
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１7 

グローバルビレッジハワイ 

ヤングラーナーズオブイングリッシュプログラム 
 

 

ハンドブック 簡易版 
 

 
 
このハンドブックはハワイ到着後に配られる英語版を簡単にしたもので、ご出発前に役立つ情報を
日本語に直し、抜粋してあります。 
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ヤングラーナーズオブイングリッシュ（YLE）参加の生徒様へ 

 

グローバルビレッジハワイのヤングラーナーズオブイングリッシュプログラム

（YLE）へようこそ！  

GVハワイ校では、わくわくするような英語のレッスンと楽しいアクティビティをた

くさん計画しています。他の国の友達を作ったり、英語を上達させたり、ハワイの名所

に行ってみたりと、皆さんにとって、一生の思い出となる夏を過ごすでしょう。 

このハンドブックには、皆さんがハワイに滞在する間、安全で楽しい時を過ごせるよ

う、有意義な情報がたくさん詰まっています。このハンドブックにないことを質問した

いときや、助けが必要なときは、どのスタッフでも声をかけていただければ、喜んでお

手伝いします。 

ぜひ、ハワイでの時間を存分に楽しんでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グローバルビレッジ ハワイ 

校長 アダム・リス 
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GVハワイスタッフ紹介  

 
もし、何かわからないことや問題に直面したら、学校のスタッフに知らせてく

ださい。私たちは、あなたがハワイでの素晴らしい学びと文化交流という経験がで

きるよう心から願っています。  

 

 

校長： Adam Liss  

重要な問題や心配ごとがあったら校長のアダム先生にご相談

ください。 

 

 

 

 

 

ディレクターオブスタディ：Jessica Pesterfield 

クラスやレベル、プログラムについての質問や心配ごとがあ

ったらジェシカ先生にご相談ください。 

 

 

 

 

 

アコモデーションコーディネータ：Salvador Cabusi  

ホームステイやアパート、学生寮などのことで問題があった

らサルバドルさんにご相談ください。サルバドルさんは英語

の他、日本語とタガログ語も話します。 

  

 

 

 

アクティビティコーディネータ：Jared Lawrence 

ジャレッドさんは様々な楽しい、興味深いアクティビティを

企画します。ジャレッドさんはYLEのアクティビティとスケ

ジュールも担当します。 

 

 

 
評価＆ビジネスデベロップメントマネジャー：Dre Childs 

ドレさんは、あなたのYLE試験を担当します。ケンブリッ

ジ試験の証書やテストについてご質問がありましたら、ドレ

さんにご相談ください。 
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YLE プログラムの詳細 

 
レッスン概要 

YLEプログラムにようこそ！このプログラムでは、あなたの英語スキルを上達させるのに役立つ

ような、ふだんから慣れ親しんだ、興味深いトピックを扱います。授業で使われるテキストブッ

クは、ケンブリッジYLEのスターターズ、ムーバーズ、フライヤーズで、楽しいインタラクティ

ブな課題や、歌、ゲームやパズルなどを行います。 

YLEの授業は、英語でのリーディング、リスニング、ライティング、スピーキングを自然にでき

るように焦点を当てています。 

ボキャブラリを増やし、ほんとうの日常英語を話す練習をします。毎週の終わりには、あなたの

英語力がどれだけ伸びたかを実感できるでしょう！ 

 

ケンブリッジYLE試験 

このテストは、どの国の受験者にとっても、ストレスが低く、楽しく、フェアであるように作ら

れていますので、安心してください。これは、あなたの進歩を記録する「シールド」をゲットで

きるチャンスです。国際的に認定された基準によって、あなたの英語がど

れだけ上達したかを確認できます。 

 

テストされるスキル 

スピーキング（4または5パーツ）、リスニング（5パーツ）、リーディ

ング＆ライティング（6または7パーツ）です。 

 

アクティビティ（オプション） 

サンプルアクティビティカレンダーをご覧ください。アクティビティは、

ランチのあとに始まります。 

 

卒業＆成績証明書 

試験を受けた生徒には、ケンブリッジ英語検定のサーティフィケート（成績証明書）が授与され

ます。合格、不合格はありません。サーティフィケートには、それぞれの英語スキル（リーディ

ング、ライティング、リスニング、スピーキング）に対して、いくつのシールドをあなたが集め

ることができたかが記されます。最高のスコアは、各スキルにつき、シールド5つです。これによ

って、英語上達の道筋が見えることでしょう。 

 

  
 

※ケンブリッジイングリッシュヤングラーナーズのアプリをダウンロードして、

お家で勉強することができます！お家でも楽しくボキャブラリを練習しよう。 

http://www.cambridgeenglish.org/learning-english/games-social 
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YLE アクティビティの詳細 
 

アクティビティ 詳細 

アイエアボウル（ボーリング） ボーリングに行きます。誰が一番高いスコアを取るか楽しみ
ですね。靴下と、スナック購入・ゲームセンターのためのお
金をお持ち下さい。 

アート＆クラフト GVで、フラワーレイやトーテムポール、もっとたくさんのハ
ワイをテーマにしたアートやクラフトを作ろう！ 

アートエキスポリウム （アート 

スタジオ） 

アートエキスポリウムを訪れて、いろいろなアート作品に挑
戦しましょう！ 

ビーチデイ オアフ島の数多くあるビーチのいずれかで、太陽の下で楽し
い一日を過ごします。ビーチの場所はその日のスケジュール
や天候により決まります。水着、タオル、日焼け止め、水を
忘れずにお持ちください。 
 

ビショップミュージアム ハワイ州で一番大きな博物館であり、太平洋地域における自
然・文化史の施設です。 
おみやげ購入のためのお金をお持ちください。 
 

クレイカフェ あなたのクリエイティブさを発揮して、自分だけの陶器の絵
付けを楽しもう。 

ダウンタウンツアー 歴史あるホノルルダウンタウンのツアーです。ミュージア
ム、イオラニパレス、カメハメハ大王の像など、さらに多く
の場所を訪れます。水、日焼け止めをお持ちください。 

ダイヤモンドヘッド ダイアヤンドヘッドでの1.5キロのハイキングです。頂上から
はホノルルの絶景が楽しめます。丈夫で履きやすい靴、帽
子、水、日焼け止めを忘れずにお持ちください。 

フォートデラシーミュージアム＆ 

パーク 

軍事博物館とその周辺のビーチパークを訪ねます。水着、タ
オル、水、日焼け止めをお持ちください。 

ホノルル美術館 世界の美術作品を鑑賞します。 
 

フラレッスン 男子、女子それぞれの基本の動きを楽しく覚え、ハワイの文
化を学びましょう！レッスンは屋外で行われる場合がありま
す。 

 

アイスパレス（アイススケート） ハワイでもアイススケートを楽しめます。文字通り、ハワイ
の最もクールな場所です。靴下、スナック購入やゲームのた
めのお金をお持ち下さい。 
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ジャングルファン（ゲームセン 

ター） 

屋内のエンターテイメントスポットで楽しく過ごしましょ
う。ゲームやお土産用のお金をお持ちください。 

リビングアートマリンセンター 実際に手で触れ、インタラクティブに海の生物について学べ
るユニークな体験型センターでは、2万ガロンの海水の水槽
や、世界中の熱帯海洋にいる美しい生物、ディスカバリーゾ
ーンにいる動物に触れたりといつも何か新しいことが待って
います。 
 

ライオンアーボリータム  

（植物園） 

マノアのライオンアーボリータムには、5000以上の熱帯植
物、美しい庭、美しい散策道があります。歩きやすい靴、虫
除け、水、日焼け止めをお持ちください。 

ミニゴルフ・レーザータグ・ 

ゲームセンター 

ティキファミリーファンセンターで遊びましょう。ミニゴル
フとレーザータグのお金は含まれています。ゲームセンター
のお金のみご用意ください。 

映画館 最新のハリウッド映画を観に行きましょう。カーディガン・
ジャケットなどの羽織もの、スナック購入のためのお金を忘
れずにお持ちください。 
 

近隣のツアー 

 

ハワイ校初日は、近隣をご案内します。学校にいちばん近い
バスターミナルや、バスパスを買える場所、郵便局での切手
の買い方や小包の送り方などをご案内します。 

ポリスステーション（警察署） ホノルル警察署を訪れて、警察官の仕事について学びます。 

スカベンジャーハント ほかのチームよりも先に、リストに指定されているすべての
ものを見つけるゲームです。水とカメラをお持ちください。 

スポーツデー 近くのビーチパークで、キックボール、バレーボール、サッ
カー、フリスビー等の楽しいスポーツをしましょう。日焼け
止め、靴、水を忘れずにお持ちください。 
 

ワイキキ水族館 ハワイの近海に生息する生物やその生態について学びましょ
う。日焼け止め、水を忘れずにお持ちください。 

動物園 猿、ライオン、キリン、カメなど、ほかにもたくさんのホノ
ルル動物園ですばらしい動物たちと触れ合おう！ 

日焼け止め、水とお土産購入用のお金をお持ちください。 

アクティビティは、施設の利用状況や天候等の理由により、予告なく変更する場合がございます。
ご了承ください。 
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カルチャーショックについて 
 

もし、あなたがカルチャーショックを受けていると感じたら、それは当たり前のことだと認識

してください。ほかの人も同様に感じているでしょう。話を聞いてほしいと思ったら、スタッ

フに声をかけてください。もし、それよりももっと深刻に助けを必要としていると思ったら、

誰かに教えてください。あなたの気持ちを早い段階で誰かに伝えることは、少しでも早くハワ

イやグローバルビレッジでの生活に慣れることにつながります。 

 
カルチャーショックを乗り越えるためにできること 

・ アクティビティに参加し、新しい友達をつくる 

・ ハワイの良い点を忘れない 

・ GVスタッフに相談 — いつでも相談できます 

・ 新しい文化や生活に慣れるまでの間は時間がかかるものと認識する 

・ 定期的な運動をする。運動によって、ストレスや寂しさは和らぎます 

・ 日本の家族や友達と連絡をとりあう 

・ 悲しい気持ちになったり、ホームシックになっても良い 

・ ネガティブなことよりも、ポジティブなことに集中する 

 
 

 

安全に過ごすために 
 
ハワイで安全かつ楽しく過ごすために、以下のことを守ってください。 

 
1. 決して夜の一人歩きはしないで下さい。常に、友達かホストファミリーと一緒に行動し

て下さい。 

2. 知らない人に話しかけないでください。 

3. 車が脇に寄せてきても、知らない人だったら絶対に近づかないでください。もちろん、

絶対に乗らないでください。相手があなたのことやあなたのホストファミリーを知って

いると言っても、知らない人の車に乗ることは大変に危険です。 

4. もし、誰かに後をつけられていると思ったら、家に帰らないでください。公共の場所に

行って、ホストファミリー、GVの緊急電話番号、アクティビティコーディネータ、警

察（911）などへすぐに緊急電話をかけてください。 

5. 45ドル以上のお金を持ち歩かないようにしてください。 しかし、タクシーに乗らな

ければならない場合を考慮し、ある程度は持っておきましょう。パスポートは持

ち歩かないでください。 

6. 自分の荷物は常に自分の手元から離さないでください。荷物を下ろしたり、ビーチにお

いておいたりすると、盗まれることもあります。 

7. 誰にも両替やATMの使い方を聞かないでください。手伝いが必要なときは、GVのスタ

ッフがお手伝いします。 

8. 知らない人には、電話番号やどこに住んでいるかを教えないでください。 

9. 一人で誰かの家に行かないでください。ホストファミリーにはいつもあなたがどこにい

るか知らせ、ほかのホームステイにいる友達の家に遊びに行くときは、ホストから許可
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を得てください。あなたのホストファミリーが知らない人のところへは、行かないでく

ださい。 

10. もし、何らかのトラブルが起きたら自分で解決しようとせず、誰かを呼んでください。

GVもあなたを助けます。 

11. 一人でビーチには行かないでください。必ずもう一人か二人の友達と行くようにし、荷

物の盗難には十分に気をつけてください。また、ライフガードのいるビーチに行くよう

にしてください。安全に見えても、海の水は非常に危険になり得ます。 

 

 

学校でのルール 
 

1. 学校では、常に英語での会話のみが許されています。アクティビティでも、英語だけで

す。壁に掲載されているイングリッシュ・オンリーの規則を見てください。 

2. 学校には時間通りに登校してください。授業は、朝8：1０から始まります。 

3. コンピュータの近くでの飲食は禁止です。 

4. 飲み物を教室に持ち込むことは可能ですが、授業中は食べ物を絶対に食べないでくださ

い。食べて良いのは、休憩時間のみです。 

5. 学校では、走ったり、ジャンプしたり、叫んだり、ふざけたりしてはいけません。ほか

で勉強している人を尊重してください。 

6. 休憩時間は、クラスにより異なります。休憩時間中に大きな声で話をすることは、ほか

のクラスの妨げなり得ますので、気をつけてください。 

7. 先生とクラスメートには、常に礼儀正しく、敬意を払ってください。からかったり、失

礼な態度を取ったりしないでください。どのような形でのいじめや差別（人種、宗教、

性的指向、性別）、虐待は容認されません。また、退学にもつな

がります。 

8. 授業を妨害したり、授業中に眠ったりしないでください。先生の

話を聞き、課題に取り組んで英語を学ぶことを楽しんでください。 

9. 何か困ったことがあったら、相談してください。何も言わないで

いると、私たちもあなたを助けることができません。 

10. 休憩の後は、速やかに教室へ戻ってください。 

11. 授業中にトイレなどのために退席しなければならない場合は、手を挙げて許可を得てく

ださい。 

12. 体調が悪い場合や、事前に参加しない許可を先生とアクティビティコーディネータから

得ている場合を除き、すべての授業とアクティビティに出てください。欠席した場合は、

保護者に連絡を取ります。 

13. アクティビティ参加中は、クラスメートと先生と一緒にいてください。絶対に一人でど

こかに行かないでください。 

14. 博物館や公共の場所では、ほかの人の迷惑にならないよう、走ったり、飛び跳ねたり、

叫んだり、ふざけたりしないでください。 
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ホームステイ先でのルール 
 

1. 帰宅時間（毎晩夜7時まで）を守ってください。（ホストファミリーや保護者と一緒の

場合は除きます）バスに乗り遅れたり、夜7時より帰宅が遅くなりそうな場合は、必ず

ホストファミリーに電話で連絡をしてください。 

2. ホストファミリーの電話を使いたいときは、必ず許可を得てからにしてください。 

3. ホストファミリーの電話で、長距離電話をしないでください。長距離電話をかける際は、

コーリングカードを使ってください。 

4. ほとんどのホームステイ宅では、夜10時以降は静かに過ごす時間です。大きな音の音楽

やテレビ、話し声等は控えてください。 

5. ホストファミリー宅のルールにはすべて従ってください。 

6. ホストファミリー宅のテレビでペイパービューの映画等は視聴できません。 

7. ホストファミリーの許可なしに、あなたのホームステイ先に友達を呼んではいけません。 

8. ホストファミリーの家ではあなたはゲストです。ファミリーやその家に敬意を払ってく

ださい。 

9. ホストファミリーの家では、走ったり、飛び跳ねたり、ふざけたりしないでください。 

10. もし、ホストファミリーの家のものを壊してしまった場合は、弁償する必要があります。 

11. ホストファミリーにはいつもあなたの居場所を教えてください。週末に友達と出かける

場合は、どこに、誰と行き、いつ帰ってくるのか知らせてください。途中で計画が変わ

った場合も、ホストに電話し、必ず知らせてください。 

12. 朝は、ホストファミリーは一度しか起こしません。自分で時間の管理を

心がけてください。 

 

13. トイレの使用スケジュールに気をつけてください。ホームステイ先によ

っては、バスルームがひとつで、朝、たくさんの人が出かける準備をするファミリーも

あります。 

14. もし、何か問題があったら、ホストファミリーに伝えてください。皆、あなたにハワイ

で楽しい時を過ごしてほしいと願っています。困ったことがあったら、誰かに知らせて

ください。私たちがお手伝いします。 

15. アメリカでは、通常、こどもたちは片付けをします。あなたの部屋とバスルームはきれ

いにしてください。夕食前と後には、テーブルセッティングや片付けも頼まれるかもし

れません。 

 

 

教室とコンピュータ使用のルール 

 
1. コンピュータの横には食べ物や飲み物を置かないで下さい。 
2. コンピュータの設定を変えないで下さい。 
3. 他の人が待っている時で私用にコンピュータを使うときは5分以内に収めて下さい。 

4. 先生のみがコピーを行えます。コピーはクラスに関連するものに限ります。 
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5. 使用後はきれいに片付けてください。食べ物や飲み物、紙、本、ペンなどをテーブルに老い

ていかないで下さい。先生が授業中以外の時に、どこに教材をおいてよいか指示します。 

 

 

ハワイの法律 
 

� 米国で飲酒できる年齢は21歳からです。プログラム参加者は、アルコールが含まれる飲み

物は、いっさい買ったり、持ち歩いたりしないでください。 

� 18歳未満の喫煙は、違法です。 

� 非合法ドラッグの使用は、退学はもちろんのこと、収監もしくは即刻、国外追放という結果

を招きます。 

� 万引きは、米国では重大な犯罪です。退学はもちろんのこと、収監もしくは、即刻の国外追

放という結果を招きます。 

� ハワイでは、車に乗る際は前・後ろの座席にかかわらず、全員がシートベルトを着用しなけ

ればなりません。ハワイの法律では、4歳未満のこどもは、チャイルドセーフティシートに

座らなければなりません。4歳から7歳までは、チャイルドセーフティシートか、ブースタ

ーシートに座らなければなりません。 

� ゴミはゴミ箱に捨ててください。道路にゴミの投げ捨てをしないでください。 

� 道路を渡るときは、「進め」の信号の時に横断歩道を渡ってください。 

 

ハワイ滞在期間中は、米国およびハワイ州の法律を守ってください。法律を犯すことは、予定よ

りも早く帰国をしなければならなくなることを意味します。 

上記の法律や学校のルールが守られなかった場合、法律がもたらす結果のほか、違反事項の重度

により、以下のどれかの処分を受けます。 

・ レベル1：生徒は口頭で、次回は保護者に連絡を取る旨の正式な警告を受けます。 

・ レベル2：生徒は学校から厳しい指導を受け、エージェントおよび保護者もしくは

その両方に、電話もしくはメールで知らせます。 

・ レベル3：生徒は、以降のアクティビティ参加の禁止、あるいは、これのみに限ら

ず、それ以降の学校のすべての活動への参加を禁止されます。 
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緊急時について 

1. 必ず、誰かを呼んでください。 
何が起こったのかを必ず誰かに知らせてください。 

例：学校、先生、ホストファミリー、保護者、引率者等 

 

2. 学校または、滞在先へ戻る。 

学校または滞在先までのバスルートを覚えてください。 

 

3. ９１１（警察、火事、救急車）へ電話する 

 

 

英語版ハンドブックの最終ページには、ご自身にてご記入いただく海外旅行傷害保険の証券番号や

ホームステイへのバスの番号欄のほか、学校への緊急時の連絡先番号リストやクラススケジュール

が記載されています。詳細は、英語版ハンドブックをご参照下さい。 


