL.
Education
The.University.of.Queensland
St.Lucia.4072.QLD

www.icte.uq.edu.au
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