
BASICS Video Script  

基本的なビデオスクリプト 

Slide 1.) Welcome to Humboldt State University! 

ハンボルト州立大学へ、ようこそ。 

Slide 2.) The United States is a diverse, safe, and fun country in which to study! This presentation video will 
provide you with useful information on how to adapt to American culture.  

米国は、勉強するにあたり文化が多様で、安全であり、楽しい国です。このプレゼンテーショ

ンビデオではアメリカ文化に適応するために必要な情報を提供します。 

Slide 3.) The United States is often referred to as a Melting Pot. A “Melting pot” is where many cultures and 
ethnicities living together in the same space. There is lots of diversity in the United States, with regards 
to ethnicities, religions, family structures, gender roles, sexual orientations, and more. The USA 
promotes equality for ALL people, so we encourage you to Respect these differences. 

米国はしばしば「人種の坩堝（Melting pot）」と呼ばれています。人種の坩堝とは、多くの文

化や民族が同じ空間で一緒に住んでいることを指します。米国における多様性の多くは民族、

宗教、家族構成、男女の役割、性的指向等を意味します。米国はすべての人への平等を提唱し

ているため、文化を尊重するようにしてください。 

Slide 4.) Culture Shock is the shock of a new environment. For some, meeting lots of new people and learning the 
ways of a different country and it’s culture can be overwhelming. You may have difficulty being 
separated from the important people in your life who give you support and guidance (such as family, 
friends, colleagues, and teachers), who you would normally talk to at times of uncertainty. You might 
experience several things, including feelings of surprise, uncertainty, confusion, and anxiety. You may 
have difficulty concentrating or find it harder to focus. You might even experience health effects such as 
headaches or stomach aches. These experiences are normal, and remember, you are not alone! 

違う文化や様式を他国で学ぶことは良い経験になりますが、同時にカルチャーショックを引き

起こすことがあります。常にあなたをサポートしてくれていた身近な人間（家族、友人、同僚、

教師など）に気軽に相談することができないという環境に戸惑うかもしれません。不安や混乱

は、集中力散漫や注意力低下につながります。このような精神状態は、頭痛や胃の痛み等の健

康面へ影響を与える可能性があります。このような状態を経験するのはあなただけではなく誰

もが体験することですので、心配はありません。そのことを忘れないでください。 

Slide 5.) (HSU Culture Shock Video)  

HSU カルチャーショックに関してのビデオ 

Slide 6.) There are plenty of fun things to do in Arcata and the surrounding area. Get involved in the community! 
Eat some delicious and unique foods- both local and organic. Try new things. Go see some live music (be 
aware that venues with alcohol are ALWAYS limited to people who are 21 and older). You can join a club 
on campus to meet people: there are clubs for sports, arts, history- everything!! 



アーケータやその周辺地域には、観光地として魅力的な場所がたくさんあります。コミュニテ

ィーに参加をして下さい。ローカルでオーガニックのユニークで美味しい食材を食べてみてく

ださい。新しいことを試してみて下さい。例えばアメリカのライブハウスでカントリー音楽の

ライブを見に行くのもお勧めします。（ただしライブハウスは特に夜などアルコールに関して

の入場規制を行う場所もあるので、その点には注意してください。アメリカでの飲酒可能年齢

は２１歳以上です。）また、色々な人々に出会うことのできるキャンパス内のクラブ活動に参

加することもできます。スポーツ、芸術、歴史など様々なクラブがあります。 

Slide 7.) As opposed to European and Japanese ways of writing the date, calendar dates in the United States 
written as month/day/year. This can be very confusing for students who are new to this country. It is 
best to write out dates using the name of the month in order to avoid confusion.  

ヨーロッパは「日付/月/年号」、日本では「年号/月/日付」の順で表記しますが、アメリカの場

合、日本に似てますが年号が最後になり、「月/日付/年号」と表記します。初めて米国に来た

場合は混乱するかもしれませんが、年号を後ろに表記するという点以外に相違点はありません。 

Slide 8.) On most holidays, business and non-essential government offices will be closed, and school will be 
cancelled. Traveling can take a lot longer than usual on these days because many people are traveling to 
visit their families. Plan ahead! Order any plane tickets far in advance, and expect delays due to heavy 
traffic.  

休日や祝日は、学校を含め多くの公共機関の休業日です。多くの人は家族を訪ねることに休み

を使うため、休日は長く取る傾向があります。そのため、渡米プランは早めに立て、事前に飛

行機のチケットを購入して下さい。また、交通渋滞による遅延に注意してください。 

Slide 9.) It’s a good idea to be careful expressing things with your hands, at least at first. A hand gesture might 
mean something in your country, but it could mean the opposite in another country. If you’re not sure, 
you can ask someone. Just take a look at some of these examples. 

ジェスチャーについて事前に調べておいてください。日本では意図した通りに通じても、他国

では反対の意味を持つ場合があります。不安な場合は誰かに尋ねて下さい。さらにいくつか調

べてみてください。 

Slide 10.) Recycling: Our beaches and forests are very clean. People in Humboldt County are proud to live in such 
a beautiful place, so we take very good care of it. Please reduce waste and use reusable items. 
Humboldt State University is one of the top “green campuses” in America. “Green,” here, means that it 
is good for the environment. Reduce, reuse, recycle is a common motto for sustainable living.  

リサイクルに関して：ビーチや森林は非常にきれいに管理されています。ハンボルトエリアの

人々はそのような美しい場所に住んでいることを誇りに思っているので、自然エリアでは良好

な管理がなされています。無駄を無くし、再利用されているものを使用するようにして下さい。

ハンボルト州立大学はアメリカでトップの「グリーンキャンパス」の一つです。「グリーン」

とは、環境にやさしいということを意味します。リデュース、リユース、リサイクルは、持続

可能な生活のための考え方です。 

Slide 11.) You may have noticed, but Humboldt County is not like Hollywood…. The weather here is very different. 
It is foggy and rains often in the fall, winter, and spring seasons. But the weather in summer can be very 



nice. Humboldt weather changes often and can be unpredictable! Please stay healthy. It is very easy to 
catch a cold during the rainy season. Always be prepared for rain! Wear layers and have an umbrella 
handy.  

ハンボルト郡はサンフランシスコやロスとは大きく異なります。天候は大きく違い、春、秋、

冬の季節のほとんどは霧と雨が降ります。しかし、夏は非常に素晴らしい天候です。ハンボル

トの天候は変化しやすく、予測不可能です。雨季には風邪を引きやすくなるので、体調管理に

は気をつけて下さい。雨が降ったときのために常にレインコートや傘を準備しておいてくださ

い。 

Slide 12.) Temperature: In the United States, temperatures are most often reported in Fahrenheit, and 
occasionally also in Celsius. To convert Fahrenheit to Celsius, subtract 32 and multiply the result by 5/9. 
The following table lists a few common temperature conversions. 

気温に関して：米国で最も頻繁に使う気温単位は華氏（°F）で、時折、摂氏（°C）も使用しま

す。華氏を摂氏に変換するには、32 を引き、5/9 を掛けます。次の表は、一般的な温度変換の

一覧表です。 

Slide 13.) We use the English system in the United States for weights and measures. These charts convert between 
the English and metric systems for the most commonly used measures. 

米国では重さと長さを測るために米国単位式を使用しています。これらのチャートは、最も一

般的に使用されている単位を米国式とメートル法で変換します。（アメリカはポンド、フィー

ト、ヤードを使用するのに対し、日本をはじめ多くの諸外国では、センチ、キログラム、キロ

メートルを使用しますので、下記の表に従い変換してください。） 

Slide 14.) Homeless people do exist in the USA, and are common in Humboldt County. In Arcata, most homeless 
people are harmless. They may ask you for money or leftovers. If you feel the need to give, it’s better to 
give food. 

ホームレスの方々はアメリカに多く存在し、ハンボルト郡では一般的です。アーケータでは、

ほとんどのホームレスは無害です。彼らはお金や食べ残しの寄付を乞う場合があります。彼ら

に寄付をする必要性を感じた場合は、食べ物を与える方が良いでしょう。（食べ残しをどうし

ても手に持っておけない場合にだけ、あげるようにしてください。） 

Slide 15.) Transportation: You will receive free Public Transportation w/ your HSU Jack Pass! The three public bus 
systems in Humboldt County are: Arcata & Mad River Transit System (for local Arcata transit), Eureka 
Transit Service (for transportation around Eureka), and Redwood Transit System (which provides 
transportation throughout Humboldt County).  

交通に関して：HSU から発行されるジャックパス（HSU Jack Pass）を使用すると、公共交通機

関が無料で利用できます。ハンボルト郡で運営されている３つの公共バスシステムは、次のと

おりです。 

アーケータ＆マッドリバートランジットシステム（Arcata & Mad River Transit System：アーケー

タエリアのみ運行しているバスサービス） 



ユーリカトランジットシステム （Eureka Transit Service：ユーリカエリアのみ運行しているバス

サービス） 

レッドウッドトランジットシステム（Redwood Transit System：ハンボルト郡全体を走るバスサ

ービス） 

Slide 16.) The currency used in the United States is called the Dollar. The symbol for the United States Dollar is an 
“s” with two lines going through it vertically. If you are paying a large amount for something (like rent or 
tuition), or if you don’t want to carry around lots of cash, you can use a check. To get checks, you must 
set up a bank account. Come to the Center for International Programs if you would like information or 
help opening a bank account.  

米国で使用されている通貨はドルです。 ドルマークは「＄」このように表記されます。もし多

額の金額を支払う（例えば家賃や学費など）場合、もしくは現金を多く持ち歩かなくてはなら

ない場合には、チェックを使用することをお勧めします。チェックを取得するには、銀行口座

を開設する必要があります。これらに関する詳しい情報、もしくは銀行口座開設に関しての手

助けをご希望の場合は、留学生オフィスまでお越しください。 

Slide 17.) There may be some differences for you when you dine in the United States… For example, “TIPPING” or 
“GRATUITY” is extra money you give for good service; it is not included on the bill. Tipping is only 
expected in restaurants which offer table service. You don’t need to tip at McDonald’s. Tipping is normal 
and polite behavior. It is generally 10-20% of the final bill. 20% is for extremely good service, when the 
waiter or waitress was polite, attentive, and accommodating.  

米国での食事にはいくつか日本との相違点があります。例えば、「チップ制度」です。チップ

とは、お店側から良いサービスを受けた場合に余分に支払うサービス料金のことです。この料

金は会計に含まれていないことが多いです。チップはレストランのみで導入されている制度で

す。テーブルにウェイターやウェイトレスがつく場合に支払う料金なので、マクドナルドなど

のファストフード店では支払う必要はありません。チップは支払うのが礼儀です。一般的には

会計に 10〜20％上乗せした金額を支払います。この上乗せ分（チップ）は、ウェイターやウェ

イトレスが、礼儀正しく、きちんとした気配りをし、そして非常に良いサービスを提供してく

れた場合に支払われるべき対価になります。払わなかった場合は、『貴店のサービスは最低だ

った。二度とこんな店には来ません。』と意思表示したものとお考え下さい。逆に慇懃無礼な

振る舞いをしたウェイターやウェイトレスには支払う必要はありません。 

Slide 18.) BASICS  |  Culture, Dining - Most Americans eat 3 meals every day- breakfast, lunch, and dinner: 
Breakfast: is usually between 7:00 and 8:00 am on the weekdays. It is usually a light meal with only 1 
course. Here are some typical breakfast foods: cereal with milk, toasted bread or a muffin with butter, 
or potatoes and eggs. Lunch: usually occurs between 11:00 am and noon. It is also a light meal with only 
1 course. Typical lunch foods may include soup and salad, pizza, or a sandwich. Dinner: is usually 
between 6:00 and 8:00 pm. This is the main meal of the day for most Americans. Typical dinner foods 
are usually heavier and may include pasta, potatoes or rice, or ethnic cuisine. Dinner is usually followed 
with a sweet dessert like cake or ice cream. 

基本的な文化と食事に関して：ほとんどのアメリカ人は一日に 3 回の食事を取ります。（朝食、

昼食、夕食です。） 



朝食：通常、平日の午前 7時から 8時の間に取ります。通常軽い食事で済ませます。典型的な

朝食は牛乳、トーストとバター、またはジャガイモと卵のマフィンと穀物（オートミール）な

どです。 

昼食：通常は午前 11時から正午の間に取ります。軽い食事で済ませる場合が多いです。典型的

なランチのメニューは、スープやサラダ、ピザ、またはサンドイッチなどです。 

夕食：通常午後 6時から 8時の間に取ります。夕食はほとんどのアメリカ人のメインの食事に

なります。典型的な夕食のメニューは通常重いものが多く、パスタやポテト、もしくはライス

かエスニック料理になります。さらに夕食後はケーキやアイスクリームなど甘いものが付くこ

とがあります。 

Slide 19.) Body language and communication are different in every culture. In the United States, people stand 
about 2 feet (or 0.6 meters) away from each other when talking. This gives your conversation partner 
personal space to feel comfortable. Let people move towards you- don’t try to force closeness. Also, 
avoid physical contact for casual acquaintances; an arm on the shoulder may be off putting when you’ve 
just met someone.  

ボディランゲージとコミュニケーションは、文化によって意味が異なります。米国では、会話

をする際、互いに約 2 フィート（0.6 メートル）離れて立ちます。これは会話する人とあなたが

互いに快適に感じるために必要な空間になります。あまり近づきすぎて相手にプレッシャーを

与えないようにしてください。また、出会ったばかりの人との物理的な接触は避けて下さい。

手を肩に置いただけでも振り払われる可能性があります。 

Slide 20.) When meeting someone new, it is customary to exchange names and shake hands, like so: Your 
handshake should be firm, but not overpowering or painful. 

新しい人に会う際には、名乗り合い握手をするのが通例ですが、相手の握力が強すぎることが

あるので注意してください。また、握手が強すぎて相手に痛みを与えることがないようにして

ください。 

Slide 21.) Here are some Campus Resources if you are interested in sports or other physical activity: The Student 
Recreation Center (SRC) includes the gymnasiums, sports fields, and swimming pool. The Recreation and 
Wellness Center (RWC) offers alternative classes like Archery or ropes.  Center Activities provides off-
campus adventures like camping or backpacking, and leisure activities year-round! 

スポーツやフィットネス等に興味がある場合は、キャンパス内に施設が用意されています。そ

れは以下のとおりです：学生レクリエーションセンター（The Student Recreation Center: SRC）

には、体育館、運動場、プールが含まれています。レクリエーション・ウェルネスセンター

（The Recreation and Wellness Center: RWC）は、アーチェリーやロープなどの外部クラスを提供

しています。センターアクティビティ（Center Activities）は学校外でのアドベンチャー、主に

キャンピングやバックパッキング、もしくは様々な屋外レジャー活動を用意しています。 

Slide 22.) The HSU Library is a great place to study and do research.  

HSU 図書館（The HSU Library）は勉強や資料の収集を行うのに最適な場所です。 

Slide 23.) The HSU Student Health Center is where you can receive medical treatment at low or no cost to you. 
These qualified staff are ready to help! 



HSU の学生用のヘルスセンター（HSU Student Health Center）は無料、または低価格で診察や診

療を受けることが出来ます。資格のあるスタッフが常に待機しています。 

Slide 24.) Volunteer Resources: If you are interested in volunteering or are required to volunteer by your program 
or sponsor, there are several resources on campus that can help you. The Youth Educational Services or 
“YES House” and the Campus Center for Appropriate Technology are two excellent resources for 
volunteer experience. 

ボランティアに関して：ボランティアに興味がある、またはプログラムもしくはスポンサーか

らボランティアに参加するように指示が出ている場合、キャンパス内でボランティアをする機

会をいくつかご用意しています。青少年教育サービスや「YES ハウス（YES House）」やキャン

パスセンター（Campus Center for Appropriate Technology）はそのうちの二つであり、素敵なボ

ランティア経験を提供しています。 

Slide 25.) Please come by to see us anytime at the Center for International Programs- we are here to help. The 
following video is important information for how to communicate with the Front Desk in the Center for 
International Programs. In order for us to assist you as best we can, there are procedures that we must 
follow. Please take a look:  

いつでも留学生オフィスにお越しください。私たちは手助けをするためにここにいます。次の

ビデオは、留学生オフィスのフロントデスクでのコミュニケーションの取り方に関する重要な

情報についてです。私たちが出来うる限りあなた方を支援するためには、私たちが従わなけれ

ばならない手順があります。ご覧ください。 


