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タスマニア州への留学を決められたことを、喜ばしく思い
ます。私たちはあなたをタスマニア州へお迎えできること
を光栄に思い、留学中のあなたのサポートに力を尽くす所
存でおります。GETIチームは留学体験を成功させるため、
あなたの留学エージェントや学校の先生、留学生アドバイ
ザーと緊密に協働します。留学体験により、あなたの目標
を達成するために必要なスキルを伸ばし、知識を深めら
れるように、願っています。 

質問や心配ごとがあれば、GETIチームま
でご連絡ください。 あなたのお役に立つ
ことが、私たちの役目です。 

役に立つ電話番号
•  GETI には電話番号+613 6165 5727で、月曜から金曜

の午前9時～午後5時までの間、連絡できます。営業時
間外の緊急時のみ、+613 6231 1003までお電話くださ
い。

• 通訳サービスの電話番号は131 450です。毎分ごとに電
話料金が課金されます。

• 緊急時の警察・消防・救急の電話番号は、000です。

これらの連絡先電話番号を、電話に保存しておくことをお
すすめします。GETIにはinfo@geti.tas.gov.auまで、E メー
ルでも連絡できます。

このガイドはタスマニア州への到着や、タスマニア州政府
公立校生徒としての生活の準備に役立つよう作成されま
した。よくお読みください。

学生向け出発前のご案内 

TASMANIA

AUSTRALIA

LAUNCESTON

HOBART
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母国を出発する前に
出発前のチェックリスト：

 Ȝ 滞在期間を通して有効なパスポート

 Ȝ フライト予約詳細

 Ȝ 海外留学生健康保険（OSHC）および旅行者保険
（保険について支援が必要な場合は、 GETIオフィス
までご連絡ください）

 Ȝ ビザ取得済みである

 Ȝ 最新の処方箋および予防接種記録

 Ȝ 緊急治療を避けるため、出発前に健康診断、眼科
および歯科検診を受診する

 Ȝ パスポートとビザを含む、身分証明書類のコピーを
余分に作成する

機内持ち込み手荷物に入れる必需品
 Ȝ 有効なパスポートとビザ

 Ȝ 入学許可証 

 Ȝ 処方箋および予防接種記録

 Ȝ 滞在先の詳細（入国書類に連絡先住所を記載する
必要があります） 

 Ȝ 辞書

 Ȝ 旅行用アダプター

 Ȝ 電話および充電器

 Ȝ タスマニア州到着の際に着用する、暖かな服

預け手荷物に入れる必需品
暖かい服（ジャケット、つま先が閉じた密閉型の靴、セータ
ー）と毎日授業で着用するカジュアルウェアを取り交ぜて 
おく。洗面用具類－全てのエアゾール、カミソリやひげ剃り
用品。

服装
7～10学年に留学する場合は学校制服があり、タスマニア
州に到着後、入手できます。11学年または12学年の場合
は、学校制服はありません。 学校制服が必要ない場合、
オーストラリア人は通常学習の際、ジーンズ、Tシャツ、プル
オーバー/ジャンパー、セーター、カジュアルシャツ、つま先
が閉じた密閉型のスポーツシューズなどのカジュアルウェ
アを着用します。ある行事で特に服装が指定されていな
い限り、通常はジーンズを着用して構いません。 

税関規制品目
オーストラリアの国境線を守るため、いくつかの品目の持
ち込みが規制されています。全ての持ち込み医薬品類に
関して、証明書類の持参が必要です。果物、植物、動物製
品の持ち込みは禁止されており、また申告する必要があり
ます。 

持ち込めるアルコール類およびたばこの量は規制されてい
ます。高額の現金（1万豪ドル相当またはそれ以上）の持
ち込みは、規制されています。

オーストラリアに持ち込み可能な物品については、こちら
で詳細をご覧ください：www.border.gov.au/Trav/Ente/
Brin

空港でのお迎え
GETIが滞在先を手配した場合、タスマニア州に初めて到
着した時、あなたを空港でお迎えし、滞在先までご案内し
ます。私たちはこのサービスを無償で提供しています。
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気候・天候
タスマニア州の天候は急に変わることがあり、地元の人た
ちは「四季を一日で」体験できると言います。気候の変化
に柔軟に対応できる服装が必要です。夏の間、あまり暑く
感じなくても日差しが極度に強いため、「SPF 30+」の日焼
け止めローションを塗って帽子をかぶり、屋外にいる際、肌
を保護してください。 

生徒は7～30℃におよぶ日中の最低・最高気温に適した
服装と靴が必要です。 

夏

12月、1月、2月

日中は暑く、日照時間が 
長く、日差しが強いです。 

11⁰C - 24⁰C

秋

3月、4月、5月

日中は過ごしやすく、午後
は冷たい風が吹き、夜間は
冷えるようになります。 

10⁰C - 22⁰C

冬

6月、7月、8月

好天が続き、山では時々 
降雪があります。暖かな
コート、つま先が閉じた密
閉型の靴、手袋を着用し
ます。

3⁰C - 14⁰C

春

9月、10月、11月

朝は冷たい風が吹き、 
午後は暖かです。

5⁰C - 16⁰C
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オーストラリアの法律

アルコールとたばこ
アルコールおよびたばこの消費および購入は、18歳未満
の場合、違法です。18歳以上であることを証明するため
に、身分証明書の提示が求められることがあります。 

また職場や公共交通機関を含む公共の場全てにおいて、
室内での喫煙は違法行為です。その他喫煙禁止場所の
詳細については、http://www.tobaccoinaustralia.org.au/
chapter-15-smokefree-environment/15-7-legislationをご
覧ください。

薬物
オーストラリアでは、処方箋なしに薬物を保持することは
違法です。しかし状況にかかわらず、救急サービスによる
援助が提供されます。誰かが薬物を過剰摂取したと考え
られる場合、直ちに000へ電話して救急車を要請し、でき
る限り多くの情報をオペレーターに伝えましょう。 

警察 
オーストラリアでは、警察官は信用される存在であり、そ
の役割は人 を々守ることにあります。ほとんどの警察官
は、制服を着用しています。警察官は勤務中、全員が身分
証明書を携帯しています。警察は公職であり、軍隊の一部
ではありません。

汚職は非常にまれです。警察官を贈り物や現金で買収し
ようとすることは、違法行為です。彼らの方から現金を要
求することは絶対になく、現金やその他の贈り物を警察
官に提供してはいけません。 

警察の尋問を受ける場合、あなたには法的助言を求める
権利、また通訳を依頼する権利があります。肝心なことは
冷静さを保ち、協力的でいることです。 

警察車両（または救急車や消防車など、その他の緊急車
両）がライトを点滅させ、サイレンを鳴らして走行している
場合、あなたが歩行者であっても道を譲らなければなりま
せん。運転中の場合、安全に車の運転を継続できるよう
になるまで、緊急車両が追い越せるように道路端へ車を
寄せなければなりません。 

運転 
タスマニア州政府公立校に留学する18歳未満の生徒は、
運転を禁じられています。18歳以上の生徒はGETIに連絡
し、許可を得る必要があります。
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精神保健
外国に住むことはエキサイティングではありますが、同時
に困難でもあります。もし悲しい気分になった場合、また
は元気がなくなった場合、 あなたがいつでも話せる有資
格カウンセラーが学校にいます。加えてホバートとローン
セストンの両方に無料精神保健施設のHeadspaceがあ
り、カウンセラーや心理士が勤務しています。 

Headspace－ローンセストン
Cnr Brisbane & Wellington Street, 
Launceston, TAS 7250  
電話: (03) 6335 3100 
headspace@csys.com.au

Headspace－ホバート
49 Liverpool Street 
Hobart, Tasmania 7000  
電話: (03) 6231 2927 
headspace@thelink.org.au

タスマニア州性的保健サービス
タスマニア州性的保健サービスは無料で秘密厳守のサー
ビスを、ホバート、ローンセストン、デボンポートに設けら
れたクリニックにて提供しています。このサービスは医師、
看護師、カウンセラー、心理士によって提供されています。
これらの専門家は人々の性的保健、性同一性、性的指向
に関すること、またその他の質問に関して支援できるよ
う、訓練を受けています。 

詳細については、http://www.dhhs.tas.gov.au/ 
sexualhealth/sexual_health_service_tasmaniaをご覧くだ
さい。

安全と治安
自分の持ち物を含んだ、自分の身の安全を守りましょう。
公共の場で高額の現金を持ち歩かないようにしましょう。
もし高額の現金の携行が必要なら、気を付けて周りから
見えないようにし、誰にも見せないでください。 

緊急事態に備えて連絡先の名前、住所、電話番号を記載
した身分証明書を常に携行し、連絡が取れるようにして
おきましょう。 

必要でない限り、パスポートを持ち歩かないようにしまし
ょう。身分証明書として、パスポートのコピーを常に携行
しましょう。 

もし窃盗被害やその他の悩みごとがあれば、すぐに誰か 
（例：GETI、先生、ホームステイ）に相談し、即座に支援
を得るようにしましょう。タスマニア州警察が、どのような
状況でもあなたを支援します。

健康と安全
海外留学生健康保険
海外留学生健康保険は、留学生全員に加入義務がありま
す。健康保険に継続加入することが、全ての学生ビザに対
する条件となっています。保険の失効後に医療の助けが
必要となった場合、非常に高額な支払いが必要になるこ
とがあります－海外留学生健康保険について支援が必要
な場合、GETIチームまで連絡してください。 

タスマニア州での保健サービス
タスマニア州は、オーストラリア政府による補助を受けた
クリニックや病院を含む、優れた保健医療システムを持っ
ています。また大都市には、女性と子どもを専門とした、
優れた公的健康機関が設けられています。

病気で授業を休む場合、医師の診断書の提出が必要に
なる場合があります。つまり、医師の診察を受けるための
予約を行う必要があります。これらの医師は一般医（GP）
または「ローカルドクター」と呼ばれています。GPは有資
格の医師であり、緊急外の健康上の問題を抱える場合、
最初に連絡を取るべき対象です。GPの役割には以下が含
まれます：健康問題を診断・治療し、薬を処方する。GP
にあなたの症状を説明すると、GPは通常の努めからあな
たが免除されるよう、診断書を発行することがあります。
授業日に病気になった場合、過去にさかのぼって診断書
を発行できないため、その日の内にGPの診察を受けなけ
ればなりません。通常GPの診察には$70かかります。この
費用は、健康保険提供者によって払い戻される場合があ
ります。

GPと病院の違いを理解しておくことは大切です。病院は
命に係わる緊急事態が発生し、直ちに治療を受ける必要
がある場合に限って利用します。

薬 
痛み止め、アレルギー薬、スキンケア製品がタスマニア州
全体を通し、薬局で広く販売されています。抗生物質全種
など、ある国では処方箋なしで購入可能な薬でも、オース
トラリアでは処方箋なしでは購入できない場合がありま
す。つまり、処方箋を書いてくれる医師の診察を受ける必
要が生じます。 

女性の生理用品（タンポンやナプキン）は薬局、ガソリン
スタンド、雑貨店やスーパーマーケットで簡単に入手でき
ます。オーストラリアでは生理用品を購入する際、恥ずか
しく思う必要はありません。
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オーストラリア政府による留学生の保護 

2000年留学生のための教育サービス法（ESOS法）は、学
生ビザ保有者を保護するための法的枠組みです。

ESOS法はオーストラリア教育提供機関の間に一貫した
基準を設け、留学生全員を保護するものです。倫理基準に
はマーケティング、エージェントの行動、学生サポート、教
育の提供が含まれます。 

ESOS法に反する教育提供者は、登録抹消や起訴対象と
なる危険を冒すこととなります。

ESOS法は、学生と教育提供者の両者に対し、ビザに関連
する報告の義務を負わせます。また、教育提供者による
移民関連の助言提供を禁止しています。

詳細については、オーストラリア政府教育省ホームペー
ジ、https:// internationaleducation.gov.auをご覧くださ
い。ESOS枠組み情報シートも、GETIのホームページで閲
覧できます。

オーストラリア政府内務省 
内務省はオーストラリア政府を構成する省で、ビザ要件を
管理・実施しています。あなたは次を含む、ビザ要件に従
わなければなりません。

• 労働に関する制限
• 課程要件を満たすこと
• 必須健康保険に継続加入すること
• 入学許可証（CoE）の有効期限が失効するまでに、

学習課程を修了すること
• 現在保有する学生ビザが失効する前に、ビザの更新を

申請すること
• 学習課程、連絡先、授業出席の可否に関する全ての

変更事項を、内務省とGETIに通知すること。

学生ビザ保有者の労働条件
学生は学期中、2週間当たり40時間に限って働くことがで
きます。労働時間数は、月曜から日曜にわたって計算され
ます。 

授業のない学校休暇期間中は、より長時間働くことがで
きます。

オーストラリアで仕事をする際、納税者番号（タックス・ 
ファイル・ナンバー）を入手しなければなりません。これは
オーストラリア税務局より入手できます。

詳細については、内務省のホームページをご覧ください： 
https://www.homeaffairs.gov.au/Trav/Stud/More/Work-
conditions-for-Student-visa-holders
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タスマニア州での生活

生活費
タスマニア州での年間生活費は、他のオーストラリアの
州より安くなっています。学生は滞在施設費、交通費、食
費、電気代、娯楽費として、年間19,000豪ドルから26,000
豪ドルを見積もるとよいでしょう。 

下に一週間の生活費の例を記載します（全ての金額は 
概算です）

ホームステイ費用 $300（7～12年生）

公共交通費 $30

娯楽費 $30

洗面用具類 $20

合計 週当たり$380（概算）

オーストラリアには典型的な家庭が存在しないことを理解しておく

ことが重要です（上の絵で示す通り）。 

家族によるタスマニア州訪問
家族がタスマニア州にいるあなたを訪問することを希望
しても、あなたのホームステイホストは家族の滞在を引
き受けることはできません。家族はホテルなど、自分自
身で滞在先を準備する必要があります。詳細について
は、www.discovertasmania.com.au/where-to-stayをご
覧ください。

礼拝所
ホバートとローンセストンは、多文化的な都市です。各都
市には世界中の様々な宗教の礼拝所が、数多く設けられ
ています。

クレイドル・マウンテン。画像著作権：タスマニア州政府観光局

オーストラリアには、典型的な家庭は
ありません。
ホームステイファミリーは一人暮らしの人、カップ
ル、退職者などがいます。ホームステイのホストに
は、子どもがいる場合もいない場合もあります。典型
的なオーストラリア家庭というものは存在しないこと
を理解しておくことが重要です。一番大切なことは、
私たちが選んだホームステイファミリーは、あなたの
安全と幸せを第一に考える人たちだと言うことです。

オーストラリアにおける多文化性
オーストラリアは非常に多文化な国であり、私たちの
ホームステイファミリーにこれが見て取れます。私た
ちのホームステイファミリーの全てが英語を話します
が、ホストによってはドイツ出身者と結婚した中国出
身者であるかもしれません。これは、オーストラリア
家庭の多様性の一つの例です。

働く女性
現在では、オーストラリア家庭のほとんどが共働きである
ことが一般的となっています。 
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家事の手伝い 
オーストラリア人が家事手伝いを雇用することはまれであ
り、ほとんどが自分で家事を行います。男性、女性、子ども
が料理、掃除、皿洗いなどの家事を分担して行います。あ
なたの滞在施設でもこれに従うことが大切です。滞在施
設で自炊を行った場合、使用したもの全てをきれいに洗う
ことが求められます。ホームステイでは、家族の一員とし
て扱われます。自分の部屋の整理整頓、食後のテーブル
の片付けなどのお手伝いをすることが期待されます。例え
ばホームステイホストがあなたに料理を出してくれたら、そ
の後片づけを申し出ることが礼儀正しいふるまいです。

水の使用とシャワー
水資源には限りがあるため、ほとんどのオーストラリア人
は水の使用量に気を配っています。シャワー時間を短めに
（通常5分間）することが大切です。ほとんどのオーストラ
リア人は朝シャワーを浴び、あなたに対しては毎日シャワ
ーを浴びることが求められます。シャワーに入ったらすぐ
に体と髪を洗い、ひげ剃りやムダ毛処理を優先させること
が重要です。 

トイレの利用
オーストラリアのトイレは、洋式です。和式トイレは、非常
にまれです。通常オーストラリアのトイレには、ビデはつい
ていません。ほとんどのトイレにはトイレットペーパーが備
えてあり、ふき取りに使います。使ったトイレットペーパー
はごみ箱に捨てず、トイレに流します。 

生理用品は全てごみ箱に捨てるようにし、トイレに流して
はいけません。 

オーストラリアでの生活になじむ

これは規則を書き連ねたものでは決してなく、あなたがオ
ーストラリアでの体験を楽しめるよう、文化的な視点から
役立てるように書かれたガイドです。 

平等性－オーストラリア人にとって	
重要な道徳価値
オーストラリア社会では、男女は対等です。タスマニア州
は非常に安全な場所と考えられています。あなたは人種、
性別、性的指向、宗教にかかわらず、尊重され、安全であ
り、またそうでなければなりません。もし脅威を感じること
があれば、誰かに話して報告することが大切です。留学
生アドバイザー、先生、ホームステイ、GETIチームなどに
話しましょう。緊急の場合は、000に電話して警察に話し
てください。

お金
オーストラリアは他の数多くの国々に存在する、はっきり
定義された社会階級は存在せず、主に中産階級社会とな
っています。オーストラリア人は財産、地位や身分、職業を
重視しません。このため、ほとんどのオーストラリア人は収
入や財産について話しません。例えば誰かに収入について
尋ねることは、無礼と考えられています。またあなたがど
れほどのお金を持っているかについて話をすることも失礼
だと考えられています。例えば旧正月にお年玉をもらい、
このお金について自慢げに言いふらしたり、同級生に見せ
たりすることは失礼なことです。 

食品 
口を閉じたまま食べ物を噛むことが、礼儀に適っていま
す。一般的にずるずると音を立てて食べることは、避けた
方がいいでしょう。食べ物（骨を含む）を、直接テーブルの
上に置かないようにしましょう。食事中であっても、唾を吐
くことは失礼にあたります。また公共の場で唾を吐くこと
は違法行為です。ほとんどの家庭とレストランではカトラリ
ー（ナイフ・フォーク・スプーン）が使用されますが、お箸も
広く使用され、非常に一般的な存在です。お箸の方が楽で
あれば、お箸をお願いしても構いません。 

喫煙
あなたが18歳未満の場合、オーストラリアでのたばこの購
入・喫煙は違法です。他の多くの国と比較して、オーストラ
リアではほとんど喫煙が見られないことに気づくことでしょ
う。これは厳しい法律と高価なたばこによるものです。あな
たが18歳以上の喫煙者であれば、賃貸住宅やその他滞在
施設で、室内での喫煙が認められることはほとんどありま
せん。喫煙するのであれば、あなたの滞在施設の屋外で、
喫煙してよい場所を確認することが重要です。野外で喫煙
する場合、近くにいる人に喫煙してよいかどうかを尋ねるこ
とがよいマナーです。 
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食事 

• ほとんどのオーストラリア人は一日三食と軽いスナック
を食べます:

• 朝食－朝はよくシリアル、トースト、ヨーグルト、ジュース
など、軽く冷たいものを食べます（右上の写真）。 

• モーニング・ティー－学校の時間割には、午前中（10時
～11時位）の休憩時間が含まれています。これは通常
ミューズリー・バーや果物など、軽いスナックを食べる時
間です。

• 昼食－12時～午後2時位の間に食べ、通常サンドイッチ
やサラダなど、軽く冷たいものを食べます。

• 夕食－一日の主要な食事は夜、通常は家族で食べます。
さまざまな選択肢がある現在、多様なオーストラリア人
はカレー、ヌードル、ブリトー、ピザなど、また伝統的な
肉料理と3種の野菜を食べます。

写真：モーニング・ティ―（ミューズリー・バーと果物）と昼食（サンドイッチ）の一例 

最後に！ 
GETIチームは旅慣れており、メンバーの多くが外国出身
者です。このガイドには、私たちが海外を旅した際に気づ
いた違いについて書かれています。学ぶべきことはたくさ
んあり、国によって数多くの違いがあることを私たちは理
解しています。何かについてよくわからないとき、私たちに
聞いてください。あなたのお役に立つことが、私たちの役
目です。 

留学することは大きなチャレンジですが、思いもよらない
ほどの満足感が得られる体験です。あなた自身や他人に
ついて多くを学ぶでしょう。私たちからの最高のアドバイ
スは、質問をすること、そしてあなたの学習の旅を通じて
楽しむことができるよう、ユーモアのセンスを忘れないよ
うにすることです。 私たちはあなたの幸運を願い、タスマ
ニア州にお迎えできることを楽しみにしています。 

一般的なマナー－すべきこと、	
すべきでないこと 
すべきこと
• 質問や心配事があれば、例えばホームステイでなら、ま

ず最初にその人に礼儀正しく話すことが最良です。
• 何かを購入する、または質問する際は、列に並んで順番

を待ちましょう。
• 何かをもらった時、料理を作ってもらった時、助けようと

してくれた時など、「Thank you」と言いましょう。
• あなたから話しかけられると思っていない人に話しかけ

る際は、「Excuse me」と言って話すのが礼儀に適って
います。

• 時間を守りましょう – 一般的にオーストラリア人は寛大
ですが、時間を守ることが求められます。授業には最低
5分前に到着するのが最適でしょう。

すべきでないこと 
次のことはマナーに反すると考えられています： 
• 公共の場で唾を吐くこと
• テーブルの上、調理する場所、また食事を提供する場所

に足を置くこと
• テーブルや公共の場で、手足の爪を切ること
• ドアをノックし、「Excuse me」と言うことなく、他人の寝

室や部屋に入ること。例えば事前に言わず、また事前許
可を得ずにハウスメイトの部屋に入ることは、マナーに
反することです。

• 室内で喫煙すること。
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