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１ 安全に関するガイドライン 

 
■ はじめに 

近年、海外において暴動や内乱、テロ活動をはじめ、大規模な地震・津波等の自然災害、

感染症、交通事故等の事件や災害等に日本人が巻き込まれるケースが増えています。また、

最近では、欧州を含む広範囲で「スリ、置き引き」、「薬物」に関わる犯罪被害や「いかさ

ま賭博」の被害も増えています。海外に出ると、日常生活からの解放感もあって、ついつ

い油断が生じがちになるのがその原因の一つかもしれません。 
こうした中、教職員や学生が出張や留学、語学研修等で海外に渡航する件数も増加して

おり、大学でも渡航先における安全管理や危機管理の問題に常に注意を払っているところ

です。渡航先での安全の確保は、渡航者自身による現地での状況把握や常日頃からの幅広

い情報収集、危機管理意識等に左右される面が大きく、渡航後にその国や地域等の情報を

収集することはもちろん大切ですが、渡航前の学生向けオリエンテーションへの積極的な

参加や渡航者自身による事前の渡航先国等の調査により、危機管理の重要性を認識し、危

機管理能力を高めることが重要になります。 
 
■ 教職員及び学生の心得、大学・家族・保護者等への報告・連絡・相談 

比較的治安の良い日本国内と違い、渡航先では「自分の身は自分で守る」という意識を

常に持っておくことが重要であるのは言うまでもありません。予期しないトラブル等に遭

遇した場合、まずは自分の判断で対応することが求められるため、できる限り、渡航前か

ら個人レベルで対処できる予防策については講じておく必要があります。 
例えば、学生の場合は、家族や保護者等に渡航先国の治安や生活環境、政治・文化・風

習・衛生状況、ホームステイ先の連絡先（住所、電話番号、メールアドレス）等の事前連

絡等を行っておくとともに、留学中も生活状況や健康状態等をこまめに連絡するようにし

ましょう。なお、留学前に自身の体調管理を万全に行うのは言うまでもなく、留学中も心

身不調の早期発見を心掛けることや、もしもの場合に備えて海外旅行傷害保険等へ加入す

るなどのリスク管理を行っておくことも重要です。 
教職員が出張により長期間渡航する場合、出張命令等を遵守する責任があるため、渡航

期間や渡航先・訪問先等の変更が生じた場合は速やかに大学に届け出、了解を得なければ

なりません。さらに大学関係者や本人の家族等と定期的に連絡を取ることで現状報告を忘

れずに行うことが望ましいと言えます。教職員、学生いずれにおいても、報告・連絡・相

談が重要なポイントとなります。 
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■ 渡航と安全対策 

渡航先では、日本国内にいるときと同じレベルの安全意識では危険であることは何とな

く理解できても、それでは具体的に渡航前の事前準備としてはどういったことを行えばよ

いのでしょうか？まずは、渡航先国の情報収集として、「外務省海外安全ホームページ」、「世

界の医療事情（外務省・在外公館医務官情報）」、「国別生活情報（国際協力機構・JICA）」

などを利用するとともに、学生の場合は大学で開催するオリエンテーションに参加し、最

新の情報を入手しておくことが重要です。その他、住居が決定したら、大学等と住居（ホ

ームステイ先等）との距離、交通手段と所要時間、徒歩による経路がある場合はその近辺

の治安状況、生活用品の購入場所（スーパー、薬局等）や病院の場所、在外公館（大使館、

領事館）、保険会社等の連絡先も事前に確認しておく必要があります。もちろん、渡航中、

自身の所在を常に明確にしておくことが重要であるのは言うまでもありません。 
次に現地での行動について、「その国の法令遵守」はもちろんのこと，「治安の良くない

場所や夜間の外出は控える」、「多額の現金や貴重品を持ち歩かない」、「危険地域に近寄ら

ない」、「麻薬等の薬物使用は絶対にしない」、「見知らぬ人を安易に信用しない」など、自

己責任の意識を持つことが安全対策上、重要です。日本では、ある行為が比較的軽い犯罪

と見なされている場合でも、国によっては想像以上に重罪となる可能性があります。それ

は各国の法律が、その国の宗教や文化的背景と密接に結びついていることに拠ります。特

に薬物犯罪については近年、各国ともに取り締まりを強化しており、死刑を含めた厳罰を

科す国もあります。 
また、渡航中に車やバイク等の運転をする場合は、その国の交通法規や習慣、第三者へ

の賠償責任、交通事故に起因する訴訟、現地の交通事情等について十分に理解した上で自

己責任の下、運転を行うことを心掛けてください。 
最後に、病気や不慮の事故に遭遇した場合、又は渡航先で他人の物品を破損した場合な

どの賠償責任に備えて、必ず保険に加入しておくことも安全対策上、重要なポイントです。 
 
（参考） 
外務省海外安全ホームページ http://www.anzen.mofa.go.jp/ 
世界の医療事情       http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/index.html 
世界の様子（国別生活情報） http://www.jica.go.jp/seikatsu/index.html 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.anzen.mofa.go.jp/�
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/index.html�
http://www.jica.go.jp/seikatsu/index.html�
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２ 出発前にすべきこと 

 
■ 健康診断等 

【健康診断】 
留学の際に渡航先の大学等によっては、健康診断書の提出を求められることがよくあり

ます。求められない場合であっても、自身の健康状態を把握するために、渡航前に一度、

健康診断を受診することが望ましいと言えます。 
本学で毎年実施している定期健康診断を受診するだけで足りない項目があれば、医療機

関で追加検査を実施すること。また、定期健康診断や追加検査で再検査や再受診を勧めら

れた場合には必ず受診することが大切です。 
また、国によっては、医療情報が不明確な患者に対して誤診の際の損害賠償リスクを嫌

い、医師が十分な医療行為を行ってくれないケースがあるようです。そのとき英文診断書

があれば、海外の医師でも患者の症状や処置方法、処方薬を把握できるため、スムーズに

医療を受けることができます。持病がある場合や長期間海外に滞在する場合は、まずは主

治医に相談し、場合によっては英文診断書が発行可能な日本旅行医学会が認定する医師・

病院を活用するのも一つの有効な手段かもしれません。 
（参考） 

日本旅行医学会 http://www.jstm.gr.jp 
 
【歯科検診】 

海外では、日本国内と違って高額な治療費を請求されることがあります。また、国によ

り治療技術にもばらつきがあるため、渡航前までに歯科検診を受け，必要な治療を終わら

せておくことが望ましいと言えます。 
 
【予防接種】 
海外渡航時の予防接種には、入国時に法的に要求されるものと、渡航先の大学等から要

求されるものがあります。 
＜入国時に要求される予防接種＞ 
現在、予防接種国際証明書（イエローカード）が求められるのは黄熱だけです。感染地

域が限定されているので（主にアフリカと中南米）、それらの地域に渡航する際、または経

由して行くときは、イエローカードの要否にかかわらず接種することが重要です。黄熱の

ワクチンは、各地域の検疫所でしか受けられないため、注意が必要です。 
（参考） 
厚生労働省検疫所「黄熱ワクチン接種機関一覧」 
 http://www.forth.go.jp/useful/yellowfever.html#list 

 

http://www.jstm.gr.jp/�
http://www.forth.go.jp/useful/yellowfever.html%23list�
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＜渡航先の大学等から要求されるもの＞ 
要求される内容は各大学・機関によっても異なりますが、日本国内で決められた予防接

種とは種類や回数が違う場合や、渡航日前の期間を設定されている場合などもあり、早め

に内容を確認し、必要に応じて抗体検査や予防接種の計画を立てる必要があります。 
予防接種の記録は、母子手帳に記入されているため、手元に母子手帳がない場合は、親

元より送ってもらう事も必要になります。生ワクチン接種の後、４週間は他の生ワクチン

を受けられないなどの制約もあるため、できるだけ早く医療機関又は本学保健管理センタ

ーに相談するのが望ましいと言えます。その他、特に求められていない場合でも、破傷風

や風疹（若い女性の場合）等はどの国へ行くにも接種が勧められ、渡航先国によってはＡ

型・Ｂ型肝炎、狂犬病等の予防接種を受けていくことが必要になるケースもあります。 
（参考） 
厚生労働省検疫所「海外渡航と予防接種」 
http://www.forth.go.jp/useful/vaccination.html 
 

■ 持病・常備薬等 

【常備薬】 
海外では週末や夜間には医師不在のケースがあるほか、医師の処方箋がないと薬を購入

できないこともあります。また、一般の薬局で市販の薬でも日本で入手するものと違う場

合があり、渡航時には常日頃より自分がよく服用・使用している薬、例えば、頭痛薬、胃

腸薬、抗アレルギー薬等は必ず持参するのが望ましいです。 
また、外用薬として、消毒薬やかゆみ止めの他、渡航先の気候によっては日焼け止め、

虫除け、殺虫剤などが重宝されます。その他、衛生用品としては、ガーゼ、包帯、絆創膏、

体温計、はさみ、毛抜き、爪切りなどもいざという時に役に立つアイテムです。視力の弱

い人は、眼鏡やコンタクトレンズ関連用品一式の予備も持参していくとよいでしょう。 
 
【慢性疾患で治療中の場合】 
普段から持病があり、治療や経過観察をしている場合は、その病気の経過や治療法、服

用・使用中の薬剤等に関して主治医に報告書を書いてもらうとよいでしょう。できれば渡

航先国の言語または英語など医師に通じやすい言語が望ましいですが、それが難しい場合

は日本語のものでも役に立つことがあります。 
また、薬を服用・使用している場合は、現地で適当な医療機関が見つからない場合のこ

とも考慮して、数カ月分の薬を持参する方がよいでしょう。ちなみに海外へ大量の医薬品

を持ち出す場合は検疫等で問題が発生しないように、主治医に相談し、必ず医師の証明書

を持参するようにしてください。 
 
 

http://www.forth.go.jp/useful/vaccination.html�
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■ 海外旅行傷害保険等 

海外の病院等で治療を受けた場合、国内と比較して非常に高額となるケースが多く、予

想以上の出費となる可能性があります。そのため、大学では、海外旅行傷害保険等には必

ず加入することを勧めています。クレジットカードに海外旅行傷害保険等が付帯されてい

るものもありますが、カバーされる補償範囲が狭かったり、保険金額や補償金額が低いケ

ースもあります。学生の場合は、大学生活協同組合（CO-OP）の「海外旅行・留学保険」

や「学生総合共済保険」など、比較的低額の掛け金で加入できる保険等も検討してみては

どうでしょうか。万一のケガや病気の場合でも、全世界から東京の専用電話（フリーダイ

ヤルまたはコレクトコール）へ連絡すれば、提携している各都市の病院でキャッシュレス

（医療費等不要）で治療を受けることができます。 
 
【大学生協の海外旅行・留学保険についての問い合わせ】 
大阪市立大学生協共同組合  
 ・シェリー旅行サービス    06-6605-3022  travel@coop.osaka-cu.ac.jp 
 ・医学部リンク旅行サービス  06-6645-3643  linksv@coop.osaka-cu.ac.jp 
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３ 渡航先での体調管理等 

 
■ 飲料水・食品衛生等 

渡航先国での飲料水や食品の衛生状態を確認しておくことに加え、飲食物が原因となる

病気についても事前に調査しておくのが望ましいと言えます。 
（参考） 
厚生労働省検疫所  http://www.forth.go.jp/ 
 
■ 食べ物からうつる病気について  

 食べ物からうつる病気は下痢を起こすものが主ですが、Ａ型肝炎のように下痢が主症状

でない疾患もあります。予防はとにかく生ものを口にしないこと。特に熱帯～亜熱帯地域

や衛生状態の良くない地方では十分に注意するようにしてください。 

疾患 症状 予防方法 

食中毒 下痢 食品の加熱 

赤痢 血便、腹痛、発熱 食品の加熱 

コレラ 水様下痢、嘔吐 食品の加熱 

Ａ型肝炎 倦怠感、黄疸 
食品の加熱 

ワクチン接種 
 

 

飲食物 予防方法 

水 

なま水（水道水など）は飲まない。水道水は、３～５分沸騰させるか塩素消

毒する。ミネラルウォーターなど、ビンやカンに入ったものを買う。水道水

から作った氷も下痢の原因になるので、氷入りの飲み物にも用心する。アル

コールが入っていても菌は死滅しない。 

魚介類  

肉類 

充分に火の通ったものを、熱いうちに食べる。 

日本人には生や半生を好む人が多いが、感染の危険が大きくなる。 

野 菜 生野菜は避け、火を通したものを食べる。 

乳製品 

卵製品 

傷みやすいものなので、衛生状態の悪いものや調理後時間のたっているもの

は避ける。 

http://www.forth.go.jp/�
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果 物 

果物は、皮をむくまでは衛生的だが、皮をむいた瞬間から菌が表面で増えは

じめる。皮をむいてすぐに食べること。長時間放置されていると思われるカ

ットフルーツは食べないこと。 
 

 

■ 昆虫からうつる病気について  

 昆虫に刺されると、かゆいだけではなく、さまざまな病気が運ばれてきます。例えば、こ

んな病気に感染することがあります。  

疾 患 媒 介 流行地 症 状 予防方法 

マラリア 蚊 

熱帯・亜熱帯  

一般に田舎で流

行  

アフリカやイン

ドでは都市部に

も存在 

・悪寒冷汗を伴う高熱

で発病 

・周期的発熱 

主に田舎で夜間活動する蚊

なので、防虫の他に夜間の屋

外活動を避ける。 

デング熱 蚊 
熱帯・亜熱帯  

都市部を中心 

・突然の高熱  

・筋肉痛、関節痛が強

い 

主に都市部で昼間活動する

蚊なので、防虫に注意を払

う。 

日本脳炎 蚊 
熱帯 温帯  

ブタのいる地域 

症状が出ることはま

れだが、発病すると麻

痺が起きる。 

・防虫に注意を払う。 

・ワクチン接種する。 

黄熱 蚊 

アフリカと南ア

メリカの熱帯奥

地 

・高熱と黄疸で発病  

・急激に重症化 
予防接種する。 

ペスト 
ネズミ 

ノミ 

特定の国の衛生

状態の悪い地域 

・リンパ節が腫れ、強

く痛む。 

・発熱 

ネズミ駆除と、屋内の衛生状

態を保つ。 
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■ 動物からうつる病気について  

疾患 媒介動物 症状 予防方法 

狂犬病 

犬 猫  

キツネ 

(ヨーロッパ) 

アライグマ 

(アメリカ)  

コウモリ 

(アメリカ) 

発病すると麻痺

を来たし、ほぼ

100%死亡する。 

野生動物には、むやみに手を出さない。 犬

や猫をむやみに撫でない。 

（勿論、噛みつかれる危険も大きい)  

流行地でこれらの動物に噛まれたら、すぐ

に治療を受ける。（狂犬病ワクチンを接種） 

 

 

■ ヒトからうつる病気について  

 人から人へうつる病気の主な感染経路は、直接的な血液・体液との接触、それに性行為

があります。血液により伝染する病気は、1本の注射器を何人かで使い回すと簡単に感染し

ます。海外旅行での開放感から、麻薬に手を出すことなどは絶対にしてはいけません。そ

の他、どういう形であれ、他人の血液との接触は避けるようにしてください。性行為によ

る感染症では、現在、ＡＩＤＳが世界中で爆発的に増加しており、注意が必要です。 

疾患 感染方法 予防方法 

性病 性行為 不特定の相手と性行為を行わない。 

ＡＩＤＳ 
麻薬(注射器)  

性行為 

・麻薬には手を出さない。 

・注射器を使い回ししない。 

・不特定の相手と性行為を行わない。 

・コンドームを正しく使用する。 

エボラ出血熱 体液からの感染 患者に直接触れない(手袋、マスク等着用) 

Ｂ型肝炎 
性行為  

血液 

患者の体液や血液に触れない 。 

ワクチンを接種する。 
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■ 皮膚から入る病気について  

疾患 感染方法 予防方法 

住血吸虫 

幼虫のいる河原や湖畔を裸足で歩いたり、水の

中に入ると、虫が皮膚を食い破り体のなかに入

り込み、感染する。 

安全を確認できない川や湖沼

では裸足で歩いたり、泳いだ

りしない。 
 

 

 

■ 環境の変化による病気について  

 飛行機により短時間で長距離を移動することで、気温、湿度や時間などの環境が大きく変

化します。体が環境の変化に追いつかず体調を壊しがちになるので注意してください。 

疾患 対処方法 

時差ぼけ 

・1時間の時差に体がなれるのに 1日かかると言われている。 

・時差に体が慣れるまでは、あまりハードスケジュールにせず体が慣れるの

を待つ。 

高山病 

・激しい頭痛や息切れ、動悸を示す。 

・肺に持病のある人は特に注意する。 

・ゆっくりとした行動を心がけ、水分の補給を充分に行うことで予防する。 

・症状が出た時には、酸素投与等の治療の他、速やかに低地へ移動する。 

熱射病  

日射病 

・熱帯地方の強い日差しでは、全身火傷で重症化することもある。 

・海水浴などで特に注意する。 

・また、高地では日差しが弱くても紫外線が強く、注意が必要である。 

みずむし 

皮膚炎 

・高温多湿の地域では、水虫が悪化したり、皮膚の擦れる部分に皮膚炎を起

こしやすい。 

・皮膚を清潔に保ち、汗をかいたらこまめに下着の交換を行う。 
 

 
※ 上記内容以外の項目については、厚生労働省検疫所のホームページが詳しいので参考に

するとよいでしょう。 
厚生労働省検疫所「海外渡航と予防接種」 
http://www.forth.go.jp/ 

 
 
 

http://www.forth.go.jp/�
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■ 医療機関について 

前述のとおり、必ず海外旅行傷害保険等に加入しておくことが望ましいと言えます。外

国で病気になった場合ほど不安が大きく、心細いものです。 
なお、仮に受診することになった場合に備えて、どこに病院があるのか、予約は必要な

のか、保険は適用されるのか、薬はどこで購入可能なのか、急病の場合の救急車の呼び方

等をきちんと把握しておきましょう。また、持病のある人は、かかりつけ医を予め決めて

おくといざという時に助かります。（この際、日本の主治医に紹介状を書いてもらっておく

となおよいでしょう。） 
学生の場合は、留学先の大学の保健センター等で受診することができるため、渡航後す

ぐに大学教職員に保健センター等の場所や利用方法を確認しておくとよいでしょう。 
その他、諸外国では、日本と違い、大病院では直接受診することができないシステムに

なっていることがあるので注意が必要です。 
 
■ 渡航先国での保険等 

長期滞在の場合、ヨーロッパ各国では、ほとんどの国で公的医療保険制度があります。

先進国で例外なのがアメリカ合衆国と英国です。アメリカ合衆国では、多くの国民が民間

の保険会社の医療保険に加入していますが、英国では１年以上滞在する場合は、国籍を問

わずＮＨＳ（国民保健サービス）に登録できるため医療費は無料となります。（ただし、１

年未満の滞在者は、自己負担であることに注意。） 
日本の健康保険については、外国で治療を受けた時の医療費についても、国内と同じよ

うに保険給付が受けられます。ただし、一旦全額を自己負担し、請求手続きを行う必要が

あり、払戻し額は日本国内の診療報酬基準が適用されます。手続き等について関係機関に

問い合わせを行うとよいでしょう。  
なお、必要に応じて民間の海外旅行傷害保険等にも加入しておいた方がよいのは前述し

た通りです。 
 
【問い合わせ先】 
・国民健康保険：市町村の国民健康保険窓口 
・その他の健康保険：大学共済組合担当窓口、企業等の健康保険担当窓口 
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■ 緊急時の連絡先 

渡航中、予期せぬ事故や事件、自然災害等に遭遇し、生命が危険にさらされた場合には、

救助・救援を求めなければなりません。このような場合に備えて、必ず滞在国や滞在して

いる地域の警察や消防署及び日本大使館・領事館の連絡先を確認しておきましょう。 
海外に３ヶ月以上滞在する者は、日本の大使館又は総領事館（在外公館）に「在留届」

の提出が義務づけられています。（滞在中、在留届の内容に変更があった場合も提出が必要

です。）在留届を提出することにより、緊急事態等の際の安否確認、大学や家族・親族への

緊急連絡、滞在国への救援活動依頼が可能となるので、手続きは忘れずに行ってください。 
上記以外にも常日頃から定期的に大学や家族・保護者に連絡を取ることも忘れないよう

にしてください。 
 

（参考） 
＜在外公館で行っている案内や助言、支援等＞ 
・弁護士や通訳に関する情報の提供 
・医療機関情報の提供 
・緊急時等における家族との連絡における支援 
・現地警察や保険会社への連絡の際の助言・支援 
・現地での治療が不可能な場合、緊急移送に関する助言・支援 
・被害者等の家族が現地に向かう場合、できるだけ早く現地に出発できるよう、住所地の

都道府県パスポートセンターに対するパスポートの緊急発給要請、など 
 
＜制約があって在外公館ではできないこと＞ 
・病院との交渉、医療費・移送費の負担、支払い保証、立て替え 
・犯罪の捜査、犯人の逮捕、取締り 
・相手側との賠償交渉、など 
 
＜在留届について＞ 
・用紙は各都道府県の旅券窓口、海外では在外公館で入手が可能です。 
・外務省のホームページ（http://www.mofa.go.jp/mofaj/）から PDF ファイルでダウンロ

ードすることも可能です。（インターネットでも「在留届」の提出ができるため、外務省

のホームページを確認してください。） 
 
 
 
 

 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/�
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４ 渡航先で注意すべきこと 

 
■異文化適応 

「カルチャーショック」とは、海外など異なる文化の環境下で生活する際に、自分の生

まれ育った国や文化で培ってきた言葉や習慣、行動様式などが通用しないことで起こるシ

ョック状態のことです。一つ身近な例を挙げると、人前で挨拶をするときに気軽に抱き合

ったり頬を摺り寄せたりすることが、現地では当たり前であることを頭では認識していて

も、実際は恥ずかしくて出来なかったり、仮にそうすることが出来たとしても、気持ち的

に何となく我慢して行ったという経験をした人がいるのではないでしょうか。これもカル

チャーショックの一つといえます。カルチャーショックは誰もが国際交流をする中で当た

り前のように経験するものですし、それらを通して異文化を学び、異文化で生き抜く力を

養う機会が与えられたとポジティブに捉える気持ちが海外生活を送る上で大事です。とは

言え、異文化の地での生活においては、予想に反して相手から思うような反応が得られな

かったり、何気なく行った自分の行為が意図していない形で相手に受け取られることもあ

りがちです。その際、これらのカルチャーショックに圧倒されて、日常の生活や学習が妨

げられていると感じることがあるならば、躊躇せずに留学先大学に設置されているカウン

セリング・センターなどを訪れることをお勧めします。カルチャーショックは、知識が得

られることで容易に解決することもありますし、カウンセラーとの対話を通して異文化で

の生活を客観的な目で見つめ直す機会が得られるかもしれません。またそのこと自体が、

あなた自身の異文化適応力を高めるきっかけとなるかもしれません。 
 なお、帰国後に日本社会に復帰するにあたり、直面する適応上の問題や心理的葛藤を「逆

カルチャーショック」といいます。渡航先で培った価値観や行動様式をそのまま日本に持

ち帰ったものの、それらが通用せず「以前と変わった」等と周囲から批判されるなどして

起こります。逆カルチャーショックを経験し、再適応が必要になったことは、ひとえにあ

なたが渡航先国の文化にうまく適応できたことの裏返しでもあります。渡航先での生活当

初の葛藤を乗り越えてきたことを思い出し、これらもポジティブに受け止めて、月日が解

決してくれるものと考え、あまり焦らないようにしたいものです。 
 
■ 法律・条例等 

当然のことながら、留学・研修先の国や地域は、日本とは異なる法律や条例で社会的秩

序が保たれています。例えば、イギリスでは１８歳になると飲酒ができますが、アメリカ

では２１歳にならないと許されません。日本国内では合法的な言動であっても海外では非

合法となることが十分ありえます。そのため、渡航先の法律や条例についての基本的な知

識があるのか否かは、生活する上でとても重要であることを改めて肝に銘じておいてくだ

さい。また、つい見落としがちですが、留学・研修先の大学等の学則や懲罰規程なども日

本の大学とは異なる可能性があるため、自分が籍を置く予定の大学や研究所、その他教育
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機関などの規程を見る機会があれば、一度は目を通しておきたいものです。 
なお、仮に不幸にも事故や事件を引き起こし、現地の警察に逮捕・連行されるようなこ

とになった場合や、事件に巻き込まれたりした場合には、速やかに日本大使館／領事館に

連絡をとり、弁護士や通訳人の紹介等の法的な対処や適切な助言を得るとともに必ず大学

にも連絡をしてください。 
 

■ 宗教・民族 

日本国内で日常生活を送る限り、異国の宗教に敏感になる機会はあまりないかもしれま

せん。ただし、宗教に対する無関心や無理解が相手に誤解を与えることは十分あり得るた

め、異国の宗教や民族に対する理解を深めることは、国際交流をする上でプラスになるば

かりでなく、時にはトラブル防止の面においても役立つことも認識しておいてください。

まずは、滞在先の国の記念日や祝祭日などを調べてみてはどうでしょう。その多くが宗教

や歴史的事件を背景にしていることが多く、その期間の前後に民族・部族間の紛争や宗教

的な対立が起こりやすいことがあります。これも危機管理の一つと言えるでしょう。 
 
■ 政治 

海外では、政治問題や社会制度についての議論や意見交換がヒートアップし過ぎると、

それらが高じてデモや暴動が発生してしまうことも十分あり得ることを認識しておいてく

ださい。特にアジア地域では、歴史認識の問題や領土問題などで、微妙な問題を孕むケー

スについては、あまりに過激な言動は慎むのが適当といえるでしょう。 
また、デモや情宣活動等の過激な政治行動に不用意に参加したり、近づくことも絶対避

けるべきであるのは言うまでもありません。 
 
■ マイノリティ・差別・偏見 

 日本国内にいるとほとんど意識することはありませんが、海外に出た途端に自分が現地

ではマイノリティ（社会的少数者、社会的弱者）であることに気づかされるでしょう。時

には渡航先の国や地域で差別や偏見に遭遇することも十分考えられます。そのために地域

社会で人間関係がうまく構築できないことで落ち込んだり、たとえ相手に悪意がなくても、

不快な気持ちにさせられることを何度か経験するかもしれません。そうしたことをあえて

肯定的に捉えるならば、多様な価値観を有する、様々な文化的背景を持つ人々との交流の

過程で、自らの日本人としてのアイデンティティを自覚するよい機会となるかもしれませ

ん。なお、渡航前に渡航先の国や地域の人々が日本人に対してどのようなイメージを抱い

ているのかを事前に理解しておくことは、留学等の際には大いに助けとなるでしょう。海

外では他者を理解し、節度ある行動をすることを何よりも心掛けてください。 
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■ 服装 

海外ではどちらかといえば、無難な装いを心掛けた方がよいでしょう。ブランド品や貴

金属、宝石を派手に身につけた服装などは、誘拐や窃盗の対象になりやすいと言えます。

周囲を注意深く観察し、できるだけ現地の人達に近い服装をするよう心がけることをお勧

めします。もちろん、式典や祝宴などに参加するときには、ドレスコードを忘れないよう

心掛けてください。 
 
■ 飲酒・喫煙 

酩酊状態になるまでの過度の飲酒等は、飲酒運転、転落・滑落事故、暴力事件、窃盗強

盗などの被害者または加害者になる可能性があるため注意しなければなりません。飲酒関

係による事件では「睡眠薬強盗」と呼ばれる犯罪に巻き込まれるケースがあるため、外出

中に見知らぬ人から声をかけられ，飲酒等を勧められた場合には、はっきりと断る姿勢を

示すことが重要です。 
 次に喫煙に関しては近年、欧州を中心に禁煙法を施行している国が増えてきており、喫

煙可能な場所が限定されるなど禁煙区域が拡大される傾向にあります。例えば、イギリス

ではパブやカフェ、レストラン、オフィスなどの公共の建物では喫煙が全面的に禁止とな

ったのはニュースでも連日報道されていたため、知っている者も多いと思います。仮に喫

煙することが可能な場所であっても、最低限エチケットを守ることだけは忘れないように

してください。 
 
■ セーフセックス 

 海外で注意しなければいけないのは、文化によって性に対する考え方やモラルが異なる

ことです。イスラム教国や仏教国などでは、あからさまな性はタブー視される傾向にあり

ます。そこのところは日本とはかなり状況が異なると考えておいた方が無難でしょう。 
 なお、性行為を行う場合、コンドーム使用は性感染症・HIV 感染等を防ぐだけでなく、

望まない妊娠を避ける手段となります。基本的に渡航期間中は性に対しては、保守的な態

度が望ましいと言えるでしょう。 
 
■ 同性愛 

欧米諸国に見られるように、ゲイやレズビアン等が社会的に受け入れられている地域が

ある半面、国や地域によっては、ゲイ、レズビアン、バイセクシャル、トランスジェンダ

ー（LGBT）などが社会的にまったく受け入れられないところもあります。時にはそれらが

制裁や刑罰の対象にさえなることは十分理解しておかなければなりません。 
なお、ゲイやレズビアン等に寛容な国において、それらの行動を望まない場合には、は

っきりとした意思表示をすることは重要です。 
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■ 麻薬・覚醒剤 

世界各国で麻薬・覚醒剤等に関する取締りや罰則が厳しさを増しています。国によって

は極刑に処せられることもあります。当然のことながら、いかなる種類の麻薬でも所持、

譲渡、売買、製造、輸出入等は絶対に行ってはいけません。 
また、本人の自覚のないままに、土産を手渡されたり、他人から小荷物を託されたりす

る形で不用意に麻薬を所持させられ、トラブルに巻き込まれるケースや、発展途上国で疲

労回復の薬と言って麻薬を売りつけられ、購入後にすぐに警官に逮捕されるケースなどが

あります。（この場合、警察官と麻薬の売人が組んでいることもあります。）普段から細心

の注意を払うことを忘れないようにしてください。 
 

■ 銃社会 

例えば、銃社会である米国では、銃による犯罪が多発し、一般市民が犠牲となるケース

がみられます。そのため、米国の大学の多くは、Firearms Policy（銃規制に関する政策）

を設けており、キャンパス内に銃を持ち込むことが可能な大学（許可制や登録制による）

も少なくありません。米国の大学のホームページには Police Department や Security 

Office 等の部署が独自のページを設けて、キャンパスおよびその周辺の治安や犯罪関連の

情報収集ができるようになっています。常日頃よりチェックを怠らないようにしてくださ

い。また、２４時間の警備体制が整っている大学も多く、とくに夜間の移動には Campus 

Escort や Safe Walk 等のサービスを活用することも危機管理の方法として有効です。 
 その他、米国などで警察官から身分証明書の提示を求められた場合、ポケット等から身

分証明書を取り出す際には、警察官の指示を守り、慌てずにゆっくりと行動することを心

がけてください。銃を取りだすと誤解され、発砲されることを防止するためです。 
 
■ セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント 

もし、あなたが渡航先のキャンパスや寮、ホームステイ先などでセクシュアル・ハラス

メントやアカデミック・ハラスメント、その他、何らかの差別的な扱いを受けたと感じた

場合には、本学での場合と同様、速やかに大学のカウンセリング・センターや留学生相談

窓口の担当者に相談することが大切です。異文化の状況では、ジェンダーや性的行為、教

員と学生の関係において文化的な差異の他にも、制度や法律的な取扱いが異なることが十

分予想されます。そんなときは、自分ひとりで悩まず、すぐにカウンセリング・センター

に行くことをお勧めします。プライバシーは確実に守られるため心配する必要はありませ

ん。 
安心して研究や学習に打ち込める環境を確保することは、あなた自身の権利を守ること

でもあります。常日頃よりカウンセラー等とのコミュニケーションを図り、現地の習慣や

制度などについての知識を深めることが重要です。 
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■ 性暴力 

欧米諸国の大学のキャンパスやその周辺では性暴力事件が予想以上に多く、特にパーテ

ィーやデート等での飲酒後に強姦等の性暴力事件が発生しやすいと言われています。本人

が望まないときは、NO と断固とした意思表示をすることが被害防止の第一歩となります。 
なお、米国やカナダの大学には、University Police や Security Officer などが２４時

間体制で警備に当たり、キャンパス内に Emergency Phone などの緊急電話を設置し、いざ

というときに助けを求めることができるようになっています。渡航後にこれらの緊急時の

サポート体制をまずは確認し、必要時にはそれらを活用することが被害防止の面で有効な

手立てとなるでしょう。 
 

■ 強盗・窃盗等 

海外では犯罪者の多くが凶器を所持しているため、万が一犯罪にあった場合には、生命

の安全を第一に考えて、犯人の要求には出来る限り抵抗せず、手持ちの現金等は渡した方

がよいでしょう。なお、強盗・窃盗などの被害にあったときには、速やかに警察に届け出

てください。後日、海外旅行傷害保険の保険金請求にも必要となるため、現地の警察によ

る「Damage Report ／ Police Report（被害届／事故調書）」等は大切に保管しておいてく

ださい。その他、盗難の際にパスポートやクレジットカードやトラベラーズチェック、小

切手等も失った場合には、警察以外にしかるべき関係機関も連絡を入れ、相談することが

重要です。 
（参考） 
・パスポート 

盗難の際は現地の警察に盗難届を出し、現地の日本大使館／領事館へ届け出て再発行

の申請を行う。この際、パスポート番号、発行年月日、写真２枚が必要なので渡航前に

念のため事前に準備をしておくとよい。 
・クレジットカード 

発行会社に届け出て、無効手続きと再発行を依頼する。この際、カード番号の確認が

必要なので事前に控えておくとよい。 
（最近、スキミングによりクレジットカードの情報が盗まれて、何度も身に覚えのない

請求がくるなどの被害が多発しているので、原則、信用できる店以外ではクレジットカ

ードは使用しないこと） 
・トラベラーズチェック（Ｔ／Ｃ） 

発行銀行の支店か販売代理店に届けて、無効手続きと再発行依頼を行う。Ｔ／Ｃのサ

インが片方だけの場合にのみ再発行が可能である。なお、Ｔ／Ｃ購入時に銀行等からも

らう控えとパスポートが必要となる。そのため、Ｔ／Ｃとパスポート及び控えとは、普

段別々に保管しておくとよい。 
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・小切手 
  小切手帳をなくした時は、すぐに取引銀行に届け、支払い停止（stop payment）の手

続きをすること。 
 
■ 逮捕・誤認逮捕 

現地に滞在中、警察に連行・逮捕されてしまった場合は、弁護人や通訳人の要請を最優

先してください。その際、大使館・領事館への連絡も要請し、領事等との面会や家族等と

の連絡支援を受けるのがよいでしょう。もし、警察で差別的・非人道的な扱いを受けた時

は、関係当局に改善の要求をしてください。 
 

■ 交通事故 

 交通事故に遭った際は、落ち着いて行動することが必要となります。まずは警察や救急

車の手配を行ってください。（手配が遅れると交通事故の場合には責任が問われることがあ

ります。）次に保険会社に事故が発生した旨をすぐに連絡し、緊急入院や移送の手配等の相

談を行いましょう。 

 なお、素人の直談判は後々の事故処理に際してトラブルの原因となり易いので、当事者

同士の交渉は手控えることが鉄則です。その他、在外公館に弁護人や通訳人の情報提供を

依頼したり、負傷した際は医療機関の情報提供を依頼できることは覚えておいてください。 

 

■ 戦争・内乱・暴動・テロ行為 

現地で戦争・内乱・暴動・テロ行為が発生した際は、まずは外務省の海外安全ホームペ

ージ等で正確な危険情報を収集してください。政治的、社会的な状況の悪化や、テロリズ

ム・クーデター等の勃発に伴い、国中が深刻な社会不安に見舞われた際に当事国が厳戒令/
非常事態宣言等を発令することがあります。このような場合、まずは自分自身の安全の確

保（避難場所等）を最優先してください。次に、早急に管轄の在外公館（日本大使館・領

事館等）に連絡を取り、身の処し方を問い合わせるようにしましょう。場合よっては、外

務省による帰国命令や帰国勧告が発令され、チャーター便での緊急帰国という事態もあり

得るためです。緊急事態の発生時には、在外公館への「在留届」の有無が安全確保の分か

れ目となるため、海外に３ヶ月以上滞在する者は、日本の大使館又は総領事館（在外公館）

への在留届の提出を忘れないようにしてください。（滞在中、在留届の内容に変更があった

場合も提出が必要です。） 
なお、在外公館への連絡の後、本学の所属の事務担当、もしくは国際センターに連絡を

取り、今後、どのような行動を取るべきかの判断を仰いでください。 
事態の重大性如何によっては、本学で危機管理対策本部を設置し、教職員や学生に対し

て帰国や研修等の中止などの措置を取ることがあります。 
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【本学への緊急連絡先】 
国際センター（大学運営本部 研究支援課内） 
電 話 ０６－６６０５－３４５２ （海外から：８１－６－６６０５－３４５２） 
 

 ※直接、日本の相手先へダイヤルする方法 
  渡航先の国の国際電話サービス番号＋日本の国番号（８１）＋市外局番（０を取る）

＋電話番号の順にダイヤルする。電話料金はかけた電話機の番号へ請求されます。 
 
■ 自然災害 

自然災害（地震、津波、洪水、ハリケーン、猛暑、豪雪、火山の噴火など）は予期せぬ

時に突発的に発生することがあります。特に地震や津波、洪水などは一瞬の判断を誤ると

命取りになる可能性があるため、渡航先の国や地域では日常、どのような自然災害が発生

しやすいのかを調査し、防災意識を高めておく必要があります。 
 
■ 写真・撮影等 

海外には国防上あるいは治安対策上を理由に、軍事施設、政府関連施設、空港施設、港

湾施設、国境およびその周辺地域での静止画や動画等の記録及び撮影を禁止している国や

地域があるので注意が必要です。軍人のみならず、一般住民を被写体とすることも許され

ない文化圏もあるので事前の下調べをしっかり行っておいてください。 
また、公共施設や宗教施設、博物館、美術館等では撮影が許可制になっていることが多

いため、マナー違反とならないよう節度ある行動を取るようにしましょう。その他、宗教

施設を訪問する際には過度に肌を露出する服装は避け、その宗教に敬意を払う態度を心掛

けてください。 
 
■ メディア対応 
海外留学・研修・出張等により、海外滞在中の本学の教職員及び学生が不幸にも海外に

おいて事件・事故等に遭遇し、メディアからの取材を受ける場合は、基本的には本学の総

務課（広報担当又は緊急対策本部）が対応窓口となります。なお、取材については、個人

情報の取り扱いや情報提供の内容を詳細に把握・確認したうえで、慎重かつ適切に対応を

行います。 
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■ 電話 
【国際電話】 
海外から日本に国際電話をかけるには，一般的に以下のような方法があります。 
 
①直接日本の相手先へダイヤルする方法 
渡航先の国の国際電話サービス番号＋日本の国番号（８１）＋市外局番（０を取る）＋

電話番号の順にダイヤルします。電話料金は、かけた電話機の番号へ請求されます。 
 
②コレクトコール 
電話をかけた相手先が通話料を支払うという方法です。ホームステイ先の電話を使用す

る時や公衆電話で現金の手持ちがない時に便利ですが、前述の①と比較して、数倍の料金

がかかります。 
 
③国際電話専用のクレジットカードや一般のクレジットカードの「国際クレジットカード

通話」を利用してかける方法 
キャッシュレスでかけることができ、電話料金の支払いは、日本の銀行口座からの引き

落としとなります。コレクトコールと比較して、かなり安い料金で利用できるのもメリッ

トです。一般のクレジットカードの場合、その利用方法や料金について事前にカード会社

に確認しておくことをお勧めします。 
 
④日本国内で購入できる国際電話専用のプリペイドカードや現地で購入できる国内・国際

通話兼用のプリペイドカードを利用する方法 
日本国内で購入したものは、国際電話が可能な電話機から日本語で使用できます。現地

で購入したものは、現地の言語もしくは英語を選択できるケースが多いようです。一般的

には短期滞在者向きといえるでしょう。通話料金は上記①～③と比較して安い場合がほと

んどですが、接続料や手数料が別途かかる場合が多いようです。そのため、購入前によく

調べてください。 
 
また、日本のテレフォンカードのように、カードそのものに度数が磁気で記録されてい

るタイプのものは少ないので、その利用方法についても確認することをお勧めします。 
 

※プリペイドカードは、アクセスポイントまでフリーダイヤルでかけ、その後カードの ID 

番号を入力してから相手先にかけると、通話料はすべて ID 番号と連動したカードの度数

（電話会社のホストコンピュータに記録）から引かれるというシステムが一般的です。 
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⑤オンライン電話（IP 電話） 
インターネットに接続できる環境にあれば、オンライン電話を使うこともできます。か

け手と受け手が同一のソフトウェアを使えば、通話料が無料で一般の電話にかけた場合で

も割安なケースが多いようです。 
 
【携帯電話】 
ホームステイをする場合、携帯電話を持っているとホストファミリーにも気兼ねなく家

族等と連絡を取り合えるため便利ですが、所有するか否かは個々の判断で行ってください。

携帯電話の利用には、以下のようなケースがあり、海外滞在期間の長短、渡航の頻度、滞

在先、利便性等を勘案し、最適なものを選びましょう。 
 
①日本の海外用携帯電話のレンタル・サービスを利用する方法 
短期滞在者向きです。各社とも自宅への指定日宅配や空港での受渡しのサービスを行っ

ています。 
 
②海外用 GSM 携帯・ポストペイド（後払い）SIM カードを購入して利用する方法 
一度契約すれば使用有効期限はなく、海外へ一度につき約２週間以上、年に数回（ある

いは頻繁に）往復する場合に適しています。 
 
※ GSM 携帯電話とは、日本・韓国を除く世界中で広く普及している携帯電話です。世界 192

カ国、400以上の通信事業者によって運用されています。 
※ SIM カードとは、加入権情報（電話番号）を書き込んだ IC チップのことです。SIM カ

ードを GSM 携帯電話機に差し込んで使用します。別の GSM 携帯電話機を利用する場合も

SIM カードを所有者が自分で差し替えるだけで同じ電話番号のまま利用することができ

ます。 

 
③海外用 GSM 携帯・SIM カード・プリペイドカードを購入して利用する方法 

GSM 携帯電話を所有し、現地または日本で料金前払いの SIM カードとプリペイドカード

（通話料金用）を購入する方法で使用有効期限があります。１カ国に長期間滞在する場合

に適しているといえます。 

 
④現地の携帯電話をレンタルまたは購入して利用する方法 
長期滞在者向きです。現地のショッピングモールや大学で各種携帯電話が販売またはレ

ンタルされています。ただし、日本と同様、契約内容や料金は各社のプランにより随分異

なるため、よく検討する必要があります。その他、契約時に保証金が必要な場合や、国に

よっては、発信だけでなく受信にも通話料金がかかる場合があります。プリペイドカード
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方式とプラン契約方式のメリット、デメリットについてもよく検討するとよいでしょう。 
 
⑤海外対応の携帯電話（国際ローミングサービス付）をレンタルまたは購入して海外で同

じ電話番号を利用する方法 
短期滞在者向けです。事前に申し込みが必要で、滞在先での国内通話であっても国際ロ

ーミング扱い（すべての通話が日本経由の国際電話となる）となり、国際転送料が発生す

るほか、着信料もかかります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

５ 渡航前チェックリスト 

 
【携行品等のチェック項目】 

□ 旅券（パスポート） 
※有効期限の確認  

残存有効期間が１年未満なら、出発前に新しいパスポートに切り替えることができるの

で、途中で有効期限が切れたりしないように手続を行ってください。 

□ 旅券の写しおよびパスポート写真（２枚） 
※紛失時等の申請用 

□ 査証（ビザ） 
※国によって、ビザの要・不要、必要書類、発行までに要する時間、申請手数料などが

異なります。また、ビザ発行の規定も予告なく変更されることが多いため、必ず直接

関連機関に問い合わせし、余裕を持って手続を行ってください。 

□ 予防接種（必要に応じて） 
※検疫・税関情報を確認するようにしましょう。 

□ 航空券 
※出発便到着便の確認 

□ 海外旅行傷害保険証 
□ 現金、外貨、クレジット・カード、トラベラーズチェック等 
 ※留学等が数ヶ月以上にわたる場合は、現地で銀行口座を開設し、日本から送金しても 

らうのも安全な方法の一つです。 

□ 渡航計画・日程表 
□ 渡航先国・地域等の地図 
□ 留学・在籍関連の重要書類・証明書 
□ 大学の在学証明書 
□ 常備薬、救急セット、生理用品等 
□ 眼鏡、コンタクトレンズ関連 
□ 英文健康診断書・処方箋等（持病等のある場合） 
□ 国際学生証、国際免許証（必要に応じて） 
□ PC、携帯電話等（必要に応じて） 
□ 変圧器、変換プラグ等（必要に応じて） 
□ 危機管理ガイドブック 
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【連絡先等のチェック項目】 

＜渡航先＞ 
□ 緊急連絡先 
（現地の警察・救急・消防の電話番号等） 

□ 海外の大学・機関の連絡先 
（大学の受け入れ担当部門・担当者、保健管理部門、カウンセリング部門，セキュリテ

ィー部門等） 
□ 滞在先 
（ホテル、寮、アパートメント、ホームステイ先等） 

□ 在外公館 
（日本大使館・領事館の住所、電話番号、メールアドレス、ＵＲＬ等） 
※３ヶ月以上滞在の場合は在外公館へ「在留届」の提出が必要です。 
 

＜日本＞ 
□ 保護者、家族等の連絡先 
□ 本学の連絡先 
（所属学部・研究科、国際センター） 

□ 旅行会社、航空会社、保険会社、銀行、クレジット・カード会社等の連絡先 
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６ 海外渡航時の安全確認のための参考リンク集 

 
○ 外務省 http://www.mofa.go.jp/mofaj/ 

○ 外務省海外安全ホームページ http://www.pubanzen.mofa.go.jp/ 

○ 国際協力機構 http://www.jica.go.jp/seikatsu/ 

○ 海外邦人安全協会 http://www.josa.or.jp/ 

○ 日本在外企業協会 http://www.joea.or.jp/ 

○ 厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/ 

○ 外務省在外公館医務官情報 http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/index.html 

○ 国立感染症研究所 http://www.nih.go.jp/niid/index.html 

○ 国立感染症情報センター http://idsc.nih.go.jp/index-j.html 

○ 厚生労働省検疫所 http://www.forth.go.jp/ 

○ 労働者健康福祉機構 http://www.rofuku.go.jp/ 

○ 世界保健機構（国連） http://www.who.int/en/ 

○ 疾病対策センター（米国） http://www.cdc.gov/ 

○ 米国・国務省 Travel State 

http://travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/cis/cis_4965.html#J 

○ 連邦危機管理庁（米国） http://www.fema.gov/ 

○ 英国・外務省 FCO Travel Advice http://www.fco.gov.uk/en/ 

○ 情報局保安部（英国）http://www.mi5.gov.uk/ 

○ 豪州・外務省 Travel Advisories 

http://www.smartraveller.gov.au/zw-cgi/view/Advice/Index 

○ 国家保安局（豪州）http://www.nationalsecurity.gov.au/ 
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