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渡
 
航の準備



フライトの詳細
入学する数日前にアデレードに到着する必要があります。学生ビザで渡航する場合、入学
許可書(COE)に示されている保険の開始日より前に到着することはできません。学校の入
学登録およびオリエンテーションは入学日当日に行われますので、必ず 出席してくださ
い。到着の少なくとも2週間前までにフラ イトの詳細をお送りください。

保険の手配
学生ビザ(500-スクールセクター)で渡航する場合は、留学生健康保険への加入が義務付
けられています。教育省が手配する留学生健康保険はBupa Australiaになります。詳し
くは、bupa.com.au/studentsをご覧ください。または、1800 888 942のBupa Australia 
OSHCにお問い合わせください。
手荷物やフライトのキャンセルをカバーする保険は別途ご自身でご手配ください。観光
ビザで渡航する場合は、医療、手荷物、フライトのキャンセル等を含む包括的な旅行保険
をご手配されることを強くお勧めします。

お金を使う
お小遣いはどのくらい必要か検討してみてください。一般的には、1ヶ月あたりAUD
$400‒700ドル程度準備することをお勧めします。先ずは、必要な項目のリストを作成し
てください。

個人的な支出
電話：AUD $30～$100/月

交通費: AUD $25$60/月

衣服および身の回り品: AUD $150$250/月

交際費等: AUD $150$250/月
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お金を引き出す
オーストラリア滞在中、どのようにしてお金を引き出すかを考えてください。適切
なATMカードであれば、自国の銀行口座にアクセスできるようにする手配も可能
です。あるいは、オーストラリアの銀行口座開設をホストファミリーが手伝うこと
もできます。

制服
必要な制服は学校によって異なります。制服の詳細や取り扱い店の営業時間等につ
いては、留学先の学校のウェブサイトをご覧ください。自国で使用中のものと似て
いるもの (例: 黒いひも靴、白いシャツ)については、現地でもそのまま使用する
ことができます。制服の費用は、AUD $250 - $500ほどです。

学校で必要な追加費用
遠足代、電卓、ノートパソコン、制服など、入学後に追加の費用がかかる場合があり
ます。学校によって機器を貸与できる場合もありますが、生徒が自分で購入する必要
がある学校もあります。詳しくは、学校のホームページをご覧ください。

南オーストラリア州教育修了資格(11年生と12年生)の取得を希望する場合、登録、
評価、資格証明に手数料がかかります。

詳しくはwww.sace.sa.edu.auをご覧ください。

荷物をまとめる
オーストラリアへのフライトの荷物制限を確認してください。
アデレードには四季がある
たくさんの種類の衣服が必要となる場合がありますが、カジュアルな服装であれ
ば、ほとんどの場面に対応できます。到着する季節に合わせた服を持っていくよ
うにしてください。

持 って い く べ き で  は な い も の

オーストラリアでは厳しい税関および検疫法が施行されています。オーストラリア
には食品、植物または動物性製品を一切持ち込まないことをお勧めします。スー
パーマーケット、アデレード市内のセントラルマーケットや　チャイナタウンに行け
ば、ほとんどの食べ物が見つかります。また、多額の現金を持ち込まないでくださ
い。食品、現金、医薬品、および免税範囲についてはwww.customs.gov.auをご覧
ください。



夏  12月 → 2月   25°C-35°C

秋 3月 → 5月 穏やか、多少の雨  20°C-25°C

冬  6月 → 8月 肌寒く、雨が多い  10°C-15°C

春  9月 → 11月  穏やか  20°C-25°C

季節 月 気候 気温

忘れずに持っていくもの

自分のお気に入りのもの：家族や友達
の写真、お気に入りレシピ、その他新し
い環境に慣れるのに役立ちそうなもの

医薬品や処方箋、関連する医療記録（例：
予防接種の記録)。医薬品は元の包装の
ままで、医師からの手紙(英語) が付属し
ていることを確認してください。
銀行口座を開設するまでの間、生活費に
充てる資金。空港または銀行で簡単に両
替できます。
辞書または翻訳アプリ

電気機器のアダプター

必要な書類を忘れないでください

航空券
有効なパスポートとビザ発給通知書
COE (学生ビザ保持者のみ）
ホームステイの詳細
旅行保険（学生ビザ保持者は必須）
上記の写真を撮り、元本とは別に保管し
てください。
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緊急の電話番号
24時間緊急電話番号を電話連絡先に追加してください。

+61 401 123 205
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オーストラリアへの渡航
荷物には、自分のフルネームとオーストラリアの住所を明記したラベルを貼ってくだ
さい。申告する必要がある品目は、簡単に取り出せる場所に配置するようにしてくださ
い。フライトが遅れた場合、または乗り継ぎに間に合わなかった場合、24時間緊急電話
サービス +61 401 123 205 に電話してください。
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オーストラリア      到      着と     
最初の1週間
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アデレード到着
オーストラリアで飛行機を降りる前に記入する必要がある「入国カード」を機内で受け取
ります。記入は難しくありませんが、手助けが必要な場合は乗務員に聞いてください。
オーストラリアへの入国地点（例：アデレード、メルボルン、シドニー）で手荷物を受け取
り、記入済みの入国 カードを持って税関を通過します。入国カードで品目を申告した場
合、それらの品目を税関職員に見せる必要があります。申告する必要がある品目が分から
ない場合には、税関職員に尋ねてください。

アデレード行きのオーストラリア国内線に乗り継ぐ場合、 税関を通過した後、出発ターミ
ナルに進み、搭乗時刻と出発ゲートを確認してください。

アデレードに到着したら、到着ホールに進んでください。 ホームステイを手配した場合、
私たちが到着ホールまでお迎えに行きます。

南オーストラリア州政府教育機関のスタッフは赤いベストを着用し、名札をつけています。 
ホームステイファミリーをご紹介し、保護者またはエージェントに皆さんが安全に到着し
たことをお知らせします。

到着の際に、留学生とホームステイファミリーは、入学日の詳細（登校時間、留学生プ
ログラムマネージャー(ISP)の名前、どこで会うかなど）に関する情報を受け取ります。

ホームステイ先での最初の週
ホームステイ先で留学生は家族の一員として歓迎されます。ホームステイ先は留学生に
とって自分の家と同様です。家の中を案内してもらい、家族に紹介されます。長旅の後は
疲れて脱水状態になっていることがありますので、よく休んで水をたくさん飲むことを忘
れないようにしてください。

家に電話する
自国のご家族は連絡を待っています。国際電話をかける際には、国際電話番号0011 + 国
番号 + 市外局番 + 電話番号 をダイヤルする必要があることを覚えておいてください。 手
伝いが必要であればホームステイファミリーに聞いてください。 



 
生活の準備をする
ホームステイファミリーに次のことを手助けしてもらってください。

•  銀行口座を開設してATMカードを発行してもらう(必要な場合)
•  自分の携帯電話用に現地のSIMカードを購入する
•  長距離電話用にアプリまたはテレフォンカードを購入する
• 自宅でインターネットを使用する

銀行口座
留学生の保護者はオーストラリアの銀行口座に送金することができます。ATMカード
を安全な場所に保管しておいてください。お金を慎重に管理してください。

ホームステイ料金
中高校卒業プログラムに入学する場合、到着直後に初回のホームステイ料金を支払う
必要があります。その後は2週間ごとに支払ってください。中高校短期留学プログラムの
場合は、プログラ ム費用にすでに含まれているため、改めてホームステイ料金を支払
う必要はありません。

学校での最初の週
ホームステイファミリーが、入学日に留学生と一緒に学校に行きます。登校時にはパ
スポートとビザ発給通知書を持参してください。当日は留学生担当者であるISPマネー
ジャーに会い、これからの学校生活について説明を受けます。また、学校の決まり事を
教え、留学生が学校生活に慣れるための手助けを行う”バディ”と会います。

学校の準備をする
ISPマネージャーは以下のサポートをします。
•  学校内のツアー

•  入学手続きと科目の選択

•  学生IDカード
•  教科書と文房具

•  学校の制服とスポーツ用ユニフォーム

SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT SCHOOLS10
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学校への通学
ホームステイファミリーは、留学生のために学校への最適な通学方法を探してくれます。
公共交通機関を利用する場合、アデレード・メトロカードや28日間パス(必要な場合)の購
入を手伝ってくれます。公共交通機関を利用する際は、学生IDの提示が求められることが
あるため、常に学生IDを携帯してください。

学校の制服の購入
学校に入学する前、または入学日に学校の制服を購入できます。制服ショップの場所や営
業時間の詳細などについては、 学校のウェブサイトを確認してください。

入学手続きと科目の選択
入学時に科目を選択します。ISPマネージャーが、留学生の興味、能力、将来希望する職業
などに基づいて科目選択のサポートを行います。科目を変更することはできますが、 
学年や定員、時間割とのバランスなどによります。

集中英語
中高生の場合、すでに中高生集中英語コース(ISEC)に登録している場合があります。まだ
登録していない留学生について、ISPマネージャーが追加の英語サポートが必要と判断し
た場合は、履修するプログラムの一部として ISECを受講するように勧められます。ISECを
受講した場合、追加費用はかかりません。

オリエンテーションプログラム
学校の最初の週に実施されるオリエンテーションプログラムに参加します。オリエンテー
ションプログラムは、学生ビザの条件、留学生健康保険(OSHC)、安全に関すること、その
他の重要な情報を理解するのに役立ちます。また、オリエンテーションを通じて、これ
から必要に応じて相談できる人がたくさんいることも分かるでしょう。

INTERNATIONALSTUDENTS.SA  .EDU.AU



3. 
ホームステイ先での
生活に慣れる
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ホームステイに慣れる
オーストラリア人は多様な文化背景を持つ、とてもオープンでフレンドリーな人々で
す。家族でのアクティビティやアウトドアを楽しみ、カフェや自宅の庭でのバーベ
キュー、ビーチなどで友達と過ごすことも好きです。南オーストラリア州は、気候
や新鮮な食材に恵まれているため、さまざまな文化イベントや料理を楽しむことが
できます。オース トラリア人はまた、スポーツ(特にオーストラリアン・ルール・フット
ボール、クリケット、テニス、ゴルフ)が大好きです。 オーストラリアの子どもたちは、興味
のあることを探求し、趣味やスポーツに積極的に参加することが奨励されています。ま
た、子どもたちは、家族の会話やアクティビティに参加し、自 分の気持ちを表現し、家
の手伝いをするように勧められます。

家族の習慣や規則
オーストラリアでの家庭生活は、家族の習慣やルール、社会的な活動、食べ物な
ど、母国でのこれまでの生活とは異なる面もあるかもしれません。ホームステイ
ファミリーは、留学生が新しい環境に慣れ親しむため、現地での日常生活やルール
について説明してくれます。また、留学生は家族の一員として、部屋の掃除など家
の簡単な仕事を手伝うことが期待されています。

コミュニケーションが重要
ホームステイファミリーは、あなたとその家族、またあなたがどんなことをしたいのか
などについて興味があります。この機会を利用してファミリーと話し、ファミリーの活動に
参加して良い関係を築きながら英語を上達させてください。 自分の気分（具合が悪い、
ホームシック、寂しい、悲しいなど）や、自分の予定（学校から遅く帰る、外出するなど）
についていつも伝えるようにしてください。また、ホームステイ先に関する不満があ
る場合も、ホームステイファミリーに知らせることが重要です。

INTERNATIONALSTUDENTS.SA  .EDU.AU
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ホームステイ先に慣れるためのヒント
   家族の会話や活動に参加する

   冒険心を持ってオーストラリアの食べ物にトライする

   日課やルールを尊重する

   家庭の雑用の手伝いを申し出る

   家族の所有品を注意して扱う

   外出するときや友人を家に招くときには許可を得る

  個人的な支出の支払いをする

  必要であれば常に助けを求める

英語のスキル
留学の目標の1つは英語のスキルを上達させることです。現地到着後はたくさんの人と
話して英語を練習する機会が十分ありますので、到着時の英語のレベルについては心
配しないでください。間違えることを気にしないでください。英語が上達するのに長い
時間はかかりません。

安全
自分の安全について考えることは常に重要です。

•  外出する前に常にホームステイファミリーから許可を得る
• ホームステイファミリーに外出先と帰宅する時間を伝える

• ホームステイファミリーと連絡を取り合うことができるようにする

• 夜間一人で移動せず、常に携帯電話を持ち歩く

• 公共交通機関で移動中、所持品から目を離さない

• 誰ともお金の貸し借りをしない

緊急時には緊急電話サービス+61 401 123 205 に連絡してください。

覚えておいてください！

喫煙、飲酒、違法薬物の使用、またはあらゆる非合法な行為（ギャンブル、入れ墨など）
への参加は、南オーストラリア州政府教育機関では許可されていません。

SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT SCHOOLS14



INTERNATIONALSTUDENTS.SA .EDU.AU 15



4. 
学校に慣れる
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学校に慣れる
南オーストラリア州の公立校は設備が行き届き、その多くは充実したスポーツ施設
を備えた広大な敷地の中にあります。公共交通機関や商業施設なども近くにありま
す。学校の授業時間は月曜から金曜までの8:30AM‒3:30PMです。学習は教室の内外
で行われ、生徒たちはディスカッションやアクティビティに参加するように奨励さ
れています。教育目的のエクスカージョンは、カリキュラムの重要な要素です。

教室での日課と学校の規則
オーストラリアの学校生活は、毎日の日課、規則、授業時間、制服を含め、母国での学
校生活とは多少異なることもあるかもしれません。留学生に対しては、先生や生徒の
バディーが、日課や規則を理解できるようにサポートします。

教室内のアクティビティやその他の活動に参加する

留学生が持つ経験と視点は、オーストラリア人の生徒とは異なります。クラスメー
トは留学生と留学生の母国の学校について、そしてオーストラリアに留学した理由
について興味を持って知りたがります。その機会を利用して、クラスメイトに自分
のことを話してみてください。クラスに積極的に参加することで、学習スキルを確
立し、友達を作り、英語力を向上させることができます。学校生活に慣れて友達を
作るために最適な方法の1つは、ランチタイムクラブや放課後のスポーツクラブに
参加することです。どの学校でも、音楽バンド、ダンス、演劇、チェス、弁論、ロ
ボット工学など、さまざまな活動が行われています。また、学校では夏と冬それぞ
れに多くのスポーツを楽しむことができます。学校でできる活動については、ISPマ
ネージャーに聞いてください。

授業料の支払い
中高校卒業プログラムに入学した場合、5月と10月に授業料の請求書を受け取りま
す。請求書の支払い期限までに全額を豪ドルで支払わなければなりません。

INTERNATIONALSTUDENTS.SA .EDU.AU
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新しい学校に慣れるためのヒント
   質問をしてクラスのディスカッションに参加する

トピックに関して自分の意見や視点を述べる

教室内のグループアクティビティに参加する
ランチタイムクラブや放課後のスポーツクラブに参加する 

必要なときには常に助けを求める

勉強がうまくいくために
常に英語で考え、コミュニケーションをとるということは、とても大変
で疲れることです。学校の先生はそこは理解していますので、母国語と
英語両方を使って勉強するように勧めています。先ずは母国語で概念を
理解してから英語でまとめた方が楽な場合があります。実際、多くの留
学生は、そのようなやり方が効果的で英語の上達もより早いと感じてい
ます。勉強に関してサポートが必要な場合は、ISPマネージャーに相談し
てください。学校では、ホームワーククラブや放課後のチューターな
ど、さまざまな方法で留学生に追加の支援を提供しています。
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驚異的なことを　　　
達成できる場所、　　
南オーストラリア州で　
お会いしましょう。
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