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計画性（担当：江口	 幸花） 
〈緊急〉 
( テロ・犯罪) 
・外務省のテロ等の治安情報を知る 
・常に緊急出入口を確認 
・テロ発生時には野次馬にならず、班員を

助けるために戻るなどせず、1人で安全なと
ころへ向けて逃げる 
・	屈んで逃げる 

 

(遅刻) 
・遅刻時には必ずメンバーや JTBに連絡 
(落とし物) 
・落とした場所に連絡をとる 
・貴重品は肌身離さず持つよう工夫する 
・スリ・詐欺が多発することを心に留め、

周囲をよく見る 
・歩いている時におしゃべりに夢中になっ

たりせず、警戒心を持つ

 
(保険) 
・適用範囲→ 
(医師、病院の手配。入院の手配。緊急移送時の輸送機関の手配。弁護士の紹介・手配。付添医師・看護婦の
手配。医療情報の提供。捜索・救助機関の紹介・手配、救援者のホテルなどの手配。パスポート、クレジット

カード紛失・盗難時の手続き。保険金請求手続き関係の相談。) 
・Jiデスク ホノルルラウンジ フリーダイヤル	 	 1-877-494-9116 
地図→http://www.j-gti.com/hotelmap/ji/HNL1.pdf 
 
〈交通〉 
(航空機) 
・福岡空港 
福岡空港までの交通手段は電車 
  
国際線搭乗までの流れ→ 
http://www.fuk-ab.co.jp/flow_int/ 
国際線ターミナル３階出発ロビーAB 
(3/23 17:30には到着) 

http://www.tabienet.co.jp/infomation/fuk.html 
・遅刻 
出発時間前に連絡 
http://shonan-web.jp/lifehack/missed-flights/(乗り遅れる時) 
国際線での遅刻は、次のキャンセル待ちの便に乗せてもらえることが少ないので遅刻厳禁。 
航空会社や JTB のルールなどの紙を印刷しておき、問題発生時には提示し、冷静に係員に
説明。 
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計画性 （担当：元木	 真理子） 
 
○行程 
・スケジュールの熟読(それぞれの場所にあった服装、必要なものの確認、ホストファミリ
ーによる送迎など) 
 
○食事 
・ハワイ大学周辺の食事場所 
http://www.hawaiist.net/topics/oahu/10809 
・ファミリーへお弁当の依頼…好き嫌いを伝える。 
・チップ…料金の 10～15%を店員に渡す。5～10ドル程度持ち歩く。チップを GRATUITY
と言う場合が多い。ファストフード、ショップの店員には不要。タクシードライバーやベッ

ドメイキングの人には１ドル程。小銭よりも紙幣の方が好ましい。お釣りはもらっていい。

(Can I have ☆dollars, please?) 
http://www.ryokojoho.jp/hawaii/other/manner.cfm 
http://www.8waiimanu.net/about/manner.html 
 
○ホームステイ 
・家でのルール…靴を脱ぐかどうか等、わからなければ尋ねる。 
・会話内容…自分の住んでいる地域や自分自身のこと、国の文化、お土産について話せるよ
うにする。気になったこと、ハワイのことについて質問をしてみる。 
・大きな声で明るい挨拶をする 
・積極的にコミュニケーションをとる…英語をためらわずに使う。感謝を忘れずに伝える。
意思表示をはっきりする。 
お手伝いを申し出る。 
・手土産…お菓子(スーパーで買えるものでもよい)、扇子、漢字入り Tシャツ、手拭い、漫
画、食器類などが喜ばれる。 
・送迎のお願い…時間場所を忘れず伝える。 
 
http://english.cheerup.jp/article/382?page=1&pager_auto=1 
https://www.rarejob.com/englishlab/column/20160220/ 
https://ryugakumagazine.com/uni/1993/ 
https://ryugaku.kuraveil.jp/detail_post_1440/ 
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知識（担当：藤木	 利佳） 
 
気候 
最高気温は 27度前後 
最低気温は 18度前後 
ハワイでは雨季なので気温も変動しかちで、 
日差しは強く、乾いた風が吹く。 
朝夕は冷え込み、昼は初夏の気候。 
 
・タブー、マナー 
①横断歩道出ないところで道を渡ると罰金 
②ウミガメに触っては行けない 
(ウミガメはハワイの守り神) 
③エコバッグを持ち歩くのが常識 
④後ろに人がいる時、ドアを手で開けて、相

手が来るのを待つ 
アロハスピリットを大切に。 
 
・有料 or無料 
Wi-Fiはスターバックスやマクドナルドな
どのレストランやカフェで無料で利用でき

る。インターネット利用に関しては基本的

に日本と同じ。トイレも基本お金はかから

ない。チップについては以下の通り。 
 
・チップ 
チップとは、サービスを受けた時(レストラ
ン、ホテルなど)ではらう、お礼の意味のお
金。主流は 1ドル札。レストランなどで通
常払うもので、観光客も支払いのときにさ

りげなく渡すのが基本。ハワイを含む欧米

諸国ではチップを含む値段を考慮し、あら

かじめ価格を低くしていることも多い。 
 
 

・テーブルマナー 
①右手にグラス、左手にパン用の小皿を置く 
②スプーンやフォクが複数左右に並べられ

ている時、外側のものから使う 
③食事をしている時は、ナイフとフォークは

お皿の上に自然に、八の字に置く 
④食事が終われば、ナイフのある右側にナイ

フ、フォークを揃えておく 
 
・服装 
初夏の気候のため、半袖＋薄手の長袖 
ウィンドブレーカーなどもあるとよい 
日差しが強いので、日焼け対策はきちんと。 
 
・手土産 
緑茶や調味料などは喜ばれる。 
和菓子は、相手の好みに左右されるが、洋

菓子は基本的に喜ばれる。特に抹茶、わさ

び、醤油など、日本独自のフレーバーは◎他
にもボールペン、キャラクターグッズなど

も良い。高価なものでなくてもよく、100
均などで手に入る小物なども喜ばれる。 
 
・簡単な挨拶 
Aloha   
アロハ  こんにちは 
Mahalo    
マハロ  ありがとう 
Alohakakahiaka 
アロハカカヒアカ   おはようございます 
Alohaahiahi   
アロハアヒアヒ   こんばんわ 
Pehea'oe   
 ぺヘア、オエ  お元気ですか？ 
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・換算方法 
ハワイは米ドルなので 

今はドル×1.1くらい 
100ドルで 1セント 

 
・ハワイの歴史 
1778年	 クック船長がカウアイ島ワイメア湾に上陸する。その後、1795年	 カメハメハ、
ハワイ諸島を統一。しかし 1887年、白人によるクーデターのため、ハワイ王国は滅亡。そ
して 93年にアメリカの帰属となる。原住民達はとても悲しんだ。 
〜日本との関係～ハワイと日本は江戸時代(1800年代半ば)からの長い関係がある。1868年
には日系移民 153名が渡航。この後もハワイ政府は積極的に移民を受け入れてきたので、
日系移民は多い。1881年にはカラカウア大王が訪日。また、ハワイ側が日本の皇族に縁談
を持ちかけるほど良好な関係を築いていた。しかし日本はその後、ハワイ併合への動きを見

せ、アメリカとも対立が深まり、1941年 12月 8日に真珠湾を攻撃。敗戦後、日本は関係
を回復し、現在もハワイ出身の力士が活躍を見せるなど、良好な関係を保っている。 
 
・自国の文化(日本) 
伝えるコツは、 
①意見（日本文化に対する自分の意見を述べ

る） 
②理由（その理由を説明する） 
③例	 （その例を紹介する） 
 
覚えておきたい英単語 
衣服、眼鏡、靴などを外す take off 
主食 staple food 
武道 martial art 

神道 Shinto 
仏教 Buddhism 
キリスト教 Christianity 
おみくじ draw one’s fortune 
梅干し pickled plum 
つけもの pickles 
お好み焼き Japanese hot plate pizza 
節分 Traditional end of winter 
盆 The Bon Festival 
大晦日 New Year’s Eve 

 
出典 
http://hawaii1.jp/hawaiijyunbi/marchhawaii.html 
https://www.kaplaninternational.com/jp/blog/15_gifts_to_host_family_from_japan 
https://www.hawaiiantowns.com/travel/tips/tipping/ 
http://www.wzshkk.net/rekisi.html 
http://www.geocities.co.jp/yukyunoyakata/rekishi/hawai-rekishi10.htm 
http://jyohocal.info/table-manner-1403.html 
http://www.hawaii-stay.com/article/13788751.html 
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ハワイ基本情報（担当：一ノ宮	 綾平） 
 
・ハワイ島、オアフ島、マウイ島、カウアイ島、モロカイ島、ラナイ島、ニイハウ島、カホ

オラウェ島の 8つの島と 100以上の小島からなる。 
・アメリカ 50州の最後の州 
・アジア系の人が約 40％にものぼる。 
・公用語はハワイ語と英語となっているが、ハワイ語をしゃべる家庭は少ない。 
 
チップ	  
・レストランでの相場は 15～20％	 払わないのは非常識	  
・Keep the change, please.というと、お釣りの分をチップとして渡すことになる。 
・ハワイでは日本人観光客の為に、あらかじめ伝票にチップ代が含まれていることもある。 
 
経済 
・1970年代まで、ビックファイブという大手砂糖会社を筆頭とする複合企業が、ハワイの
経済の中核であったが、サトウキビのプランテーションの相次ぐ閉鎖により衰退。 
・現在は、軍需、観光、農業の三つを中心とした経済。およそ四分の一が観光業 
 
宗教 
・古代ハワイでは、すべてのものが霊的な力(マナ)をもつとされていた。そのマナを自由に
扱える職能者のことをカフナと呼び、マナを中心に考える思想をフナという。 
・伝統的な神話に出てくる多くの神や、祖先神アウマクワを信じていたが、両者の境界は曖

昧で、混同されることもある。 
・宣教師によってキリスト教が伝えられ、現在もっとも信仰されている(29％) 
 
芸術・文化 
・ロミロミは、古代ハワイアンの医療として発達 
・ポリネシア系のものが多い。また移民の影響を多くうけている 
・ルアウ(ハワイ式宴会)、フラなどの伝統の復興がおこなわれている。 
・ハワイ人は文字をもたなかったため、口頭伝承の一環として歌と踊りがある(フラやメレ) 
・音楽には土着のハワイアンポップスがある。 
・ウクレレはポルトガル移民が持ってきたものが原型 
・アロハシャツは男性の正装 
・生魚の切り身を使った「ポキ」 
・大皿に様々なオカズを並べて食べる「ミックスプレート（プレートランチ）」 
・日本語がそのまま現地語化したものも数多くある 
 
ハワイ・シアター 
・ハワイ国際映画祭が開かれている。ホノルルで LGBTの映画祭であるレインボウ映画祭 
http://archives.starbulletin.com/2001/05/29/features/index.html 
http://www.legendaryhawaii.com/mana/p02	 マナ 
http://www.diamondheadclub.com/jousiki/Index.htm  ハワイの常識？非常識？ 
 



 6 

https://allabout.co.jp/gm/gc/78899/ 
 
ハワイでやってはいけないこと 一般常識 
http://55paradise.com/201602-common-sense ハワイと日本 マナーやの違い 
http://m.utravelnote.com/hawaii/etc/hawaii_religion  ハワイの宗教 
http://lovehawaiikyushu.com/archives/630 
 
ラブハワイ九州 
http://eastman-w.com/topics/hawaiiana/ 
 
アメリカ 50州目・ハワイ 
 
おおよそホノルルにある観光名所＆その他 
 
ハワイ州都歴史地区 
・イオラニ宮殿、ハワイ州議会議事堂、カメハメハ像、美術館、図書館、カワイアハオ教会 
セントアンドリューズ大聖堂 、ハワイ州最高裁判所など重要な施設がそろっている 
 
カメハメハ像 
・カメハメハ１世の像 
・ハワイ州に 3つあるうちの１つで、ハワイ発見 100周年を記念にイタリアで作られたが、
輸送途中で海に没したため、再度作られたもの。 
・像のモデルはカメハメハ大王本人ではなく、宮廷で選ばれた美男子	 	  
カメハメハ１世について・・・ハワイ諸島を初めて統一。1810年、ハワイ王国を建国	 外
交能力が優れていた 
 
イオラニ宮殿：Iolani Palace 
・7代目カラカウア王が建設	 電気系統の設備や水洗トイレあり。ハイテク。 
・政府の公邸として使われていた。 
 
カラカウア王について・・・多くの国を歴訪し、外交に取り組む。 
日本では明治天皇と会見し移民の要請およびカイウラニ王女と山階宮定磨王との政略結婚

を提案した。移民の要請は成功。政略結婚は失敗。日本を訪れた最初の外国国家元首。 
http://hawaii.navi.com/miru/15/ 
 
ハワイ州会議事堂(ハワイ州政府ビル)：Hawaii State Capitol 
・イオラニ宮殿に次ぐ会議場 
・吹き抜けの中庭→火山のイメージ 
・一階海側に、ハワイ王国最後の女王、リリウオカラニの像あり 
 
リリウオカラニについて・・・王権拡大のための憲法を公布しようとするが、白人勢力の反

対革命により、王位を追われる。ハワイアン・ソング「アロハ・オエ」を作曲。 
http://www.geocities.jp/dole2563/topics/kinari-hawaii-25.html 
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ヌウアヌパリ・ルックアウト：Nu'uanu Pali Lookout or State Wayside 
・雄大な景色が見られる崖。標高 300メートル	 パリはハワイ語で崖	 強い風が吹くので
注意。 
 
・カメハメハ大王のオアフ島侵略の時に戦場になり、オアフ軍を断崖に追い詰めて、突き落

した。

http://int.gohawaii.com/jp/oahu/regions-neighborhoods/windward-oahu/nuuanu-pali-loo
kout/ 
 
ハワイ大学 
・ハワイ州ホノルル市に立地する州立大学で、キャンパスは分散しているが、マノアは一番

規模が大きく、ハワイの大学の中で最も古い歴史を持つ。「西洋と東洋の文化の架け橋」に

なることを目指す学生を受け入れる。 
・アジア系が６０％を超える。 
・入学はやや難しいらしい。出願期限：9月 1日（春入学）らしいです。よかったらどうぞ。 
	 http://www.ryugaku.ne.jp/search/data?scid=1100876 
 
ハワイ日本文化センター ：Japanese Cultural Center of Hawaii 
・在住者向けのワークショップや茶道、書道、武道のクラスが開かれる 
・おかげさまで(Okage Sama De: I am what I am because of you)」と題された常設展では
日系移民の歴史や伝統がわかる。一般：$7学生：$5。 
http://hawaii.navi.com/miru/58/ 
 
カピオラニ公園 Kapiolani Park 
・7代目カラカウア王の所有地だった。妃のカピオラニから名前をとった。 
・ハワイで一番古く、一番大きな公園 
・ホノルルマラソンのゴール地点としても有名 
http://hawaii.navi.com/miru/46/ 
 
その他 
ダイアモンドヘッド	 アリゾナ記念館ボーフィン	 国立太平洋記念墓地、アラモアナセンタ

ー、ホノルル動物園、マノア滝、ハワイ陸軍博物館、カワイアハオ教会、ハワイ・シアター、

ハワイ出雲大社、Aloha Tower、バーニス・P・ビショップ博物館など 
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体調管理（担当：東	 美羽、長野	 歌穂） 
 
〇薬関連（担当：東	 美羽） 
・風邪薬、胃腸薬、解熱鎮痛剤等自分の体

質にあったものを持っていく 
・海外の薬局で売っている薬(OTC)は日本人
にとっては用量が多すぎることがあり、効

用書通りに服用するとかえって体調が悪く

なることも 
・人から薬をもらわない (違法薬物の可能性
も) 
・高熱、体調不良時には病院をすぐに受診

する 
・持病がある場合は、診断書、英文紹介状、

薬剤所持証明などを準備しておく 
・薬は最低一週間分を手荷物に入れておく 
 ○薬（担当：長野	 歌穂） 
・市販の風邪薬・解熱鎮痛剤・頭痛薬・胃

腸薬・目薬など、何日分か持参し、万一に

備える。 
・虫刺され薬・傷薬・ばんそうこうなども

持っておく。現地の薬局でも手に入るが、

体に合わないこともある。 
・医師の処方箋で服用している薬は、国に

よっては持ち込み制限がある。(総量が約 1
ヶ月分の処方量を超える場合など)英文で書

かれた医師による証明書を携帯する。旅行

にいく前に、必ずかかりつけの医師に相談。 
・	出国手続きの際に、薬について説明を求

められる場合がある。 
〇水、食べ物（担当：東	 美羽） 
・水道水は飲まない(ハワイアンウォーター
は日本と同じで超軟水なので基本安全) 
・加熱したものを食べる 
○水（担当：長野	 歌穂） 
・日本は軟水だが、海外の水道水は硬水で

あることが多く、水が合わないために体調

を崩すこともある。水道水を口にするのは

避け、ペットボトルのミネラルウォーター

を飲む。 
・氷は見落としがちなので十分気をつける。

生水を飲むのと同じこと。 
○食事（担当：長野	 歌穂） 
・水・氷・未加熱調理品などに気をつける。 
・牛肉・豚肉・鶏肉及びその加工品、乳製

品や卵製品、生の野菜や果物の持ち込みは

不可。 
・体調を崩しそうなものは避ける。 
・食べ過ぎには気をつける。 

 
○アレルギー（担当：長野	 歌穂） 
・自分でよく把握しておく。薬は持参する。 
・今まで出たことがなくても、環境の変化で突然発症することもある。 
 
○病院（担当：長野	 歌穂） 
・病院にかかった場合、現地医師に伝えるのは以下の 3点。 
①渡航時点で治療中もしくは診断されている病気（持病）、過去に入院治療もしくは定期的

な通院治療をうけた病気（既往症）  
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②服用中のお薬（商品名ではなく主成分をあらわす一般名） 
③お薬もしくは食物アレルギーの有無 
これらを英語で説明できるように準備しておく必要がある。かかりつけの医師に「英文診断

書」の作成を依頼する。

〇情報収集（担当：東	 美羽） 
・外務省海外安全ホームページ http://www.anzen.mofa.go.jp/ 
・感染症情報［厚生労働省］ http://www.forth.go.jp/ 
・現地の医療機関、生活環境  http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/ 
 
〇時差ボケ （担当：東	 美羽） 
・朝型の人のほうが時差ボケの症状は強い 
・飛行機に乗ったらすぐに腕時計を現地の

時間に合わせる 
・到着時刻から機内でいつ寝るかを考える 
・出された機内食はしっかり食べる 
・太陽光を浴びる 
・日本出発の 2、3日前から早寝早起きをし
て機内で寝れるようにする 
・出発前にできるだけ日光を避ける 
・機内では日本のことではなくハワイのこ

とを考える 
 

○時差ぼけの対処法（担当：長野	 歌穂） 
・飛行機に乗り込んだら、すぐに腕時計の

時間を現地時間に直す。 
・機内での睡眠時間を考える。 
・太陽光を浴びる。 
・出発の 2～3日前から早寝・早起きをして
機内で眠れるよう時間調整する。 
・到着後、現地時間にあわせて活動する。

体内時計は不十分であっても、初日から現

地時間で活動することにより、翌日、遅く

とも翌々日には解消する。 
・着後、昼寝をしないで我慢する。

〇保険（担当：東	 美羽） 
・現地で事故にあったら t@bihoたびほサポ
ートラインに連絡、 
・必要な書類は、病気、ケガの場合：医師

の診断書、治療費の明細、支払いの領収書

など 
・携行品の破損、盗難：警察への盗難届出

証明書、第三者の事故証明書など 

○保険について(t@biho)	  （担当：長野	 歌
穂） 
 病気や怪我のとき 
①t@bihoサポートラインへ連絡(24時間365
日対応) 
②医療機関の紹介・予約 
 その他の事故の場合 

(携行品の盗難・破損、航空機遅延など) 
①現地で必要な書類を揃える 

帰国後にたびほ「Web保険金請求」から事
故の連絡 
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 〇ハワイの気候（担当：東	 美羽） 
・3月のハワイの気温は、平均最高気温は 27度前後、平均最低気温は 18度前後 
・10 月から長い間続いていた雨季は 3 月までなので、スコールはもちろんのこと、1 日中
雨が降り続いていることも 
・日中は半袖で充分過ごせる 
・ホテルやレストラン、ショップ、バスなどは「結構、冷房がガンガンかかっているらしい

ので、長袖のカーディガンかパーカーを持参したほうが良い 
・1年中昼間の日差しは強いので、帽子やサングラスや日焼け止めはあったほうが良い 
 
○服装（担当：長野	 歌穂） 
・3月のハワイの気温は、平均最高気温は 27度前後、平均最低気温は 18度前後。重ね着・
着脱の簡単な服装にする。 
・雨季は 3月までなので、スコールはもちろん、1日中雨が降り続いていることもある。よ
って、晴れにも雨にも対応できる服装がよい。 
・屋外は日差しが強いことが予想されるので、帽子を持参。日焼け止めは必須である。 
 
○目的意識（担当：東	 美羽） 
・常に何かを学ぶ積極性 
・グローバル 
・視野を広げる 
・自分の意思をもち、はっきり伝える 
・英語を積極的に使う意識 
出典は、 
http://hschome-gw.hsc.chiba-u.ac.jp/news/ryugaku_kenko_201504.pdf 
http://www.travelerscafe.jpn.org/jisaboke.html 
https://matome.naver.jp/m/odai/2134279922958989001 
https://sp.hokende.com/damage-insurance/overseas_travel/qa/13 
http://www.hawai-ryokouki.com/cat1/123.html 
http://cure-relaxroom.com/2945.php 
 
○心構え（担当：長野	 歌穂） 
・受け身でなく、積極的になる。 
・多少のトラブルを恐れない。 
・Yes/Noをきちんと言う。 
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現地活動予定 
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現地責任者 
Kevin Ching | Project Director 
ching@lbe-hawaii.com | 携帯 808.679.6776 
 
宿泊先（到着日ホテル）Aston Waikiki Sunset 
229 Paoakalani Ave, Honolulu, HI 96815	 電話 808.922.0511 
 


