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新型コロナウイルス（以下 COVID-19）の大流行における現在の旅行制限と隔離要件に従い、CHN は学生

の到着時における隔離（自己隔離）の選択肢の検討を行っています。この手順では、学生とホストの両

方がこの期間に安全かつスムーズに対処するための CHN の想定と要件の概要を説明しています。 

 

CHN の最優先事項は、学生とホスト家族の健康と安全です。また、カナダ政府、州および地方の公衆衛生

当局を含む様々な当局の規制および推奨事項に従う義務があります。 

 

現在、全ての留学生はカナダに到着する前に次の項目を完了する必要があります： 

• 現在のカナダ政府の旅行制限を満たすための自己隔離計画 （「ワクチンの接種を完了」した学

生は、カナダ到着時に免除の条件を満たさない場合に備えて隔離の準備をしておく必要がありま

す）。 

• カナダ政府の ArriveCAN アプリケーション1 オンラインで入手可能）。 

• アルバータ州向けの別の自己隔離計画（オンラインでも入手可能）、 

• そして、2021 年 1月 7日の時期で、5歳以上のすべての飛行機による旅行者は、他の国からカナ

ダに出発する前に、COVID-19 の検査で陰性が確認されている必要があります。2カナダ行きの便

に搭乗する前に、検査結果が陰性である文書を航空会社に提示する必要があります。検査は、旅

行者がカナダに向けて出発する予定時間の 72 時間以内に行われる必要があります。 

 

2022 年 1 月 15 日の時点3 で、18 歳以上のすべての留学生がカナダに入国するためには、ワクチン接種

を完了している必要 があります。さらに、11 月 30 日以降、カナダ内外の旅行には予防接種が必要にな

ります。 

 

オミクロン変異株に対応して、カナダ政府は 2021 年 11 月 30 日に、（米国以外の出発地から）空路で到

着するワクチン接種を完了した旅行者のすべてが到着時検査の対象になると発表しました。ワクチン接

種を完了された旅行者は、到着時検査の結果を待つ間、隔離が必要となり ます。 

 

次のように、学生の予防接種状態によって追加の考慮が必要となります。 

1. 「ワクチン接種を完了した」旅行者 

• 2021 年 7 月 5 日午後 11 時 59分 EDT（東部夏時間）より、現在カナダへの旅行が許可されている

「ワクチン接種を完了した」旅行者は、特定の条件を満たす場合、検疫や検査の一部が免除され

ます。4この資格を得るには、学生は次のことを行う必要があります。 

o 入国前および到着時の検査要件を満たす（以下を参照）。 

o 無症状であること。 

o カナダに旅行する前に、必要なすべての COVID-19情報を ArriveCAN アプリに電子的に送

信します。 

o カナダへの旅行の少なくとも 14日前に、予防接種の証明の紙またはデジタルコピーを完

成させてください。 

o 適切な自己隔離プランを立ててください。 

 
 
 
1https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/arrivecan.html 
2 https://www.canada.ca/en/transport-canada/news/2020/12/pre-departure-covid-19-testing-and-negative-results-for-
air-travellers-coming-to-canada.html 
3 https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/covid-vaccinated-travellers-entering-canada#determine-fully 
4 https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/covid-vaccinated-travellers-entering-canada 
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「予防接種完了」の状態として現在認められているカナダ政府指定のワクチンは、Pfizer、

Moderna、AstraZeneca/COVISHIELD、Janssen （Johnson & Johnson）、Bharat Biotech

（Covaxin）、Sinopharm （Beijing）、および Sinovac（CoronaVac、PiCoVacc）です。 

• より迅速にテストを受けることができるように、旅行者には ArriveCanアプリでの事前登録をお

勧めします。5 

• 要件を満たす「ワクチン接種完了」旅行者は、到着時の検査の結果が陰性の場合、隔離が免除さ

れます。ただし、国境で必要な要件を満たしていないことが判明した場合に備えて、すべての旅

行者は引き続き隔離計画を提出し、隔離の準備をしておく必要があります。6 

 

2. 他のすべての旅行者 

• 空路でカナダに到着した旅行者は、到着時空港を出る前に COVID-19ポリメラーゼ連鎖反応

（PCR）検査を受け、14日間の隔離期間終了後にもう 1回受ける必要があります。7 

• 旅行者は、より迅速にテストを受けるために、事前に登録することをお勧めします。8 

• 2021 年 2 月 15 日より、陸路でカナダに到着する旅行者は、一部の例外を除き、到着前 72 時間

以内に米国で受けた COVID-19分子検査の結果が陰性であること、または到着の 14日前から 90

日前に受けた検査の結果が陽性であることの証明を提出する必要があります。さらに、2021 年 2

月 22 日からは、カナダに陸路で入国する旅行者は、到着時および 14日間の隔離期間終了時に

COVID-19分子検査を受ける必要があります。 

• これらの新しい措置は、空路利用の旅行者の既存の搭乗前義務や健康に関する要件に追加されま

す。 

これらの要件を満たさない場合は、学生のCHN参加契約（「PA」）およびさまざまなカナダ政府当局の規

制と推奨事項に違反となり、カナダ連邦政府およびその他のカナダの州および地方の保健当局による追

加の罰金が学生に課せられることになります。（検疫法により課せられる罰則である、最長6か月の刑務

所入所および/または75万ドルの罰金が含まれますが、これに限定されません。）。 

 

CHN は、カナダ公立学校協会（CAPS-I）とカナダ言語協会と共同で開発した 2つの宿泊施設の選択肢を通

じて、学生がこれらの要件を満たすのを支援する準備を整えています。 

 

選択肢 1：選定された CHN ホームステイホストの下での隔離 

 

学生は CHN の裁量により、通常のホストファミリー（隔離が可能な場合）または一時的なホストファミ

リー（隔離期間のみ）に滞在することとなります。未成年者には優先的にホームステイ先が手配されま

す。 

 

 
 
 
5https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/flying-canada-checklist/covid-19-testing-travellers-coming-into-
canada#arrival-testing 
6https://www.canada.ca/en/public-health/news/2021/07/government-of-canada-announces-easing-of-border-
measures-for-fully-vaccinated-travellers.html 
7https://www.canada.ca/en/public-health/news/2021/07/government-of-canada-announces-easing-of-border-
measures-for-fully-vaccinated-travellers.html 
8https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/flying-canada-checklist/covid-19-testing-travellers-coming-into-
canada#arrival-testing 
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CHN は、標準的な 1泊料金に 加え て、14日間の検疫期間に 1泊あたり 35ドルの追加料金（490ドル）

を学生に請求します。学生が早く到着した場合（プログラムの通常の開始日より前）、学生にはその期

間の通常のホームステイ料金に加えて 490ドルが請求されます。学生が時間通りに到着した場合、学生

には追加の 490ドルのみが請求されます。隔離期間にかかる費用は、代理店または学生に請求される

か、利用可能な場合は保証金から差し引かれます。学生が何らかの理由で隔離する必要がない場合、CHN

は 350ドルを返金します。残りは、適切なホストファミリーとの必要な取り決めを行うための返金不可

の管理費として CHN により保持されます。 

 

選択肢 2： ランゲージズ・カナダの「Study Safe Corridor (学習の安全回廊)」によるホテルでの隔

離。 

 

詳細については、https://www.languagescanada.ca/en/study-safe-corridor-for-international-

studentsをご覧ください。 

 

どちらの選択の場合も、CHN は以下を提供します： 

• 通常通り、24時間年中無休の緊急サポート 

• 隔離期間中のバーチャルなプログラム 

 

学生が隔離中に症状を発症した場合、CHN は公衆衛生ガイドラインに従います。学生が一時的な隔離ホス

トの元に滞在中に症状が現れた場合、学生は通常のホスト家族の家での滞在を始めるのに「適してい

る」と見なされるまで、一時的な隔離ホストの家に滞在する必要があります。隔離ホームステイでの追

加期間の費用は変わらず、1泊あたり 35ドルの追加料金が必要です。 

 

 

 

学生の出発前の計画： 

 

1. CHN と、自分の計画を確認する 

• この文書に記入して署名し、CHN の「安全な到着」手順を理解していることを確認する 

• CHN の料金を支払う 

• 該当する詳細を受け取る：ホテルを選択した場合、CHN割引コードを使用してホテルに登録する 

• カナダへの旅行の少なくとも 14日前に「ワクチン接種を完了」される場合は、CHN にご連絡く

ださい。 

 

2. コミュニケーションと人間関係の構築 

• ホームステイ先の家族に期待されている内容について話して、自己隔離を行う上で特に持参が必

要なものがあるかどうかを確認してください。ホテルに滞在している場合、ホテル滞在に関する

質問については、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。 

• 到着前に、空港で誰が出迎えるかの連絡を受けます。ホストファミリー、交通手段を提供する機

関の運転手、またはホテルのシャトルバスの場合が考えらえます。空港に到着した後、ホストま

たは運転者に会う場所を正確に理解しておいてください。 

• ホストまたはホテルの携帯電話番号または交通機関の電話番号を持参してください。これはすべ

ての到着の場合に重要です。 

 

3. 自己隔離は肉体的および精神面において困難な場合が考えられるため、到着後 14日間の隔離中にど

のように時間を管理して時間を過ごすかを事前に詳しく計画する必要があります。資料については、
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教育者の国際部門にお問い合わせください。さらに、隔離の準備に関するその他のアイデアについて

は、https://canadahomestaynetwork.ca/student-covid-19/にアクセスしてください。 

 

4. 家族とホテルにおける隔離と物理的距離 

• 次の記事に目を通してください：他の家族と一緒に住んでいる場合に旅行後に自己隔離する方法 

 

5. 健康診断/検査 

医療関係者による許可書・証明書と COVID-19 または抗体検査を取得できる学生は、カナダに渡航の際に

その書類を持参してください。COVID-19 検査の結果が陰性であっても、到着時には自己隔離の必要があ

ります。これは、カナダに到着するすべての旅行者に必須です。 

 

6. 到着計画 

すべての旅行者は、到着の前に承認を得るためにカナダ政府の ArriveCAN申請書をダウンロードして完

了する必要があります。ArriveCAN はモバイルアプリとして利用でき、オンラインで署名することも可能

です。 
 

さらに、アルバータ州で勉強している学生は、事前に自分の州の必須の自己隔離計画を完成させ、送信

し、印刷しておく必要があります：https://travel.isolationplan.alberta.ca/en 

 

7. 持参する荷物 

通常の荷物に加えて、学生は次のものも持参する必要があります： 

• 60枚の使い捨てフェイスマスクまたは 30枚の使い捨てフェイスマスクと 1枚の布製マスク 

• 高品質の手指消毒剤の大きなボトル 1本 

• ニトリル手袋の箱 

• 体温計 

• 隔離期間中の活動のための画材と音楽 

 

機内持ち込み手荷物には、少なくとも 2枚のマスク、数組の手袋、旅行用サイズの手指消毒剤のボト

ル、および消毒用ワイプを持参してください。 

 

また、機内持ち込み手荷物の中には、次の書類を用意してください。 

• パスポート 

• 学習許可証または許可確認書（お持ちの場合） 

• カストーディアンシップ文書（該当する場合） 

• 学校からの入学許可書 

• ホームステイ家族の情報と連絡先、またはホテルの名前と住所を示す予約の印刷コピー、空港ピ

ックアップサービス 

• 24時間年中無休の緊急電話番号を含む当社スタッフの連絡先情報シート 

• 自分自身（および未成年者の場合は両親）が署名した出発宣言のコピー 

• 自己隔離計画を印刷したもの 

• ホームステイ到着時の着替え 

 

 

学生の旅行計画： 

 

カナダへの予定出発の 72 時間前までに、学生は COVID-19分子ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）検査の結果

を取得し、搭乗前に航空会社に結果を提示する準備をしてください。 
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旅行当日に、この文書に含まれている出発宣言に記入して署名してください。 

 

フライトに搭乗する前に、学生は ArriveCAN アプリで次のような情報を提出してください： 

• 旅行および連絡先情報 

• 隔離計画 

• COVID-19症状の自己評価 

• 該当する場合、予防接種のステータス。 

 

目的地に向かう途中で、学生には次のことが期待されています。 

• マスクと手袋の着用 

• 社会的距離の実践 

• 頻繁な手洗い 

• 必要に応じた手指消毒剤の使用 

• 自分のスペースやシートベルトやトレイテーブルなどの接触回数の多い場所の消毒 

• 洗面所への移動を最小限に抑える（シートカバーを下にしてトイレを洗浄する） 

• できるだけ触れる場所を少なくする 

• 携帯電話を充電しておく 

• レストランやお店が閉まっている可能性があるため、食べ物を持参する 

• 詰め替え可能な水ボトルを持参する 

 

学生の到着時の計画： 

 

学生は、カナダ到着時に ArriveCANレシートを提示できるよう準備してください。入国管理役員が、学

生が自分の情報をデジタルで提出したことを確認します。学生は空港の中を移動する際、物理的な距離

を維持し続ける必要があります。 

学生は、「持参する荷物」で概説されている書類をカナダ国境サービス庁に提供する準備ができている

必要があります。学生はまた、旅行者の症状を確認する国境警備隊または検疫官による検査を受ける必

要があります。 

最終目的地の空港への到着時： 

• 運転手やホストファミリーにテキストメッセージを送信するか、指示に従いホテルのバスに連絡

するか、旅行者に宿泊施設の隔離を指示するカナダ当局の指示に従う 

• 未使用のマスクと手袋を着用する 

• 物理的な距離を保ちながら手荷物を受け取る 

• 手荷物エリアを出て、事前に手配したドライバーやホストファミリーとの待ち合わせ場所に行

く、または旅行者を隔離場所に誘導するカナダ当局の指示に従う 

• CHN の宿泊施設への移動が許可されている場合は、自分の荷物を車に積み込み、運転手からでき

るだけ離れた場所に座る 

 

目的地（ホストホームまたはホテル）に到着してから 48 時間以内に、すべての学生は ArriveCAN アプリ

を使用して次のことを行ってください： 

• 隔離用に提供された住所に到着したことの確認、そして 

• 隔離期間中に毎日 COVID-19症状の自己評価の完了。 
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隔離（自己隔離）計画： 

 

検疫法の一環として、カナダへの旅行者は、「ワクチン接種を完了」していない場合、14日間の自己隔

離が必要です。つまり、学生は自分の部屋に 14日間滞在し、他の人との接触を避ける（2メートルの距

離を保つ）必要があります。ホームステイ先の家族やホテルは、学生に食事、清潔なリネン、快適な部

屋を提供し、テキストメッセージ、FaceTime、その他のリモート通信を介して学生との交流を行いま

す。 

 

学生に期待されること 

• いつでもサポートする準備ができています！遠慮なく連絡してください。CHN リレーションシッ

プマネージャーに電話するか、ホストに頼んで CHN に連絡を取ってください。ホテルに滞在する

場合は、0をダイヤルしてホテルのオペレーターに連絡することもできます。 

• できるだけ部屋にいて、他の人に近づかないでください。 

• 部屋の換気を良くし、清潔に保ってください。窓を開けて空気を循環させましょう。 

• 良好な衛生状態を実践する：普通の石鹸と水で少なくとも 20秒間、頻繁に手を洗ってくださ

い。他の人から離れ、別のタオルを使用してください。咳やくしゃみをする際には、口と鼻をひ

じで覆うか、ティッシュペーパーを使用してください。手や空中に向けて咳をしないでくださ

い。使用済みティッシュはすぐにゴミ箱に捨て、すぐに手を洗ってください。 

• 独立したバスルームを使用してください。家庭用クリーニング製品で定期的にバスルームを掃除

してください。ふたを閉めてからトイレを洗浄してください。ホテルでは、各ホテルの「セーフ

ステイ」手順に従って、家庭用クリーニング製品で定期的にバスルームを掃除してください。 

• 毎日外に出る時間を見つけましょう。庭のような一人でいられる場所を見つけましょう。学校や

その他の公共の場所に行かないでください。ホテルにおいては、部屋の外では常にマスクを着用

してください。ホテルのエレベーターを使用するときは、他のゲストに一人で乗れるよう頼んで

ください。外では、ホテルのパティオなどのプライベートな場所に滞在できます。 

• 友達や家族とのテキスト、メール、フェイスタイムなどで、つながりを維持しましょう。 

• 身体的および精神面の健康状態を監視しましょう。COVID-19 のような症状で気分が優れない場

合は、ホストにオンライン自己評価の完了を依頼して、追加の評価または検査が必要かどうかを

判断してください。自己評価は、ArriveCAN アプリで、covid19.thrive.healthにアクセスする

か、8-1-1 に電話することで利用できます。 

• ゴミをまとめてください。ゴミ箱を頻繁に空にし、すぐに手を洗ってください。 

• 洗濯物には注意してください。飛行中に着ていた服はすぐに洗い、すべての服を他の人の洗濯物

とは分けて洗濯してください。洗濯物を自分自身で行い、取り込んでください。 

• ドアノブ、カウンタートップ、ドレッサー、その他の表面など、頻繁に触れる表面を少なくとも

1日 1回は清掃して消毒してください。 

• 身の回り品（歯ブラシ、コップ、携帯電話、タブレット、ラップトップなど）は、他の人のもの

とは別に保管してください。 

• 自室で食事をしてください。9ホストまたはホテルが食事を部屋まで運びます。食べ終わった

ら、食器類をドアの外に出して置いてください。食器、コップ、飲みグラスや皿をシェアしない

でください。 

• 運動をするように心がけてください。CHN は、希望される方に軽い運動やエクササイズのプログ

ラムを提供します。 

 
 
 
9ほとんどのホストファミリーは、学生が自分の部屋で食事をすることを望んではいません！これは、隔離期間が終

了すると変更となる短期的な要件です。 
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学生にとって、これらの指示や手順は厳し過ぎるように感じられるかもしれませんが、14日間の隔離中

に他の人との接触に注意することを再確認するためのものであることを理解してください。CHN がサポー

トを提供します。学生は、ホストファミリーまたはリレーションシップマネージャーに相談することを

お勧めします。 

 

隔離（自己隔離）は検疫法で定められており、上記で定義されている「ワクチンを接種が完了した」学

生を除き、任意ではないことに留意してください。 

 

カナダ到着後、カナダ政府の職員が学生に電話をかけ、強制隔離の遵守状況を確認します。学生は 1-

855-906- 5585 または 613-221-3100 からの電話にいつでも応答できるよう準備してください。重要：コ

ンプライアンスを確保するために隔離中に連絡を取る場合、カナダ政府が財務情報を要求することはあ

りません。 

 

ホストに期待されること 

• ホストは、学生を受け入れる前の 14日間、その地域のすべての公衆衛生ガイドラインに準拠し

ている必要があり、家に住む誰もが COVID-19 の症状を示していない必要があります。 

• 一人の健康な人のみが世話の提供を担当する必要があります。 

• 歯ブラシ、タオル、ベッドリネン、調理器具、電子機器などの身の回り品を学生と共有しないで

ください。 

• 学生とは別のバスルームを使用し、水を流す前に全員がトイレのふたを閉めている事を確認して

ください。 

• 症状が見られなくても、COVID-19 が感染する場合もあります。非医療用マスクまたはフェイス

カバー（つまり、隙間なく鼻と口を完全に覆うように構成され、紐または耳に掛けるループで頭

に固定されている）を含むマスクを着用すると、周囲の人を保護するのに役立ちます。 

• COVID-19 がペットに感染したという報告がいくつかあるため、動物との接触を避けてくださ

い。 

• 可能であれば、COVID-19 による重篤な病気のリスクが高い人は、COVID-19 に感染している人の

世話をするべきではありません。これらの人々には、高齢者、慢性的な病状（心臓病、糖尿病な

ど）または免疫システムの低下を伴う人々が含まれます。学生から 2メートル以内にいる必要が

ある場合は、医療用 マスク、使い捨て手袋、と目を保護するものなどの、個人用保護具を着用

してください。 

• 医療用マスクや手袋の再利用は避けてください。 

• 特に学生との接触後、手袋、フェイスマスク、目の保護具を外した後は、少なくとも 20秒間、

しっかりと手洗いしてください。 

• 使い捨てのペーパータオルで手を乾かしてください。入手できない場合は、再利用可能なタオル

を使用し、濡れたら交換してください。 

• ウェットティッシュで汚れを落とし、アルコールベースの手指消毒剤を使用することもできま

す。 

• 手洗い前の手で目、鼻、口に触れないようにしてください。 

• 簡単に使い方を教えることで、学生は自分で洗濯をできるようになります。学生は機内で着てい

た服をすぐに洗い、洗濯物は家族と分けておく必要があります。 

 

学生と家族に対して隔離後に期待されること： 

 
• 適切で推奨される衛生状態を継続して実践する 

• 適切な咳とくしゃみに対するエチケットを守る 
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• 家の外では社会的な距離の維持を実践し、ショッピングモール、混雑したスペース、スポーツは

避ける 

• 人とのつながりを維持することをお忘れなく 

 

その他の考慮事項： 

 

学生が症状を発症したり、診断されたりした場合 

• CHN リレーションシップマネージャーまたは CHN緊急ラインにすぐに連絡してください：1-877-

441-4443、内線 1 

• 自己評価を完了し（ArriveCAN アプリで利用可能、covid19.thrive.healthにアクセスするか、

8-1-1 に電話する）、必要に応じて医師の診察を受けてください。 

• CHN は、不必要な移転を伴う COVID-19 の蔓延を回避することを目指しています。したがって、

好ましい対応は次のとおりです： 

• 公衆衛生の指示に従い、学生を同じ場所に滞在させる、または 

• 可能であれば、学生の両親に自費で子供の世話をするためにカナダに来るように頼んでくだ

さい。 

• 万が一、ホストが病気の学生の世話をすることができない場合、CHN は別のホームステイ家

族における一時的な自己隔離を手配します。 

 

ホストファミリーによる用意が推奨されるもの： 

• 使い捨てペーパータオルと通常の家庭用掃除用品 

• 体温計 

• ハンドソープ 

• 少なくとも 60％のアルコールを含むアルコールベースの消毒剤 

• 通常の洗濯用石鹸 

• 薬物識別番号（DIN）を持つ硬質表面消毒剤、または利用できない場合は濃縮（5％）液体漂白剤

と希釈用の容器 

• 接触の多い電子機器用の適切な洗浄剤 

• 上記のように、学生は自宅から PPEを持参する必要がありますが、ホストは学生と対話するとき

に個人的に使用するために手元に自分の物資を用意する必要があります。 

 

定義： 

 

カナダ公衆衛生庁は、隔離（自己隔離）と分離の必要性を区別して います。10 

 

• 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帰国する場合（必須の隔離）、COVID-19 に感染している、または

感染している疑いのある人と密接に接触した場合、または公衆衛生当局から、暴露された可能性

があり、隔離が必要で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の必要があります：COVID-19 と診断されたか、

COVID-19 のラボテストの結果を待っている、軽度であっても、COVID-19 の症状がある、COVID-

 
 
 
10https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-
risks.html#self 
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19感染の疑い、または可能性のある、または確認された人と接触したことがある、公衆衛生当

局から、COVID-19 に感染した可能性があると言われた、または COVID-19 の症状がある状況でカ

ナダ国外への旅行から戻ってきた（必須）。 

 

この手順は、学生が隔離（自己隔離）の要件を満たしていることを前提としています。 

 

参考資料: 

 

COVID-19 に感染した個人との接触および世話の準備に関する詳細については、以下を参照してくださ

い： 

• カナダ公衆衛生庁（PHAC）自宅で COVID-19 の人を世話する方法－介護者へのアドバイス： 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/how-

to-care-for-person-with-covid-19-at-home-advice-for-caregivers.html 

• 準備中のカナダ公衆衛生庁（PHAC）－個人向け： 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-

infection/being-prepared.html#a2 

• COVID-19 に関する州および準州の支援： 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-

infection/symptoms/provincial-territorial-resources-covid-19.html 

• ブリティッシュコロンビア州疾病管理センターの介護者および COVID-19患者の世帯員向けの自

己隔離ガイド： 

www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/Self-isolation_caregivers.pdf 
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学生および実父母の宣言（CHN の隔離選択肢のいずれかへの申請を行うため）： 

 

以下に目を通し、正式に署名されたこのページをリレーションシップマネージャーに送信するか、ホー

ムステイアプリケーションを添えて studentinfo@canadahomestaynetwork.caに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）の提供を考慮して、参加者およびその両親お

よび/または保護者のそれぞれは、以下のことを行います。 

 

A. ここでの出発宣言と SAHPが、参加者のホームステイ申請書（HA）と参加契約（PA）、およびその中

のすべての規約、宣言、条件、その他の条件と規定の一部を構成することを認め、同意します。 

 

B. 場合によっては、本書の出発宣言および SAPを読み、遵守すること、または遵守することに同意する

ことを確認します。 

 

C. PA のパラグラフ Fに加えて、出発宣言および 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、以下が含まれる場合がありますが、これらに限定されません： 

• 参加者および他の人の病気および/または死亡に関して、CHN または そのサービスプロバイダ

ーまたは参加者の学校または教育委員会からの料金の返還は行われない、 

• CHN ホームステイプログラムおよび参加者の学校または学校寮のアカデミックプログラムから

の参加者の即時退出時に、料金の返還、返金、またはクレジットは行われない、 

• 該当する場合、CHN カストーディアンシップサービスの取り消し、これも、カストーディアン

シップのために CHN に支払われた料金の返還、返金、またはクレジットなしで行われる。 

• 参加者は、地元の公衆衛生当局および/またはカナダの最高公衆衛生責任者の承認を条件とし

て、参加者の費用で代替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がありま

す。そして 

• 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

罰則の対象となります。 

 

D. 提供する情報がすべてを網羅し、知る限りにおいて正しいことを宣言します。また参加者、その両

親、および/または後見人による不正確または不完全な情報は、本申請への違反となり、PA のパラグ

ラフ Fの条件に従うものとします。 

 

E. CHN が提供する選択肢の数が限られていることを理解し、これらのサービスの 1つまたはいずれかが

利用できない場合、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を引き

起こされたあらゆる責任、費用、および損害から免責することに同意します。いずれの選択肢も利用

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、同意した返金ポリシーに従

い前払い料金の返金を行います。 

 

F. この文書が彼らの同意を得て英語で作成されていることを認め、料金の返還が行われないことに同意

します。 
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学生の戸籍上の氏名： 

 

生年月日： 

 

隔離プログラムの

オプション 
プリファレンス コメントまたは特別なリクエスト 

ホームステイ 

私はこの選択肢を

希望します（第 1

希望に 1、第 2希望

に 2を記入）。 

  

ホテル 

私はこの選択肢を

希望します（第 1

希望に 1、第 2希望

に 2を記入）。 

  

 

 

参加者による署名（未成年者の場合は、さらに参加者の実父母/法定後見人の署名） 
 

 

学生の氏名  

署名  日付  

  

氏名  

署名   日付  

関係 c母  c 父  c 法定後見人  c その他（具体的に記入してください）： 

  

氏名  

署名  日付  

関係 c母  c 父  c 法定後見人  c その他（具体的に記入してください）： 
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出発時の学生および実父母の宣言（カナダへの旅行用）： 

 

次の質問に答えて、正式に署名されたこのページをリレーションシップマネージャーに送信するか、カ

ナダへの出発の朝に studentinfo@canadahomestaynetwork.caまで電子メールで送信してください。ま

た、ArriveCAN アプリを使用して、フライトに搭乗する前にカナダに入国するために必要な必須の旅行

情報を提供する必要があります。 

 

学生の戸籍上の氏名： 

 

生年月日： 

 

到着日：     到着時間： 

 
 はい い

い

え 

いいえの場合、詳細を入力してください 

私/私の子供は健康で、過去 14日間病気の兆候を示して

いません 

   

私の知る限り、私/私の子供は過去 14日間、病気の兆候

を示している人と接触したことがありません 

   

私の知る限り、私/私の子供は過去 14日間、次のような

人と接触したことがありません： 

1. 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) に感染して

いる、または 

2. COVID-19 に感染している可能性がある、または 

3. COVID-19 に感染している人と直接接触した人 

   

私/私の子供は隔離する必要があるかもしれないことを

理解しています 

緊急事態を除き、政府の要求があればカナダ到着後 14

日間 

   

COVID-19 に関するカナダの連邦政府および州政府の必

要書類はすべて（ArriveCAN 申請書、ブリティッシュ・

コロンビア州およびアルバータ州の自己隔離計画を含

む）、私/子供がカナダに到着する前に記入済みです。 

   

 
署名者のそれぞれは、これらの手順を完全に理解し、そのすべての要件に同意します。学生は、自己隔離手続きの条

件に違反すると、ホームステイプログラムから即座に退去となることを理解しています。これは、学校プログラムか

らの退去も意味します。該当する場合、カストーディアンシップサービスはキャンセルされ、学生は実父母またはカ

ナダまたは学生の母国で公証された文書を通じて法的に許可された代替のカスートディアンの世話の元に戻る必要が

あります。学生はまた、カナダ政府による厳しい罰則の対象となる場合があります。私（および未成年者の場合、私

の実父母/法定後見人）は、出発前の宣言が正確に完了していることに同意します。 

 

学生の氏名  

署名  日付  

氏名  

署名   日付  

関係 c母  c 父  c 法定後見人  c その他（具体的に記入してください）： 

氏名  
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署名  日付  

関係 c母  c 父  c 法定後見人  c その他（具体的に記入してください）： 

 


