The Canada Homestay Network
到着時の安全に関する手順

新型ｗウィルス（COVID-19）パンデミックによる渡航制限および隔離要請に伴い、CHN ではホームステ
イ生徒の到着時の自主的隔離に関してあらゆる選択肢を検討してきました。下記の手順は、ホームス
テイ生徒とホストファミリーの双方が安全かつ円滑に隔離期間を過ごせるために、CHN が定めた要求
および必須条件をまとめたものになります。
CHN にとって、生徒の皆さんとホストファミリーの健康と安全は最優先です。また、当社はカナダ政府な
らびに州・自治体の保健当局の規制・推奨事項に従うことが義務付けられています。
現在、すべての留学生はカナダに到着する前に以下を完了する必要があります：
•
カナダに到着した旅行者に 14 日間の検疫を必要とする、COVID-19 に関する現在のカナダ政
府の旅行制限（https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novelcoronavirus-infection/latest-travel-health-advice.html#f ）を満たす自己的隔離計画
•
カナダ政府による ArriveCAN 申請書（オンラインで入手可能）
•
アルバータ州については、異なる自己的隔離計画（オンラインで入手可能）
これらの要件が満たされない場合、生徒の CHN 参加協定（「PA」）およびカナダのさまざまな政府当局
の規制と推奨事項への違反となり、生徒はカナダ連邦政府、その他のカナダの州および地方の保健当
局によって禁止された追加罰則の対象となります。 （検疫法で禁じられている刑罰を含みますが、これ
に限定されません。この中には、最高 6 か月の刑務所拘留および/または 750,000 ドルの罰金が含ま
れます）。
CHN は、カナダ公立学校協会－インターナショナル（CAPS-I）およびランゲージカナダと共同で用意し
た 2 つの宿泊施設オプションを通じて、生徒がこれらの要件を満たすのを支援致します。
オプション１：一部の CHN ホームステイホスト宅における隔離

生徒は CHN の裁量により、隔離可能な場合は通常のホストファミリー、または隔離期間のみの一時滞
在ホストファミリーに配置されます。 未成年者はホームステイで優先的に配置されます。
CHN では、14 日間の隔離期間中は、各ホストファミリーに対し 1 泊毎の標準レートに追加で 1 泊 25 ド
ル（合計 350 ドル）の払い戻しを行います。生徒が早く到着した場合（通常のプログラム開始日前に到
着した場合）、生徒に請求される金額は当該期間分の通常のホームステイ費用に追加で 350 ドルが加
算されます。生徒が予定通りに到着した場合、生徒への請求額は追加分の 350 ドルのみになります。
隔離期間中に発生した費用は、エージェントまたは生徒に請求されるか、保証金（ある場合）から差し引
かれます。
オプション２：『安全な滞在』プログラムを提供するホテルへの特別料金による滞在

ホテルを直接予約するために、生徒に特別な CHN 割引コードが提供されます。 料金には、1 日 3 回の
食事、空港送迎、および標準的な室内設備が含まれます。 CHN のホテルの検疫オプションについては
https://canadahomestaynetwork.ca/safe-arrival-hotel-fees/をご参照ください。
両方のオプションにおいて、CHN は以下を提供します：
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•
•
•

通常通りの 24 時間滞在の緊急時サポート
精神的支援として、guard.me による keep.me SAFETM カウンセリングサービス
隔離期間の他の CHN 生徒との Virtual Programming2

隔離中に生徒に症状が発生した場合、CHN は保健当局のガイドラインに従って対応します。隔離期間
中の臨時ホストファミリーと同居中に生徒が発症した場合、生徒は通常のホストファミリーの元に入居し
ても差し支えないと判断されるまで、臨時ホストファミリーと同居を継続しなければなりません。隔離期
間を超えた臨時ホストファミリーとの同居期間の費用は、隔離期間中と変わらず、1 泊 25 ドルが追加さ
れます。
生徒の出発前の準備について

1.

CHN との予定の確認
• この文書に入力・署名を行い、CHN の到着時の安全に関する手順を理解したことを確認する
• CHN 料金の支払い
• 該当する詳細情報の受領－ホテルオプションの場合、CHN 割引コードを使用してホテルの予
約を行う
• 生徒はゲートウェイ都市の 1 つであるモントリオール、トロント、カルガリーまたはバンクーバー
で検疫（自己分離）を完了ことになる場合があるため、カナダ行きの国際便の予約とカナダ国内
の国内便の予約を分けてください。国内線は日付指定のないオープンチケットを予約する必要
があります。

2.

コミュニケーションと人間関係の構築
• ホストファミリーと連絡を取り合い、ホストファミリー側の要望や、到着後の自主的隔離をやり
やすくするためには具体的にどのようなものを持っていったらいいのかなど、尋ねることをお
勧めします。ホテルに滞在される場合は、関連質問はすべて CHN リレーションシップ・マネー
ジャーにお問い合わせください。
• 出発前に、空港であなたを迎える担当者について予めお知らせします。お迎えはホストファミ
リー、送迎担当のドライバー、またはホテルのシャトルバスが行う可能性があります。空港に
到着後、どこでホストファミリーまたはドライバーと待ち合わせるか、事前に明確な場所を決め
ておきましょう。
• ホストファミリーまたはホテルの携帯電話番号または送迎担当の電話番号を控えておきましょ
う。これはどの状況下の到着においても重要です。

3.

自主的隔離は、身体的・精神的に負担がかかる場合があります。到着後の 14 日間の隔離期間を
どのように過ごし、どのように時間を管理するか、十分に考え、計画を立てることをお勧めします。
これに関する資料はご自身の学校に連絡し入手してください。また、隔離に向けての準備に関する
アイディアはこちらのウェブサイトでもご覧になれます：
http://canadahomestaynetwork.ca/student-covid-19/

4.

家庭内またはホテルにおける隔離とディスタンス（距離を置くこと）
• こちらの記事をお読みください：家族と同居している方の旅行後の自主的隔離について

5.

健康診断および検査
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健康診断書（メディカルクリアランス）や証明書、COVID-19 検査結果または抗体検査結果が取得可能
である場合は、カナダへ渡航の際に必ずご持参ください。ただし、COVID-19 陰性の検査結果であって
も、到着後の自主的隔離は変わらず必須となります。自主的隔離はカナダに入国する渡航者全員に義
務付けられています。
6. 到着時の計画
すべての渡航者は、カナダへの入国前にカナダ政府の ArriveCAN アプリをダウンロードし、必要事項を
すべて記入の上、承認を受ける必要があります。申請には紙の用紙、ウェブフォーム、アプリ（iPhone・
Android 対応）のいずれかをご利用になれます。
また、アルバータ州で学ぶ生徒については、「自主的隔離計画」の提出が必須となっておりますので、
該当の用紙をご記入の上、送信・印刷をお願いいたします。
https://travel.isolationplan.alberta.ca/en

7. 手荷物の準備
通常必要な持ち物に加え、下記の持参を推奨します。
• 使い捨てマスク 60 枚 または 使い捨てマスク 30 枚＋布マスク 1 枚
• 高品質の手指消毒剤 大きいサイズのボトル 1 本
• ニトリルグローブ 1 箱
• 体温計
• 隔離期間中の活動のための画材と音楽
また、機内持ち込みの手荷物には、少なくともマスク 2 枚、グローブ複数組、旅行サイズの手指消毒
剤、除菌シートを持参することをお勧めします。
到着の際に、機内持ち込みの手荷物から下記の書類を取り出せる状態にしてください。
• パスポート
• 学生ビザ(Study Permit)またはビザの承認書（お持ちであれば）
• 保護者同意書および関連書類（該当する場合）
• 入学先の学校からの入学許可書
• ホームステイ先のプロフィールと連絡先、またはホテル名と住所、空港ピックアップについて記
載された予約の印刷コピー
• 当社スタッフの連絡先プリント（24 時間対応・年中無休の緊急連絡先含む）
• あなたと保護者（未成年の場合）が署名した『出発時の申告』のコピー
• 「自主的隔離計画」 (Self-Isolation Plan)のコピー （アルバータ州・ブリティッシュコロンビア州
の場合）
• ホームステイ先到着後用の着替え 一式
生徒の渡航中のご注意
出発時当日、本書に含まれる『出発時の申告』に記入並びに署名を行ってください。

フライトに搭乗する前に、ArriveCAN アプリで、以下の情報を提出する必要があります。
• 渡航・連絡先情報
• 隔離計画
• COVID-19 症状の自己診断
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目的地への道中、各生徒には下記をお願いいたします。
• マスクとグローブの着用
• 他者と距離を置く（ソーシャルディスタンス）
• こまめに手を洗う
• 必要に応じて手指消毒剤の使用
• 身の回りや頻繁に触るもの（シートベルト、機内トレイテーブルなど）の消毒
• トイレの利用は最小限に（便器の蓋を閉じた状態で流す）
• なるべく手でものに触れない
• 携帯電話の充電は常にフルに
• レストランや売店が休業している可能性に備え、食べ物の持参
• 再利用できる水筒の持参
生徒の到着後について

カナダに到着後、生徒は ArriveCAN の確認画面を提示する準備をしてください。入国審査官が、学生
がデジタルで情報を提出していることを確認します。生徒は、物理的な距離を保ちながら空港の中を進
む必要があります。
入国審査では、「手荷物の準備」に記載されている書類を提示できるようにしてください。加えて、生徒
は入国審査官または検疫官による検査を受けることが義務付けられており、COVID-19 の症状の有無
も確認されます。
目的地の空港に到着してからは、下記の手順に従ってください。
• ドライバーまたはホストファミリーに SMS メッセージを送るか、手順通りにホテルバスに連絡す
る
• マスクとグローブを新しいものに取り替える
• 周囲の人と十分に距離を取りながら、手荷物を回収
• 手荷物受取所を出て、ドライバーまたはホストファミリーと予め決めておいた待ち合わせ場所
に向かう
• 手荷物は自身で車に積み込み、運転席からなるべく遠い座席に座る
隔離先（ホストホームやホテル）に到着後 48 時間以内に、すべての生徒が ArriveCAN アプリを使用す
るか、1-833-641-0343 に電話で連絡をし、以下を行う必要があります。
• 隔離先として提出した場所への到着確認
• 隔離期間中の日課として、COVID-19 症状の自己診断
自主的隔離計画

検疫法(Quarantine Act)の定めにより、カナダに入国する旅行者は 14 日間の自主的隔離が義務付け
られています。つまり、生徒は 14 日間、自室にとどまり、他者との接触を避ける（2 メートルの距離を置
く）必要があります。ホストファミリーまたはホテルは生徒に対し、食事、清潔な替えのシーツ、快適な部
屋を提供するとともに、生徒が SMS（テキスト）メッセージ、FaceTime などのリモートな連絡手段でホスト
ファミリーと連絡がとれる環境を作ります。
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各生徒は下記についてご協力お願いします。
• 支援の準備がありますので、いつでもご連絡ください。CHN リレーションシップ・マネージャー
に連絡するか、ホストに連絡してください。ホストは CHN に連絡します。 ホテルに滞在する場
合は、ホテルのオペレーターに 0 をダイヤルすることもできます。.
• 可能な限り自室にとどまり、他者から離れて過ごしてください。
• 自室は窓を開けるなどしてまめに換気し、清潔に保ってください。
• 衛生的な習慣を身につけましょう―石鹸と水を使い、少なくとも 20 秒かけてこまめに手を洗い
ましょう。他人とタオルは共有せず、自分のタオルは別場所に保管してください。くしゃみやせ
きをするときは二の腕またはティッシュで鼻と口を覆いましょう。鼻や口を覆わずせきをしたり、
手で覆うのは避けましょう。使用済みのティッシュはすぐにごみ箱に捨て、すぐに手を洗いまし
ょう。
• 別々のバスルームを使用してください。バスルームは掃除用洗剤でこまめに掃除をし、トイレ
を流すときは蓋をして流してください。ホテルにおいては、各ホテルの『安全な滞在』手順に従
い、バスルームは掃除用洗剤でこまめに掃除をしてください。
• 一日に一回は外で過ごす時間を作りましょう。学校や公共施設などへは行けませんが、庭な
どの私有地でしたら問題ありません。ホテルでは、自室以外では常にマスクを付けてくださ
い。エレベーターを使用する際には、他のゲストに頼んで一人で乗降するようにしてください。
ホテルのパティオなどの野外スペースも使用可能です。
• 家族や友人とメッセージ、メール、FaceTime などを使って連絡を取り合いましょう。
• 自身の体調や精神状態をしっかり管理しましょう。もし、体調が優れず、COVID-19 に似たよう
な症状が見られる場合は、ホストファミリーに協力してもらいオンラインの自己診断を受けてみ
ましょう。結果によっては、さらなる診察や検査が必要になります。
• covid19.thrive.health にアクセスしましょう。オンラインツールが利用できない場合は、811 に電
話をかけてください。
• ごみは袋に詰めるなどしてひとまとめにし、こまめに出しましょう。ごみ出し後はすぐに手を洗い
ましょう。
• 洗濯の際は気をつけましょう。飛行機で着用した衣類はすぐに洗濯してください。自身の洗濯物
は他人のものと別にしておきましょう。生徒の衣類の洗濯、たたみは生徒自身の責任になりま
す。
• ドアノブ、洗面台、たんすなど頻繁にふれる箇所は少なくとも 1 日に 1 回、拭いて消毒をしてく
ださい。
• 身の回り品（歯ブラシ、コップ、携帯電話、タブレット、ノートパソコンなど）は他者のものと別の場
所に保管してください。
• 食事は自室で摂りましょう。ホストファミリーまたはホテルが食事を部屋まで運んでくれます。食
事が終わったら、使用済みの食器等はドアの外に置いてください。食器やグラス・コップ、カトラ
リーの共有は避けましょう。（ほとんどのホストファミリーは自室での食事を好みません。これは
一時的な条件であり、隔離期間中に限って適用されるものです）
• 身体を動かすように努めてください。簡単な運動やエクササイズのプログラムを提供していま
す。お問い合わせください。
生徒の皆さんはこれらの多くの手順や指示に戸惑われるかもしれませんが、14 日間の隔離期間中、他
者との接触に注意していただきたい一心で定められたものです。CHN ではいつでも生徒さんのお力に
なりたいと思っています。ご質問、困りごとなどありましたら、ぜひホストファミリーやリレーションシップ・
マネージャーにご相談ください。
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※自主的隔離は、検疫法（Quarantine Act）によって定められた必須事項であり、任意ではありません
のでご了承ください。

カナダに入国後、カナダ政府職員から生徒に「条件通りに隔離を行っているか」確認する旨の電話がか
かってきます。生徒は、電話番号 1-855-906-5585 または 613-221-3100 からの問い合わせに備えてく
ださい。重要：隔離時の規則順守を確認するための連絡時に、カナダ政府が財務情報を尋ねることは
決してありません。ご注意ください。
ホストファミリーは下記についてご協力お願いします。
• ホストファミリーは生徒の受け入れまでの 14 日間、地域の保健当局のすべてのガイドラインに
従っていなければなりません。また、住居者全員には、COVID-19 の症状のいずれをも持って
いないことが必須となります。
• 生徒の身の回りの世話は、健康な人一人に限定してください。
• 歯ブラシ、タオル、ベッドシーツ、カトラリー、電子機器などの身の回り品は生徒と共有しないでく
ださい。
• 生徒と別々のバスルームを使用し、全員がトイレの蓋をして流すよう心がけてください。
• 人によっては、症状がなくても COVID-19 を伝染させる可能性があります。マスク（医療用では
ないマスクやフェイスカバーを含む。鼻と口を完全に覆う設計になっており、紐や輪によって顔
に固定されるもの）を着用することによって、周囲の人を守ることができます。
• 動物との接触を防ぎましょう。人からペットに COVID-19 が伝染した事例が複数件報告されて
います。
• COVID-19 の罹患により重病を患う危険性が高い方は、可能な限り COVID-19 感染者の看病・
世話をしないでください。「重病を患う危険性が高い方」は、高齢者、慢性的な疾患を持つ方（心
臓病、糖尿病など）、免疫不全の方が含まれます。生徒と 2 メートル以内の距離で接する必要
がある場合は、医療用マスク、使い捨てグローブ、保護メガネなどを着用してください。
• 医療用マスクやグローブの使いまわしは避けてください。
• 生徒との接触後や、グローブ・マスク・保護メガネを外したあとなどは特にこまめに手をきれいに
し、少なくとも 20 秒かけて手洗いをしてください。
• 洗ったあとの手は使い捨てのペーパータオルで拭きましょう。ペーパータオルがない場合は、再
利用できるタオルを使い、濡れたら交換してください。
• 手の汚れをウェットタオルで拭き取り、手指消毒用アルコールで消毒することもできます。
• 汚れた手で目や鼻、口に触れないようにしましょう。
• ガイダンスに従い、生徒は自分で洗濯をすることを期待されています。フライト内で着ていた服
をすぐに洗い、家族とは別に洗濯物を保管する必要があります。
隔離期間後の生徒とホストファミリーへのお願い

•
•
•
•

保健当局に推奨される正しい衛生管理を続けてください。
正しいくしゃみ・せきエチケットを守ってください。
家の外では他者と十分な距離を保ち、ショッピングセンター、人混みのある場所、スポーツ会場
などは避けてください。
常に連絡を取り合い、最新の情報を得るようにしましょう。

その他の注意事項
生徒に COVID-19 の症状が出たり、COVID-19 の診断を受けた場合：
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•
•
•

すぐに CHN リレーションシップ・マネージャー、または CHN 緊急ラインまでご連絡ください。（電
話番号：1-877-441-4443、内線 1）
自己診断ツール（https://ca.thrive.health/）を利用し、必要に応じて医療機関にて診察を受けて
ください。
CHN では、COVID-19 感染拡大防止のため、発症・診断後は生徒の不必要な移動は最小限に
抑える方針です。そのため、当社は下記の対応を推奨します。
o 保健当局の指示に従い、生徒を現在の入居先にとどまっていただく
o 可能であれば、生徒のご両親に自己負担でカナダに来ていただき、看病をしていただく
o 万一、ホストファミリーによる生徒の看病が不可能な場合、CHN が臨時に別のホストフ
ァミリーとの入居を手配する可能性があります。

ホストファミリー向け 推奨される備品
• 使い捨てのペーパータオル、通常の掃除用洗剤
• 体温計
• 手洗い用石鹸
• 最低濃度 60％のアルコール消毒剤
• 通常の洗濯用洗剤
• 医薬品識別番号(Drug Identification Number, DIN)が記載された表面消毒用の消毒剤、あるい
は、これが入手できない場合は、濃縮（濃度 5％の）塩素系漂白剤（液体）と希釈用の容器
• 頻繁に触れる電子機器の消毒に使用する掃除用品
• 上述のように、生徒は自宅から個人用保護具をいくつか持参する必要があるものの、生徒との
交流時にホストが使用するための備品の用意が必要です
定義

カナダ公衆衛生局は、隔離（自己分離）と分離の必要性を区別しています。
（https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirusinfection/prevention-risks.html#self）
•

隔離（自己隔離）：症状がなく、次のいずれかに該当する場合は、14 日間の隔離が必要です。
カナダ国外への旅行からの帰国（強制隔離）、COVID-19 を保持しているかまたはその疑いの
ある人との密接な接触、 または公衆衛生当局から、暴露の可能性があるため隔離する必要が
あると言われた場合。

•

分離：次のいずれかに該当する場合は、分離する必要があります。COVID-19 と診断された
か、COVID-19 のラボテストの結果待ち中、たとえ軽度であっても、COVID-19 の症状がある、
COVID-19 の疑いがある、可能性のある、確認された症例との接触、公衆衛生当局から、暴露
の可能性があるため隔離する必要があると言われた、またはカナダ国外への旅行から
COVID-19 の症状を持って帰国した場合（必須）。

この手順書は、生徒が隔離（自己隔離）の必要があるものとみなしています。
参考資料
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COVID-19 感染者と接触したおそれのある方に対する接し方、身の回りの世話の仕方などについては
下記の資料で詳しくお読みいただき、十分に準備をお願いいたします。
• カナダ公衆保健庁（Public Health Agency of Canada, PHAC）自宅で COVID-19 感染者のお世
話をされる方へ
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/how-tocare-for-person-with-covid-19-at-home-advice-for-caregivers.html
•

カナダ公衆保健庁(Public Health Agency of Canada, PHAC) COVID-19 に備えて（個人向け）
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirusinfection/prevention-risks/measures-reduce-community.html#a2

•

州・準州別の COVID-19 関連資料
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirusinfection/symptoms/provincial-territorial-resources-covid-19.html

•

ブリティッシュコロンビア州疾病予防管理センター COVID-19 感染者のお世話をされる方・ご
家族の自主的隔離の手引き
http://www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/Self-isolation_caregivers.pdf
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生徒・保護者による宣言書 (to apply for any of CHN’s Quarantine options)

下記に目を通し、署名済みの用紙をリレーションシップ・マネージャーにお送りいただくか、
studentinfo@canadahomestaynetwork.ca までホームステイ申請書と共に E メールで送信してください。
ホームステイおよびホテル向けの CHN 安全到着手順（SAP）の規定を考慮して、参加者とその両親お
よび/または保護者は以下に従うものとします。
A.
ここでの出発宣言と SAHP は、参加者の HA と PA、およびその中のすべての契約、宣言、条
件、およびその他の条件と条項の一部を形成することを認め、同意します。
B.
必要に応じて、この文書における出発に関する宣言および SAP に目を通して遵守することに同
意することを確認します。
C.
PA の段落 F に加えて、出発および SAP に関する宣言の参加者による違反および/または制
限の結果には以下が含まれますが、これらに限定されません。
•
CHN、そのサービスプロバイダー、または参加者の学校や教育委員会に頼ることなく、参加者
および他の人の病気や死
•
償還請求、返金、または手数料の返金なしの、CHN ホームステイプログラムおよび参加者の学
校または教育委員会のアカデミックプログラムからの参加者の即時退学
•
該当する場合、CHN 管理サービスの取り消し。この倍も、管理のために CHN に支払われた料
金の償還請求、返金、または手数料の返金なし
•
地元の公衆衛生当局および/またはカナダの最高保健責任者の承認がある場合、参加者の費
用にて代替の宿泊施設での隔離および/または強制隔離期間を完了する責任を負う
•
参加者は、カナダの検疫法および/または他のカナダの州および地方の保健当局に基づく追加
の罰則の対象となる
D.
提供された情報が完全であり、知識の及ぶ限りにおいて正しいことを宣言します。 参加者、そ
の両親、または保護者による不正確または不完全な情報は、この申請への違反となり、PA の段落 F
の条件の対象となります。
E.
CHN によって提供されるオプションは供給が限られていることを理解し、これらのサービスのい
ずれかが利用できない場合に、CHN とその役員、取締役、従業員、および独立したサービスプロバイダ
ーに一切の責任、費用、損害を負わせない事に合意します。どのオプションも利用できない、または受
け入れられない場合、CHN は署名者が読み、理解し、同意した払い戻しポリシーに従い前払い料金の
払い戻を行います。
F.

この文書が同意を得て英語で作成されていることを認め、同意します。

生徒氏名
生年月日
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隔離
プログラムオプショ
ン
ホームステイ

ホテル

希望

コメントもしくは特別な要望

このオプションを希
望する（次の欄に１
か２を記入）
このオプションを希
望する（次の欄に１
か２を記入）

Signed by the Participant (and for minors, the Participant’s natural parent(s)/legal guardian(s))

生徒氏名

署名
氏名
署名
続柄
氏名
署名
続柄

日付

c母

c母

c父

日付
c 保護者 c その他（詳しくご記入ください）：

c父

日付
c 保護者 c その他（詳しくご記入ください）：
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出発時の生徒・保護者による宣言書（カナダへの渡航に際して）
下記の質問はお読みいただき、記入済みの用紙をカナダへの出発日の朝にリレーションシップ・マネー
ジャーにお送りいただくか、studentinfo@canadahomestaynetwork.ca まで E メールで送信してください。
また、フライトに搭乗する前に、カナダ入国に義務付けられている必須渡航情報を ArriveCAN アプリを
使用して提供する必要があります。
生徒氏名
生年月日
到着日

到着時刻
はい

いいえ

「いいえ」と答えた場合、詳細を
ご記入ください。

本日までの 14 日間、私および私の子の健康状
態は良好であり、病気の症状は現れていませ
ん。
本日までの 14 日間、私の知る限り、私および私
の子は、病気の症状を持つ人と接触していませ
ん。
本日までの 14 日間、私の知る限り、私および私
の子は下記に該当する者と接触していません。
1. COVID-19 に感染した人
2. COVID-19 に感染した可能性が高い人
3. COVID-19 感染者と直接接触した人
私は、私の子が、カナダ政府の要求によりカナダ
に到着後 14 日間隔離されること（ただし、非常
事態を除く）を理解し、認めます。
COVID-19 ウィルスに関する必要なすべてのカ
ナダ連邦および州の申請書（ArriveCAN 申請書
およびブリティッシュコロンビア州とアルバータ州
の自己隔離計画を含む）は、私の子供がカナダ
に到着する前に記入済みです。
下記に署名する者は、本書の手順・注意事項をよく理解し、これに定められるすべての条件に従うこと
に同意します。生徒は、自らが自主的隔離手順の定めに何らかの方法で違反した場合、ホームステイ
プログラムから直ちに離脱させられ、学校のプログラムも退学となることを理解しています。該当する場
合は、現地の保護者サービスも解約となり、生徒は自国の保護者の元、あるいはカナダまたは自国に
て公証された書類にて指定された別の保護者の元へ戻ることになります。また、生徒にはカナダ政府よ
り厳罰が科される可能性があります。私（未成年の場合、私の保護者）は、「出発前の宣言書」が正確
に記入されていることに同意します。
生徒氏名
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署名

日付

氏名
署名
続柄

c母

c父

日付
c 保護者 c その他（詳しくご記入ください）：

氏名
署名
続柄

c母

c父

日付
c 保護者 c その他（詳しくご記入ください）：
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