候なので、コートやダウン
金額的には、１～２万円
程度で十分に買い物はでき

すので注意が必要です。
※一万円＝約ＲＭ３００。

も構いませんが、ＲＭを取
り扱う銀行は限られていま

地での手渡しを予定してい
ます。個人で両替を行って

（万円単位で）集金し、現

だし、どちらも十分な注意
が必要です。

Ａ．どちらも使えます。た

スマートフォンは使えます
か？

電化製品は、現地で使用で
きまか？また、携帯電話や

Ｑ５．日本から持ち込んだ

したり、驚かないようにし
てください。前に使った人

く、水で洗い清められた証
拠です。誤解して気分を害

す。小便がまき散らかされ
て不潔な状態なのでは な

す。水で周囲も流しますの
でトイレの床が濡れていま

ーパーがないのが一般的で

生にとっても気を付けてい
ます。冷たいモノとか生も

と見たところ不潔そう で
も、実は店主や調理人は衛

師は懲役刑を含む罰金刑の
厳罰に処されます。ちょっ

って不衛生な食品や食器が
摘発されれば店主及び調理

とても厳しく、まかり間違

の趣きある街並みを、マラ
ッカ名物、サイドカー仕様

８年には、ユネスコの世界
遺産に登録されました。そ

して栄えたマレーシア発祥
の地ともいえる街。２００

かつて、インド、アラビ
ア、ヨーロッパの中継港と

【マラッカ日帰り観光】

は
はじ
じめ
めて
ての
の海
海外
外旅
旅行
行
今回の修学旅行が初めて
などを夏の服装の上に着て
バスで移動します。

本日はお忙しい

中、本校二学年修
学旅行説明会に参

会 い た だ き まし
て、誠にありがと

うございました。
出席者約１２０

まで、安心してスムースに
旅行ができるよう、
我々
（学

また、持ち物で気を付ける
ことはありますか？

ケースなどは、どれ位の大
きさのものがいいですか？

Ｑ２．荷物を入れるスーツ

う諸君もいるであろう。そ ※着ていたコートやダウン
んな、海外旅行初心者でも、 は、バス内にまとめて預け
準備から自宅に帰ってくる てから飛行機に乗ります。

に比べて価格を低い水準に
抑えている上に、住宅費や

ソリン等に補助金を支払う
ことで価格を管理し、他国

マレーシアは政府が小麦
や米、砂糖などの食品やガ

ると思われます。余分な現
金は持ち歩かないようにし
ましょう。

高額な使用料金を請求され
る可能性がありますので、

携帯電話やスマートフォ
ンに関しては、設定により

電圧に対応した製品は変換
プラグのみで使えます。

なります。マレーシアの電
圧は２２０Ｖなので、その

まずコンセントを利用す
る電化製品に関しては、変
圧器と変換プラグが必要と

ると表記されているのを見
かけますが、沸騰させたお
湯を冷まして飲むか、ペッ
トボトル入りの市販のミネ

Ａ．都市部の水道水の水質
は飲料水として適合してい

すか？

は飲めますか？また、食事
や料理はどのようなもので

Ｑ７．マレーシアの水道水

が、後から来る人のために
水で洗ったから濡れてるの
です。

流活動です。
６～ 名の班を編成し、

Ａ．現地の学生との班別交

Ｑ８．行程表にある「ブラ

の類はお腹をこわすことが
多いので極力避けること。

くる「氷」や「アイスカッ
チャン」と呼ばれるかき氷

心していただきましょう。
ただし、ドリンクに付いて

のはほとんどの屋台で敬遠
されています。しっかり熱
を通したお料理ですから安

美しい街並みといわれてい
ます。

プトラジャヤは、プトラ
（王子）とジャヤ（勝利）
の２つの意味を合わせた行
政都市。マレーシアで一番

スコの世界無形文化遺産に
認定された。

品。２００９年、インドネ
シアのバティックは、ユネ

の人力車「トライショー」
に乗って散策します。
【バティック染体験と

様にとって、本校での高校
生活３年間、最高で最良の
体験と思い出を提供す べ
く、一同一丸となって本行

力を重ねる所存です。全て
は、お預かりしているお子

打ち合わせを繰り返す な
ど、今まで以上に工夫と努

ア、
特にジャワ島において、 持ち帰り、再度、熟慮、熟
ろ う け つ 染 め 布 地 の 特 産 考し、念入りに旅行業者と

プトラジャヤ散策】
インドネシアやマレーシ

事に取り組みたいという、
本校全教職員の思いの表れ

名 と い う 規 模か
ら、この社会情勢

校）はサポートします。
以下、よくある質問を見

交通費など生活する上での
Ａ．３泊５日（機内泊１泊） コストも安く、住民税もあ

要注意です。事前に、各社
ショップ等で確認しておく
とよいでしょう。

ラルウォーターを飲むこと
をオススメします。

を含めた皆様の並々ならぬ
関心の有り様を、我々一同、
切に実感いたしました。

ながら、疑問を解決してい
きましょう。

りません。一部には日本と
大差ない物品もあるなど、
多少のばらつきはあります
が、総合的に見て日本の３

Ｑ６．トイレはどうで す
か？

時に歩きやすいスニーカー
などがよいでしょう。日中

すぎている場合がある の
で、薄手の長袖など一枚羽
織るものを持っていくこと
を勧めます。履物は、移動

ち込むことができないもの
もありますので、注意が必

要となります。セキュリテ
ィー上、国際線待合室に持

があります。）パスポート
や現金などの貴重品は常に
持ち歩けるよう肩掛けタイ
プや小さ目のリュックが必

装でよいでしょう。
ただし、 際の荷物です。機内には一
飛行機内やショッピングセ 人一個の手荷物しか持ち込
ンターなどでは冷房が効き めません。（大きさの制限

損にも対応するオールラウ
ンドタイプです。

めます。デジタルカメラや
スーツケース等の紛失や破

学旅行では、全員加入によ
る万全な体制での旅をすす

Ａ．そんな万が一のために
「旅行者用保険」に全員が
加入します。通常は任意加
入となりますが、今回の修

り、怪我をしたらどうなり
ますか？

用をたした後、右手で専用
の水道ホース（ない場合は

悪いです。
一般的なマレーシア人は

いている所もありますが、
紙質は日本の物よりも質が

シュペーパーは別料金 で
す。ティシュホルダーがつ

歩くことを勧めます。商業
施設にある有料トイレ（２
～ セン：日本円で７～
円）でも、基本的にティッ

公衆トイレには、トイレッ
トペーパーがありません。
ポケットティッシュを持ち

Ａ．マレーシアの一般的な

値段の場合もありますので
注意してください。

場合が多く、日本の飲食店
に比較すると、かなり高い

野家の牛丼も都市部には存
在します。ただし、高級な

もありますし、鉄板焼き、
ラーメンやお好み焼き、吉

のタイ料理、ベトナム料理、
ネパール料理など各国のア
ジアン料理が楽しめます。
本格的な日本食レストラン

なので、マレー料理・中華
料理・インド料理に加え、
西洋料理や近隣東南アジア

食事や料理については、
多民族が暮らすマレーシア

Ａ．選択コース（オプショ
ナルツアー）として、様々

クアラルンプール以外で行
くところはありますか？

Ｑ９．今回の修学旅行で、

な体験になること、間違い
なしです。

を共に歩くことは、今まで
にない自分を発見する貴重

観光スポットを散策し ま
す。現地の高校生との、英
語でのコミュニケーション
や、見たことのない町並み

す。モノレールなどの公共
交通機関を利用して、ショ
ッピングセンターや屋台、

現地の高校生とクアラルン
プールの町中を散策し ま

オリジナル器を作ろう。
バツー洞窟は、マレーシ
ア随一のヒンドゥー教の聖

を原料とした器。板状の錫
板をハンマーで叩き出して

ピューターは、マレーシ
アの特産である錫（すず）

【ピューター作り体験と
バツー洞窟見学】

な自然の一部をガイドと共
にのんびりトレッキング。

料理を、自ら調理して味わ
います。
【森林研究所】
マレーシアに広がる豊か

多民族国家ならでは。い
くつもの文化が交じりあっ
てできたマレーシアの郷土

【マレー料理体験と
プトラジャヤ散策】

上げます。

き、ご理解とご協力を頂き
ますよう重ねてお願い申し

りとご相談くださいますよ
うお願い致します。
また、本校の教育活動全
般におきましても、引き続

しても、以後、本件に関す
る不安や不明な点がござい
ましたら、気兼ねなく何な

です。
保護者の皆様におかれま

今回の会を機に、皆様か
ら頂いたご意見等を学校へ

Ｑ１．出発は２月ですが、
の旅行に適したカバンを用
意します。中身は人のよっ
て変わりますが、基本的に
夏服（軽装）ですので、コ
分の１程度の物価水準とい
われています。

ザー＆シスター・プログラ
ム」って何ですか？

Ａ．現地、マレーシアは赤
ンパクトなものでよいでし
ょう。目安で、 ～ Ｌ程

は日差しが強いので、歩き
回るには帽子やサング ラ

要です。
※詳細は後程説明します。

もし、万が一の場合、ク
アラルンプールなどでは日

東南アジア、マレーシア
と言えば、屋台。屋台の飲
食店を汚い、不潔などと敬

度が、３～４泊サイズです。
注意点は機内に持ち込む Ｑ４．現地で病気になった

ス、日焼け止めの使用をス
スメます。

Ｑ３．ＲＭ（リンギット）

バケツに入った水を手桶で
利用）の水を使って、左手
でゴシゴシ洗います。乾燥

温（ ～ ℃）や湿度も高
いので、日本の真夏時の服

※モスクや寺院を見学する
場合は、なるべく肌を露出

本語が話せる医師や日本人
看護婦、日本語通訳が在籍
する病院が幾つもあります

地。ヒンドゥーの神々を祀
る鍾乳洞巡り。

（学年主任）

しない服装にします。特に、 への両替はどうしたらいい
女性のミニスカート等はＮ ですか？また、いくら位両
Ｇです。
替したらいいですか？

な観光スポットや体験学習
を計画しています。

どのような服装で行ったら
いいですか？

道に近い熱帯性気候です。
一年を通して日中の平均気

海外修学旅行Ｑ＆Ａ
の海外旅行となる、または
飛行機に初めて乗る、とい

最後に・・・
最後に・・・
保護者の皆様へ
保護者の皆様へ

遠しないで下さい。マレー
シアの衛生管理法の罰則は

10
は、自然乾燥が基本のよう
です。だからトイレットペ

60

のでご安心ください。
※詳細は業者説明有り。

40

Ａ．国内で事前にまとめて

10

33

また、此処（日立市）か
ら空港までの間は真冬の気

30

27

２０１４年１０月４日

第二学年通信
明秀学園日立高等学校
修学旅行特集号
（２）

