
SAFETY Video  

安全に関するビデオ 

Slide 1.) Welcome to the Center for International Programs SAFETY Presentation. This slideshow will show you 

how to be safe on campus, at home, and in the community.  

IELI の安全に関するプレゼンテーションへ、ようこそ。このスライドショーは地域社会、自宅、

キャンパスでの安全の確保の方法についてご紹介いたします。 

Slide 2.) If you ever feel unsafe, ASK FOR HELP. The members of the University Police Department, or UPD, are 

here to help you. Please use them! Also, be sure to know your rights and how you should be treated by 

the police. UPD offers an ESCORT SERVICE- call UPD if you would like a ride to your car, dorm, or the bus 

stop (if you feel unsafe on campus, late at night for example). 

危険を感じた場合は、必ず助けを求めるようにしてください。ハンボルト州立大学警察署

（University Police Department）、または UPD のメンバーは安全を維持するために存在していま

す。危険な状況下では彼らを頼ってください。また、自身の権利、そして警察による待遇を知

っておいてください。UPD は護衛サービスを提供していますので、キャンパス内の安全性が心

配な夜間などに車、寮、またはバス停までの送り迎えが必要な場合は UPD にお電話ください。 

Always use the “buddy system,” meaning always walk with another person that you know, especially at 

night. Another UPD service is the Campus Blue Light System: if there is an emergency on campus at 

night, or anytime, find a Blue Light pole and push the red button to call UPD.  

「バディシステム（buddy system）」はいつでも活用してください。バディシステムとは、特

に夜間に外出する場合に、知り合いと一緒に歩くことです。他の UPD サービスとしてキャンパ

スブルーライトシステム（Campus Blue Light System）が挙げられます。夜間等にキャンパス内

で緊急事態が起こった場合には、ブルーライトポールを見つけ、赤いボタンを押して UPD に電

話を掛けてください。 

Slide 3.) If you ever need to speak to the University Police Department, dial 5555 In case of an emergency on 

campus: Dial 5555 from any campus phone, or, using your cell phone, you can dial 707-826-5555. If you 

have a life-threatening emergency, dial 911 immediately from any phone!  

大学警察署に連絡を取る必要がある場合、もしくはキャンパス内において緊急事態が起こった

場合は、5555 に電話をしてください。キャンパス内の電話機から掛ける際には 5555、お手持

ちの携帯電話からは 707-826-5555 にダイヤルしてください。もし生命に関わる緊急事態が起こ

った場合は、どの電話機からでも 911 に早急に電話をするようにしてください。 

Slide 4.) An Active Shooter situation on-campus is incredibly unlikely, but it’s always a good idea to be prepared! 

If someone is on campus with a gun: 1) RUN – escape if possible and dial 911 immediately.  2) HIDE – if 

no escape is possible, hide and lock or barricade the doors. Silence your cell phones and quietly call 911 

if possible. 3) FIGHT – defend yourself if necessary! Use physical aggression to stop or incapacitate the 

shooter. 

キャンパス内での危険な発砲が起こることは極めて稀ですが、常に準備はしておいてください。 



もし誰かが銃を持ってキャンパス内に侵入した場合は：１）逃げる：可能であれば避難し、早

急に 911 をダイヤルしてください。２）隠れる：避難が不可能な場合には、ドアをロック、ま

たはバリケードを作って隠れてください。携帯電話からの通話が可能であればサイレントモー

ドに設定し、迅速かつ静かに 911 にご連絡ください。３）戦う：必要に応じて自己防衛をして

ください。犯人の攻撃を止めたり、無力化するために物理的な攻撃を使用して下さい。 

Slide 5.) Because of the weather, you will probably “catch a cold.” If you are becoming sick, you do NOT need to 

go to the hospital. Instead, go to the Student Health Center. Avoid spreading germs by covering your 

cough with your elbow, NOT your hand. Be sure to wash or sanitize your hands often to stay healthy and 

stop the spreading of germs 

天候の変化によって風邪を引くことがあるかもしれません。風邪の引きかけなど、軽い病状で

ある場合は病院に行く必要はありません。代わりに、学生用のヘルスセンター（Student Health 

Center）へ訪れるようにしてください。咳をする際には、手ではなく腕で口を覆うことによっ

て病原菌を拡散しないようにしてください。手洗いや除菌スプレーなどを頻繁に使って手を清

潔に保ち、健康を保つことによって病原菌の拡散を防いでください。 

Slide 6.) Please use caution when walking alone at night. Always use the crosswalk… it’s the law!  (You can get a 

“jaywalking” ticket for breaking this law, which can cost up to $200.) Be sure to look both ways before 

crossing the street. Do Not expect cars to stop for pedestrians. Do some research to learn what the 

street signs mean for pedestrians. 

夜間に一人で歩くときは十分注意してください。常に横断歩道を歩くことは法律で定められて

います（この法律を犯した場合、$200 以下の罰金を支払わなくてはなりません）。通りを横断

する前に左右を確認してください。 歩行者のために自動車が停止するということはほとんどあ

りません。（アメリカでは歩行者は弱者という認識がありません。免許証も日本ほど取得が難

しくないので、周りを確認せずに突っ込んでくる危険なドライバーも多くいます。横断歩道前

では必ず一旦止まり、左右を確認し、ドライバーと目が合ってから渡るようにして下さい。ア

メリカでは赤信号でも右折ができます。つまり、右折のときに車ばかり気にして、歩行者を気

にしない車が多いということです。）歩行者に対する道路標識の意味を調べておいてください。 

Slide 7.) You can buy a bicycle for easy transportation around town. Arcata is very bicycle-friendly. Be sure to ride 

your bike in the same direction as cars. Always wear a helmet. Do not expect cars to stop for you; be 

sure to make eye contact with the car drivers before turning. It’s a good idea to review ALL bicycle laws 

before riding a bike in vehicle traffic. 

町周辺での簡単な移動手段として自転車を購入することができます。アーケータ（Arcata）は

自転車に非常にやさしい町です。自転車に乗るときは車と同じ方向に走るようにしてください。

常に自転車用のヘルメットを着用してください。自転車のために自動車が停止することはほと

んどありません。道を曲がる際には、自動車のドライバーとアイコンタクトを取るようにして

ください。自転車に乗る前に自転車の法律を一通り見直すことをお勧めします。 

Slide 8.) Here is a comprehensive list of weapons that are PROHIBITED on campus: “Firearms, ammunition, 

switch-blade knives, dirks, daggers (knives with more than one edge sharpened), ice picks, non-folding 



knives with fixed blades longer than 2½”, bows & arrows, swords, nunchucks, metal knuckles, belt 

buckle knives, billy clubs, slingshots, air-powered (airsoft) replica guns, BB devices/guns, spot markers or 

paintball guns, laser guns, stun guns, Tasers®, and less lethal weapons” Do NOT bring any weapons to 

class or on campus. You could get into serious trouble.  

ここではキャンパス内で携帯が禁止されている武器のリストをご紹介します。 

「銃器、弾薬、刃先が飛び出すナイフ、短刀、短剣（複数の尖ったエッジのついている）、ア

イスピック、2.5 インチよりも刃先の長い折りたたまないタイプのナイフ、弓矢、剣、ヌンチャ

ク、メリケンサック、ベルトバックルナイフ（ベルトに隠すタイプのナイフ）、トンファー、

パチンコ、エアガン、BB ガン（BB 弾を発射する銃）、スポットマーカーやペイントボール銃、

レーザー銃、スタンガン、テーザー銃、人を死に至らしめる危険な殺傷兵器もしくは武器」 

クラスやキャンパスにこれらの武器を持ち込まないでください。深刻なトラブルに巻き込まれ

る可能性があります。（特にアメリカは警官の発砲が日本よりも安易に許可されています。ふ

ざけて上記の武器を携行した場合、刑務所もしくは裁判所への連行、最悪その場で射殺される

可能性もありますので気をつけて下さい。） 

Slide 9.) Here are some general rules to stay safe off campus. Please use caution when walking alone at night. 

Always be aware of your surroundings. Always lock the doors & windows of your home at night when 

leaving; leave your car locked also. Do not buy drugs from anyone, and do not leave your drink 

unattended. Do not use dark alleyways as shortcuts.  

ここではキャンパス外で安全に過ごす為のルールをご紹介します。 

夜間に一人で歩くときは十分注意してください。常に周囲に気をつけてください。夜間に家を

離れる場合は、必ず家のドアや窓に鍵をかけるようにしてください。また、車から離れる場合

にもしっかりと施錠をするようにしてください。麻薬やドラッグを絶対に購入しない、また、

パーティー等で飲み残して少しでも目を離してしまった飲み物は再び飲まないでください。中

にドラッグや睡眠薬を入れられている可能性があります。近道（shortcuts）であったとしても

暗い路地は歩かないでください。 

 

Slide 10.) For your safety, do not carry lots of cash with you! Avoid flashing your money. Don’t give thieves a 

reason to rob you. Instead, get a bank account and use a debit/credit card for day to day transactions.  

安全を考慮し、多額の現金は持ち歩かないでください。現金を持ち歩く場合には見えないとこ

ろに携行してください。泥棒に窃盗対象として狙われないように心掛けてください。現金を使

用する場面では、銀行口座を取得し、即日支払いのできるデビット/クレジットカードを使用し

て下さい。 

Slide 11.) Smoking is ONLY allowed in some places on campus. Look for the sign that says you can smoke there. In 

California, it is illegal to smoke inside of any public building, or within 20 feet of an entrance to a public 

building. Putt your cigarette “butts” in an ashtray.  



喫煙はキャンパス内のいくつかのエリアでのみ許されています。喫煙できる場所を示した看板

を探してください。カリフォルニア州では、公共の建物の中での喫煙は違法となっています。

また、公共の建物の入り口の 20 フィート以内での喫煙も違法になります。タバコの吸い殻は灰

皿または携帯灰皿に捨ててください。 

Slide 12.) Marijuana is ILLEGAL under Federal Law. We advise you to avoid people using marijuana. Buying, selling, 

or using ANY drugs can lead to legal trouble with the State/Federal government. It can also jeopardize 

your Visa, Result in expulsion from the program, Cost you lots of money! 

マリファナは、連邦政府が定めた連邦議会法の名の下において違法です。マリファナ使用者と

の接触は避けたほうがよいと忠告しておきます。どのようなドラッグでも、購入、販売、また

使用することは、いかなる理由であっても、州法もしくは連邦政府の法に触れる行為だという

ことを心得てください。このような行為に及んだ場合、米国ビザは失効、結果的にプログラム

からの除籍と多額の罰金の支払いが命じられます。 

Slide 13.) In the United States, the drinking age is 21. If you are under 21, it is illegal for you to drink alcohol. Even 

if you are 21 or older, you cannot drink alcohol in on-campus housing. If you break this law, you can go 

to jail, be fined up to $500, and/or have to do community service. At a party, keep an eye on your drink. 

Also, know what you’re eating. Ask somebody if you’re not sure! 

米国での飲酒年齢は 21 歳からです。21 歳未満の場合は違法になります。21 歳以上である場合

でも、キャンパス内の寮ではアルコールを飲むことは禁じられています。この法律を犯した場

合、刑務所へ連行、もしくは$500 以下の罰金、またはコミュニティーサービス（地域奉仕：

community service）を命じられます。パーティーでは決して飲み物から目を離さないでくださ

い。また、食べ物を確認してください。何を食べているのかがわからない場合は、誰かに尋ね

てください。 

Slide 14.) We often experience small earthquakes in Humboldt County. When an earthquake is happening: Stay 

Calm! They are short-lived and will pass quickly. Stand in a doorway or under a sturdy desk or table.  

ハンボルトエリアではしばしば小さな地震が発生します。地震発生時：落ち着いてください。

地震の規模は小さくすぐに揺れは収まります。玄関口で待機するか、頑丈な机やテーブルの下

に潜ってください。（日本人ならハンボルトの地震の大きさでパニックに陥ることはほとんど

ありません。大きな地震は滅多に起こりません。しかしながら、津波は気をつけてください。

Eureka 沖の海底は複数のプレートが組み合わさってできています。Arcata と Eureka は低地にあ

りますので、留学オフィスの人やホストファミリーなどに詳しく話を聞いてみてください。） 

Slide 15.) Always be prepared! Notice the Emergency Assembly Point (or EAP) posters – there is one in every 

classroom. Also, be sure to know what fire alarms are, where they are located, what they sound like, 

and how to use one. DO NOT use the fire alarm unless there is a fire! This is against the law! The building 

will be evacuated and there is a $5000 fine! Also, do not open any doors that say Emergency Exit Only – 

an alarm will sound! 

災害に対して常に準備はしておいて下さい。エマージェンシーアセンブリーポイント

（Emergency Assembly Point/EAP）ポスターを注視してください。すべての教室に一枚貼ってあ



ります。またファイアーアラーム（火災報知器：fire alarms）は何か、どこに設置されているの

か、どんな音なのか、そしてどう使うのかを理解しておいてください。火事がない限り、火災

警報は使用しないでください。これは法律違反となります。火事が起こっていないのにも関わ

らず故意にアラームを鳴らした場合には、建物は封鎖され、$5000 の罰金が課されます。また、

非常ドア（Emergency Exit Only と明記されているドア）は開けないでください。アラームが作

動してしまいます。 

Slide 16.) Please, for your own safety, do not swim where the current is too strong, both in the rivers and the 

ocean. Never turn your back on the ocean! In Northern California, there are “rip tides” and “sneaker 

waves.” Both are dangerous and can approach without notice. Don’t go swimming unless you are a 

strong swimmer.   

自身の安全のために、流れの速い海や川等では泳がないでください。できないことはできませ

ん（Never turn your back on the ocean）。北カリフォルニアでは、リップタイドやリップカーレ

ント（離岸流：rip tides/rip current）スニーカーウェーブ（潮衝：sneaker waves 潮流の衝突に

よる激浪水域）が有名です。これらはどちらも大変危険であり、気づかないうちに接近してき

ます。プロの水泳選手でない限り、泳ぎには行かないでください。これらの流れに捕まってし

まった場合は、抗わずに沖まで流され、抜け出るのを待ってください。 

Slide 17.) If you have any questions about LAWS, SAFETY, or anything else, you can go to the University Police 

Department. They are here to help you and they are very nice. Please watch this video about the 

Humboldt State University Police Department.  

法律、安全、その他の質問がある場合は、大学警察署に尋ねに行くことができます。警察署は

安全を維持するために存在しており、質問にも優しく回答してくれます。ハンボルト州立大学

警察署については、このビデオをご覧ください。 

 

(UPD VIDEO)  

“Hello. I’m Officer Thompkins with the Humboldt State University Police Department. Our department, 

also known as the UPD, is located here on campus. I am the UPD’s international student liaison officer. 

On behalf of the University and my department, I’d like to welcome you to Humboldt State.”  

“Here in the United States we have multiple levels of law enforcement, including municipal and city, 

county, state, and federal law enforcement. All of the officers here at the UPD are certified state police 

officers, and we are here 24 hours a day, 7 days a week, if you ever need any help. Our main priority 

here is safety; we’re not here to get you in trouble, we’re here to keep you safe.” 

“Since your safety is our priority, the University has taken several measures to ensure the safety of its 

students, faculty, and staff. One of those measures is our Blue Light Safety Phones. If you ever need 

help, press the red button, and UPD will respond. You can also call 911 from any phone, and UPD will 

respond.”  

『こんにちは。私はハンボルト州立大学警察署の責任者である Thompkins です。私たちの署は

UPD とも呼ばれており、キャンパス内に設置されています。私は UPD の留学生担当警官



（UPD’s international student liaison officer）です。大学と署を代表して、ハンボルト州立大学に

あなたを歓迎します。』 

『ここ米国では、自治体や市、郡、州、および連邦法執行機関を含む複数の水準の法執行機関

によって州が形成されています。ここ UPD の役員は全員が州警察官に認定されており、一日

24 時間、週 7 日間大学警察署に勤務しておりますので、助けが必要な場合はご連絡ください。

私たちの主な優先事項は安全です。我々はあなたがトラブルに巻き込まれることを望みません。

なぜなら我々は安全を確保するためにここにいるからです。』 

『我々の最優先事項はあなたの安全です。そのため大学は、学生、教職員、およびスタッフの

安全を確保するために、いくつかの措置を講じています。これらの対策の一つがブルーライト

システムです。助けが必要となった場合、赤いボタンを押してください。UPD が対応をさせて

いただきます。また、どの電話機からでも 911 に電話を掛けた場合、UPD が対応させていただ

きます。』 

“UPD will respond to: （UPD が対応する主な例：） 

 Crimes in progress （現在進行中の犯罪） 

 Medical and fire emergencies （医療や火災における緊急事態） 

 Natural disasters （自然災害） 

“UPD also offers: （UPD が提供しているサービス：） 

 Blue light phones （ブルーライト電話） 

 Safety escorts （キャンパス内護衛サービス） 

 Vehicle unlocks and battery starts （車両の鍵をかけたまま鍵を置いて外に出てしまった

り鍵をなくした場合、UPD が鍵を開けます。バッテリーが死んだ場合にも再びエンジン

をかけるのを手伝います。） 

 Lost and found property （紛失物の取り扱い） 

“I wish you all very safe travels, and I look forward to meeting you all in person. Thank you.”  

皆さんの無事な渡米を祈り、キャンパスで直接お会できるのを楽しみにしております。 

ありがとうございました。 


