留学までの流れ

「学校はどうやって決めたらいいの？」
「手続きはどうしたらいいの？」
留学するまでの準備はBHIが丁寧にお手伝いします。

学校探し
渡航12ヶ月～
3ヶ月前
メール、スカイプ、ラインなどで
カウンセリングできます。

学校申込み

入学申請

渡航6ヶ月～3ヶ月前

DS-160入力
Why are you go
ing
to the US?

ビザ面接
渡航6ヶ月～2ヶ月前

出発
学校開始日３０日前～

アメリカ入国

携帯電話購入

銀行口座を開く

MaY I help yo

u?
＊特に長期留学の方に必要です。

ホームステイ先へ！

「さあ、アメリカへ出発！」

留学をする上で知っておいた方がよい、基本的な
生活情報についてご紹介します。

南カリフォルニア留学の基本情報
■ 気候
年間を通して快適な気候が魅力的な南カリフォルニアは「常夏」のイメージが強いですが、実は朝夕の寒暖の差が
激しい気候が特徴でもあります。 特に、冬（11月～３月ごろ）
は冷え込んできます。 冬でも日中は日差しが
暖かい日が多いですが、陽が落ちると急に冷え込むので、温度調節のしやすい服装が好ましいでしょう。
冬はジャケットやコートなどが必要です。

■ 車社会のカリフォルニア
ロサンゼルスやサンディエゴなどの街は基本的に車で移動することが前提。 公共交通機関としてバスや電車は
ありますが、
自分で車を運転したら５～10分の所でも、バスで移動すると30分以上かかってしまうことが多々
あります。また、徒歩で行ける距離に思えても「思っていたより遠い」
ということもよくあります。
安全面も考慮し、安易に１人で徒歩で移動するのは避けましょう。

「 じゃあ、
どうしたらいいの？ 」

短期留学には、バスや電車で移動がしやすい都市部の学校をお勧めします。
長期留学の場合は、
カリフォルニア州の免許を取得することがお勧めです。
（＊国際免許での運転について：ビザを所得している場合は最初の２週間ほどは運転可能ですが、
その後は州の
免許が必要になります。）

「 でも、やっぱり車の購入は大変そう… 」

日本よりは比較的安く、免許の取得や車の購入が可能です。
カリフォルニア州の免許の手続き費用はおよそ33ドルです。
（2014年10月現在）
留学生が多いロサンゼルスやサンディエゴでは個人売買が多いので、車も購入しやすく、
帰国時も中古車（特に日本車）
であれば購入時金額と同じくらいの値段で売れる場合もあります。
日本の感覚だと
「海外で運転するのは危険」
と思いがちですが、
アメリカの感覚だと徒歩で移動する方が格段に
危険です。 長期留学の場合は、車の有無が留学生活の効率度や充実度に大きく関わってきます。
行動範囲が広がり、友達も出来やすくなります。 弊社では購入についてのアドバイスも行っていますので、
ご相談ください。

南カリフォルニア留学の基本情報
■ 公共の交通機関
公共交通機関としては、バス、地下鉄、路面電車などがあります。
デイリーパスやマンスリーパスは、通学に使うのにお勧めです。

[バス]
バス会社によって金額や利用方法は若干異なります。 広範囲で運行しているロサンゼルスのMetroを例にとると、
基本料金は1ドル75セント。 事前にパスを購入しておくか、
おつりが出ないよう小銭を用意して乗車時に
支払います。日本のバスの様な停留所のアナウンスはありません。 降りたい停留所から１ブロックほど手前で
黄色いコードを引っぱりブザーを鳴らして知らせます。 慣れるまでは運転手さんに降りたい場所を伝えておくと
良いでしょう。

[地下鉄／路面電車]
地下鉄／路面電車 はロサンゼルスを中心に６ラインが走っています。 基本料金は1ドル75セント。
切符を買うか、パスを購入します。日本のように乗車前に切符を確認するシステムはなく、駅によっては無人駅かと
思える場所もあり、切符を買っている人がいないように見えるところもありますが、
ランダムに警察官が切符の
確認のために乗車してきます。この時切符がないと違反による罰金を支払うことになるので、
切符はきちんと買いましょう。

■ お金を持っていく方法
留学で必要なお金を持っていくには、以下の様な方法があります。 １つの方法に絞らず、複数の方法を
利用することをお勧めします。また、
いずれの場合もいくらか現金は持参しましょう。
１、
クレジットカード
ホテルに泊まる時や車を借りる時など必要になるので、１枚は持っておきましょう。
２、国際キャッシュカード（海外のATMで日本の銀行口座からお金を引き出す事が出来る便利なカード。
Citibank、新生銀行、楽天銀行などで取り扱っています。 手数料は銀行によって異なります。）
３、長期留学で学生ビザを取得し渡航する場合は、
トラベラーズチェックに変えて持ってゆき、
アメリカの銀行口座に入れるという方法をお勧めします。トラベラーズチェックは購入後すぐにサインを
しておきましょう。 ＊口座開設には学生ビザが必要です。

■ 健康保険
留学するためには、必ず海外旅行保険またはアメリカの健康保険に加入する必要があります。
海外旅行保険は現地での日本語でのサポートを受けることが出来る上、
カバー内容が良いので、学校指定の
健康保険に入る必要がない場合は、海外旅行保険への加入をお勧めしています。
アメリカは病院の治療費が大変高額です。 特にアメリカの保険では、歯科／眼科は保険対象外になるので、
渡航前に治療を済ませておきましょう。

南カリフォルニア留学の基本情報
■ 携帯電話
ホームステイでの滞在、長期留学をされる方にはアメリカの携帯電話の購入をお勧めしています。
プリペイド携帯で、安いものでしたら本体が20ドル、
月々の通話料金30ドルくらいから購入可能です。
弊社では空港から送迎する際に、携帯電話購入のサポートを無料で行っていますので是非ご利用ください。

■ 語学学校に通うにあたり
南カリフォルニアは留学先として人気なので、
どの語学学校にも日本人留学生が在籍しています。お互いに
助け合える良い環境である反面、
日本人同士で固まりやすい環境とも言えます。 積極的に他国からの留学生にも
話しかけ、
アメリカ人の友達もつくるように心がけましょう。 学校の放課後／週末アクティビティや、
学校外で行っているランゲージ・エクスチェンジに参加するなどして、英語を話す機会を増やしましょう。

■ アメリカ基本生活マメ知識
< ランドリー >
アパートや寮に住む場合、洗濯はコインランドリーです。アパート内についているところがほとんどですが、
洗濯機に$1.25〜$1.50前後、乾燥機に$0.75〜$1.50前後かかります。
使えるのは￠25コインのみなので、
日ごろから貯めておくか、銀行で両替してもらいましょう。

< スーパー>
ロサンゼルスではスーパーやコンビニに行く時はエコバックを持参しましょう。 2014年より規制がかかり、
スーパーの袋には¢’
10前後支払わなくてはなりません。また、
スーパーによっては、
「paper or plastic?」
と聞かれます。これは「紙袋かプラスティックの袋（ビニール袋）
どちらにしますか？」
という意味です

< クレジットカードの使用>
渡航前に海外で使用する旨をクレジットカード会社に連絡しておきましょう。海外で一定額以上の使用があった場合、
カード会社によっては盗難防止のために確認がとれるまで引き落としがされない場合があります。
緊急時でのトラブルを避けるためにも、渡航前に一度確認しておきましょう。

< 知っておくといい生活用品単語 >
洗濯洗剤「Detergent」
皿荒い洗剤「dish soup」
スーパーの袋 「Plastic bag」
「paper bag」

安全で充実した留学生活をおくるために
■アメリカは危険なところ？
アメリカと日本では、単純に「当たり前」が異なります。
日本では常識の範囲だと思われる行動が、
アメリカにおいては事件や事故につながってしまう場合が多々あります。
「アメリカにおける常識の範囲」を認識して行動すれば、危険は回避できます。
日本での「当たり前」をそのまま アメリカでやってしまわないように気をつけましょう。

例えば…

深夜に１人で出歩いたり、
「ちょっとそこまで」の感覚で深夜のコンビニに行ったりするのはやめましょう。
女性の方は特に服装に気をつけましょう。ヒールの高い靴や肌の露出の高いワンピース、
ショーツとキャミソールなどで１人でバスや電車に乗ったり、暗くなってから出歩くことはやめましょう。
バスや電車を利用する時は、人が少ないホームで待ったり、人が少ない車両に乗らないように気をつけましょう。
特に都市部での留学では、弊社のオリエンテーションや学校などで危険な地域について情報を得て、
その地域には近づかないようにしましょう。 一見、安全そうに見える地域でも、夜は人通りが少なく
危険な地域もあります。 少しでも身の危険を感じたら、
その地域には入らないようにしましょう。
ホームステイ滞在の場合、帰りが遅くなりバスに乗れたなかったり、夜に電車に乗るのが怖い時などは、遠慮せず
ホストファミリーに電話をして迎えに来てもらいましょう。日本人留学生はつい遠慮をしてしまいがちですが、
カリフォルニアでは困ったときに助け合うのは当たり前です。 家族として受け入れてもらっているのですから、
遠慮せず、
きちんとお願いしましょう。
貴重品の管理は自己責任です。カギ付きのスーツケースなどに入れて、
きちんと保管しましょう。
自分の部屋であっても、大事なものをベッドや机の上に出しっ放しにしたり、車の中に見える形で置きっぱなしに
しないようにしましょう。

安全で充実した留学生活をおくるために
■ ホームステイ先でのこころ得
ホームステイ滞在はホテルでの滞在ではありません。
その家族の一員として迎えてもらい生活を共にします。
食後の後片付けやお部屋の掃除など、
自分が出来るお手伝いはすすんでしましょう。
お家にお友達をつれて来たりお泊まりをしたいなどの場合は、
お家の人に確認しましょう。
学校で友達が出来ると放課後や休日も楽しく過ごせるようになりますが、
それと同時に、家族と過ごす時間も大切に
しましょう。 困ったことや悩みごとがあれば遠慮せずに家族の人に相談しましょう。日ごろから一緒に過ごして
コミュニケーションをとることで、家族との仲も深まり、留学生活がより充実したものになります。

■ 学生寮／アパート／ハウスシェアのこころ得
学生寮ではルールを守り、
自分勝手な行動は控えましょう。アパートやハウスシェアは、弊社で紹介できる場合もあり
ますが、基本的にご自身で探していただくことになります。アメリカ人の友達が出来て、英語に触れる機会が増えるの
は最大の利点ですが、文化・習慣の異なる人達と住むことをしっかり念頭においてルームメイトを探しましょう。
特に留学初期においては、生活習慣の違いからトラブルになるケースも多々ありますので、
アメリカの生活に
慣れるまでは、
ホームステイか学生寮をお勧めしています。

■ 知っておいて損無し！
< レストランでのマナー >
レストランでは、
オーダーする時やサーバー
（ウェイター）
を呼びたい時「エクスキューズミー！」
「ウェイター！」
とは
呼びません。オーダーするものが決まったら、
メニューを閉じてサーバーがきてくれるのを待ちましょう。
サーバーを呼びたいときは、合図を送る程度に軽く手をあげて伝えるのがマナーです。
レストランでのチップはサービスの善し悪しで決めるものですが、基本的には最低でも15％、
サービスが良ければ
20％以上おくのがマナーです。

< ドアの開け閉めマナー >
アメリカの建物のドアは日本に比べると少し重く、
お年寄りや女性が開けるにはちょっと大変なドアも多いです。
ドアを開けたら、後ろに誰かいないか、
ちょっと意識してみましょう。もし後ろに誰かいたら、
ドアをとめて通して
あげましょう。お年寄りやハンディキャップのある人がドアを開けようとしている場面に遭遇したら手を貸して
あげましょう。 反対にドアを開けてもらった時は笑顔で「Thank you!」を忘れずに。

< お酒 >
カリフォルニアではお酒の取り扱いが厳しく、
お店やバーで購入出来るのは午前2時までです。 21歳以下は
飲酒禁止で、必ずIDの提示が求められます。 IDは、
カリフォルニア州免許証、
カリフォルニア州ID、パスポート、
ユネスコ承認国際学生証（ISICカード）
などがあります。 基本的に野外での飲酒は違法です。
ほとんどのビーチ や公園でお酒を飲む事は禁止されています。また、
お酒の瓶や缶は紙袋など透けていない袋
の中に入っていないといけません。

< 花火 >
花火は基本的に違法です。 7月4日独立記念日の前後数日のみ購入、使用が許可されています。

英語マメ知識
■ 基本のあいさつフレーズ
「こんにちは」編

友達や親しい人に対して使えるフレーズ。会話を始めるきっかけにもなります。

「元気？」
「調子どう？」
「最近どう？」など
How are you?

How’
s everything?

How are you doing?

What’
s new?

How’
s it going?

What’
s up?

これらの問いは、決まり文句です。よほど何か問題がなければ、決まった受け答えを返します。
使用例：「元気？」「元気だよ！」
Q:「How are you?」

A:「 Good!」

Q:「How are you?」

A:「Fine!」

Q:「How are you?」

A:「Great!」

Q:「How are you?」

A:「Pretty (= quite) good!」

使用例：「最近どう？」「順調だよ！」
Q:「How’
s everything?」 A:「 Everything is good.」

使用例：「何かあった？」「特にないよ」
Q:「What’
s up?」

A:「 Same as usual.」

Q:「What’
s up?」

A:「 Nothing much.」

Q:「What’
s up?」

A:「 Nothing new.」

※目上の人、初対面の人、
フォーマルな場面では。
「How are you?」
「How are you doing?」などはフォーマルな場面でも使えます。
「What’
s up」や「What’
s new?」などの使用は避けましょう。
返答には「Good!」
「Fine」
「Great!」など一言ではなく、
「I’
m fine.」
「I am good.」など、一文をきちんと言うように
しましょう。さらに「Thank you.」や「Thank you for asking.」などをつけるとより丁寧度が増します。

英語マメ知識
■ 基本のあいさつフレーズ
「さよなら」編
「またね」
「また会いましょう」など
「See you later.」

「Nice meeting you.」

「See you around.」

「Nice talking to you.」

「See you soon.」

※目上の人、初対面の人、
フォーマルな場面では。
「こんにちは」での丁寧な表現同様、
「It was very nice meeting you.」
「It was nice talking to you.」など、
一文をきちんと言うようにしましょう。

■ レストラン、
ファーストフード店などで 使えるフレーズ

「店内で食べますか？それとも持ち帰りですか？」
「For here or to go?」
※「持ち帰る」は「Take out」でも通じますが一般的に「to go」
といいます。

「注文をしたいのですが」
「May I order?」

「Hi, we are ready to order.」

「お会計お願いします。」
「Check, please?」
「Can I have the check?」
「Could you bring me the check?」

英語マメ知識
■ 英語のあれこれ 「英語には丁寧語はないの？」
「英語には丁寧な言い回しがない」
と思いがちですが、目上の人、初対面の人、仕事の取引先の人などには日本語同
様、丁寧な言い回しを心がけましょう。 基本的にフレーズが長くなるほど丁寧な言い回しになります。

例えば…

「車を借りたいのですが」

「I want to rent a car.」
よりも

「I would like to rent a car.」
の方が丁寧な言い回しです。
「Smithさんと話しがしたいのですが」

「Can I talk to Mr. Smith?」
よりも

「I was wondering if I could speak with Mr. Smith?」
の方が丁寧な言い回しです。
「その日は予定が入ってるいるんですよ」

「I am not available that day.」
よりも

「I am afraid that I am not available that day.」
の方が丁寧な言い回しです。

※ ネイティブの人が使っているフレーズに注目!
英語に触れていくと徐々に色々な言い回しを耳にするようになりますが、最初からすべてを覚えて使用するのは難しい
です。無理をせず、丁寧に頼みたいときは、語尾に「Please?」をつけるところから始めて、徐々に「want to」の
かわりに「would like to」、
「Can I〜」のかわりに「May I〜」を使ってみましょう。また、長く言えばそれでいい、
というわけでもないので、
ネイティブの人が使っているフレーズに注目して、徐々に感覚に慣れていくことが大切です。

