
TABIROKU
ぼくが過ごした　気ままな旅の備忘録

in Hawaii



Aloha!

ぽかぽか元気なお日様に

さらりとかおる海の風。

波のさざめき聴きながら

ぷかぷか浮かんでみてみると、

なんだかとっても心地よい。

アロハ！

これはぼくが旅した　ハワイという国の備忘録。

波のねいろに包まれて
気ままにすごそう
今日もいちにち



日本
Japan

オアフ島
Oahu

カウアイ島
Kauai

モロカイ島
Molokai

マウイ島
Maui

ハワイ島
Hawaii

Where is Hawaii? What language?

How's the weather?

What's rule?

ハワイで話す言葉ハワイで話す言葉
　ハワイの公用語は英語とハワイ語だけど、ほとんど英語で対応できたよ！

たま〜にハワイ訛りが強くて上手く聞き取れないこともあったけど、ゆっくり話してもらった

り、ジェスチャーでどうにか伝えたりして、なんとか乗り越えられたんだ…！

　有名なお店には日本語のメニューが置いてある所もあるし、そもそも日本語が通じる店員

さんや日本人の観光客も多いからそこまで不安にはならなかったかな。

　そういえば、ぼくの友達は旅行中に言葉で不安になりそうな時は予め伝えたいことが英語

で何て言うのかを調べて、それを書いたメモを用意しておくって言ってたっけ…

今度ぼくもその方法やってみようかな！

ハワイの気候ハワイの気候
　日本と比べるととにかく湿気が少ないのが印象的かな〜日本はすごく湿気が強いよね…

ハワイには乾季と雨季があるんだけど、日本と同じように7月から9月の夏は日差しが強く

気温が高いよ！

　11月から3月は雨季だけど、そこまで量は降らないんだって。1年中Tシャツや短パン、サ

ンダルなどの夏の服装で過ごせるけど、冷房や紫外線の対策はしっかり行うと良いみたい。

上着1枚あると便利かも。

ハワイで気をつけたいことハワイで気をつけたいこと
　日本とは国が違うからマナーや法律も違うんだよね…例えば、驚いたのは「J Walk（ジェ

イウォーク）」という横断歩道以外の場所で横断する行為。日本ではあちこちで見かけるけ

ど、ハワイではなんと130ドル（日本円で約15000円）の罰金が科されるんだ！

　他にも信号機の点滅での横断や歩きスマホ、自然を大切に守り続けていくための環境保

全に関するルールなどもあるよ。比べてみると文化の違いも見えてきて面白いかもね！

常常
と こ な つと こ な つ

夏夏の島　ハワイの島　ハワイ
ハワイはぼくの住んでいる日本からおよそ6200kmの太平洋に浮かぶ島国。

アメリカ合衆国にある州の1つで、その首都はオアフ島にあるホノルル（オアフ島）だよ。

たくさんの島があって、そのうち観光で行けるのは大きい島の6島なんだって〜

日本との時差は約19時間！

日本時間で考えると、今が2日0時なら…日付変更線を跨いで1日の5時になるね！

ぼくは"ヒュー "、のんきで気分屋な旅人だよ。

知らないことを見聞きしたり

美味しいものを食べたり

いろんなところを巡るのが大好きなんだ！

今回はホノルルのあるオアフ島へ行ってきたよ。 Mr.Hugh

6,400km!
flight

about 7~9 h!



Oahu Maps
ハレイワ
Haleiwa

マカハ
Makaha

ホノルル
Honolulu

パールシティ
Pearl City

カハラ
Kahala

ハレイワタウンハレイワタウン
　オアフ島北側にあるのがノース

ショアエリア。サーファーたちのメッ

カとしても有名なこのエリアで、特

に人気なのがハレイワタウン！

　パイナップルが美味しいドール

のプランテーションやソープファク

トリー、もちろん美味しいグルメな

どなど…オールドハワイの雰囲気を

満喫できるよ！

モアナルアガーデンモアナルアガーデン
　「この木なんの木、気になる木」こと、

日立のCMで登場した大きな樹がある場所。

高さ約25m、枝の広がりは約40mもあるそ

の巨大な佇まいに、思わず近づいては、また

その大きさにびっくりしちゃう…

　憩いの場としても親しまれていて、周辺の

ベンチではみんな各々の時間を過ごしている

よ〜

ダイアモンドヘッドダイアモンドヘッド
　標高約232mからのハワイの絶景

が眺められる場所！果てしなく広がる

青い海、大昔の火山噴火によって作ら

れて植物が生えない岩肌、そして賑や

かな都市部の街並み。

　天気の良い日はどこまでも見渡せる

気がするね！



　1 日目

21:30 　空港（日本）発

~

10:00 　空港（ハワイ）　着

11:00 　ノースショアエリア観光

~
~

15:00 　ワイキキへ移動

~

16:30 　ホテルチェックイン
　以後、自由散策

~
~

22:00 　就寝

　2 日目

6:00 　起床

8:00 　ダイアモンドヘッド観光

~

10:00 　ワイキキ周辺施設観光

~
~

15:00 　ホテル戻って自由散策

~

19:30 　ビーチベッドで海を眺める

20:00 　荷物整理を始める

~

21:30 　就寝

　3 日目

6:30 　起床、朝散策

　 ~

7:30 　ホテル戻って荷物チェック

8:00 　チェックアウト、移動

~

9:00 　空港入り

　観光しながら待機
　

~

13:30 　空港（ハワイ）　発

~

17:30 　空港（日本）　着

　

 Travel Itinerary
4泊5日（観光3日）のスケジュール4泊5日（観光3日）のスケジュール

今回の旅の大まかなスケジュール。

どのエリアにいつ行くかだけ決めて、全体的にのんびり過ごしていたよ〜



Tourist Attractions

ZINE's Column

Mr.ヒューのお気に入りスポット　その①Mr.ヒューのお気に入りスポット　その①
オアフ島観光で見つけた、ぼくのお気に入り観光スポットを紹介するね！

1. アラモアナセンター1.アラモアナセンター
　ワイキキビーチから徒歩で行ける距離にある大

型ショッピングセンター。雑貨やファッションは

もちろん、お土産品でもブランド品でも、なんで

もあるところだよ！気軽に寄れるフードコートや

スーパー、軽いドレスコードが必要なおしゃれな

レストランまで、いろんな人が集まる場所みたい。

　お店の数はなんと350以上、4階建てでとにか

く広い…！端から端までウィンドウショッピング

すると１時間はあっという間！寄りたいお店は目

星をつけておくことをおすすめするよ〜

　

　あちらこちらに植物があって、緑や水に囲まれ

ているよ。風を感じて気持ちよく買い物ができる

んだ！ただし、天井が無いエリアはスコールに降

られるとびしょ濡れになるから、屋根があるエリ

アまで行くか、お店の中に入るしか無いので要注

意！

住 所：1450 A l a Moana Bou l e va rd ,　

Honolulu

電話番号：808-955-9517

営業時間：11：００〜１９：００

※コロナによって変動あり

2.アリィビーチ2.アリィビーチ
　ウミガメの見学スポットとして有名な場所。

海の深さが浅めだから、泳ぐのが苦手な人や

海で気軽に遊びたい人におすすめ！

　野生のウミガメは夏シーズンによくやってく

るんだって〜！触れたり近づいたりはできない

けど、海面を眺めて顔を出すウミガメに会うこ

とができるよ。

ノースショアのレトロ看板ノースショアのレトロ看板
　ハレイワタウンの入り口にある案内看板を始め、ノースショ

アにはレトロで可愛い看板がたっくさん！TV などで取り上げ

られている有名な看板はサーフボードに乗った男の子と女の

子の看板で、カメハメハ・ハイウェイのワイキキ方面へ向かう

道路側と、反対車線のノースショアに向かう側、それぞれにあ

るんだよ〜

　その他にもサーフショップの看板や案内板、ウォールアートな

どなど、どれもハワイらしさが感じられて見入っちゃう！

プルメリアのお花〜！

こんなふうに集まって咲くんだね！



Tourist Attractions
Mr.ヒューのお気に入りスポット　その②Mr.ヒューのお気に入りスポット　その②

3.ソープファクトリー3.ソープファクトリー
　

　ノースショアにある小さな石鹸工場。外観もレトロで可愛くて、中に入ると石鹸の香りが

フワッと流れてくるよ！無添加の石鹸を作っていて、色がカラフルだったり、香りもさまざ

ま。お試しで香りを確かめるために手が洗えるスペースがあって、実際に香りを楽しめ

る嬉しい仕組みも！

　価格もお手頃だからお土産用に購入したり、自分用にたくさん買ったり。買いすぎ

ると荷物が重くなっちゃうから、お気に入りを厳選しよう！

住 所：67-106 Kea lohanu i Street , 

Waialua

電話番号：８０８-６３７-8400

営業時間：月-土 9:00〜18:00 /

日 10:00〜17:00

※コロナによって変動あり

なんだか美味しそうなチーズケーキに

見えてきたよ…（じゅるり）

ハイビスカス！

南の島と言ったらこれだよね

これもプルメリアなんだって〜

白とはまた違ってきれいだね！



Recommend food
Mr.ヒューおすすめ！ハワイアングルメMr.ヒューおすすめ！ハワイアングルメ
今回の旅で食べた中でも特に美味しいと思ったものをまとめたよ！

1.シェイブアイス1.シェイブアイス
　

　１年中暑いハワイではかき氷がたくさんあるんだけど、特におすすめしたいのが「マツモ
トシェイブアイス」！ハレイワタウンに昔からあるかき氷屋さんで、暑い日差しの中で観光客

の大行列ができるくらい大人気！サイズはスモールとラージがあって、シロップはなんと４０

種類くらいあるんだ。その中から３種類好きなものを選べるし、練乳やあずき（！！ハワイだ

けどあずきがあったよ！！）などの追加トッピングもできちゃうから、自分好みの味をカスタ

マイズできるのも嬉しいね。

　氷の部分がカラフルなシロップに染まっていて、店員さんがまん丸に固めてたけど意外と

食感は柔らかいんだよね…何かコツがあるのかな？

　店前の木陰にあるベンチにみんな座って、かき氷を美味しそうに食べて癒されているのが

またハレイワタウンののどかな雰囲気に合ってていいよね！

住所：66-111 Kamehameha Hwy, Suite 605, Haleiwa

電話番号：808-637-4827

営業時間：10:00〜18:00

※コロナによって変動あり

2.マラサダ2.マラサダ　

　外はカリカリ中はフワッフワな揚げパン！…て言っても、正確

には違うみたい。日本の揚げパン、給食などに出てくるパンはコッ

ペパンを油で揚げて砂糖をまぶしたものだよね？つまり、パン生

地を1回オーブンで焼いてから揚げたもの。ハワイのマラサダは

パン生地をそのまま油で揚げた丸い形のパンなんだ。同じ作り

方の仲間ではチュロス（側面がギザギザしていて長い棒状の揚

げ菓子）があるけど、パン生地を発酵させる菌が違うとドーナツ

にもなるみたい…ってややこしいな！全部美味しいけど！

　そんなわけでおすすめしたいのがハワイの老舗店「レナーズベーカリー」のマラサダ！日

本にも横浜店があるけど、やっぱり1度は本場で食べてみたくて…出来立てのあっちあちを

いただきました！うんま〜〜い！

住所：933 Kapahulu Ave, Honolulu, Hi 96816

電話番号：808-737-5591

営業時間：5:30 〜22:00

※コロナによって変動あり

3.パンケーキ3.パンケーキ
　ふわふわのスフレパンケーキが食べられるお店「ク
リームポッド」。お庭も内装もとっても可愛いお店だ

よ！まるで物語の世界みたいなインテリアに包まれな

がら、シュワっととろけるパンケーキが食べられるの

はここだけ。甘めのパンケーキはもちろん、オムレツ

やエッグベネディクトなどのご飯系も置いてあるから、

甘いものが苦手な人にもおすすめだよ！

住所：444 Niu St, Honolulu

電話番号：(+1) 8084290945

営業時間：6：30〜14：30

※コロナによって変動あり
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