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①　TOEFL iBT70以上、IELTS 6.0以上、英検準1級以上

　　 Duolingo95点以上のいずれか

■各校共通 ②　語学学校の指定コースを修了した方

　　「Global Vilalge Hawaii」レベル6の修了

①　国内または海外の高等学校を卒業または卒業見込の方。 　　「EF」B2の修了、「ELS Language Centers」レベル110の修了

②　国内または海外の大学・短期大学を卒業または在学中の方。 　　「Central Pacific College」Advanced85の修了

　　在学中の方は編入または休学留学希望者。

③　満18歳以上で心身健康の方。

①　TOEFL iBT61、英検2級A判定、TOEIC 650、IELTS 5.5以上、

※上記条件を満たしていない方でも入学の可能性があります。詳細は事務局までお問 　　Duolingo 85、Cambridge FCE、CEFR B2、TEAP276以上のいずれか

　い合わせください。　　 ②　カレッジ附属英語プログラム（IEP）を修了した方

　お問い合わせフリーダイヤル　： 　　IEPを修了すれば①免除でそのままカレッジに入学することができます。

※出願条件は変更になる場合があります。申込前に必ず事務局にて最新情報をご確認 　　尚、IEPに入学する為には下記スコアが必要です。

　ください。 　　　TOEFL iBT32以上、TOEIC 430、英検準2級以上

※高等学校卒業程度認定試験（旧：大学入学試験試験）に合格している方、単位制や 　　　Duolingo 65、Cambridge PET、IELTS 4.0、TEAP150

　通信制高等学校を卒業している方はご相談ください。 　　　以上等 のいずれか

※大学院入学に関しては各学校・学科により出願条件が異なりますので、詳細はお問 ③　語学学校の指定コースを修了した方

　い合わせください。 　　「Global Vilalge Hawaii」レベル6の修了

　　「Central Pacific College」指定レベルの修了および卒業試験での成績

■各校出願資格 　　「IIEハワイ」指定コースで一定以上の成績

※上記の資格に加え、各校が以下に定める資格の①、②または③のいずれか 　　「Academia Language School」Advanced Conversation II修了

　を満たすこと。

①　TOEFL PBT500/iBT61以上、IELTS 5.5以上、英検2級A判定以上

　　Duolingo 85、GTEC1051、ITEP4以上のいずれか

①　TOEFL PBT500//iBT61以上 ②　カレッジ附属英語プログラム（ELI）を修了した方

　　IELTS 5.0以上、英検2級A判定以上のいずれか 　　ELIを修了すれば、①免除でそのままカレッジに入学することができます。

　　　※TOEFL PBT600/iBT100点未満、IELTS 7.0未満、英検での入学の学生は大学入学時に

　　　　英語テストを受験し、結果によっては補習英語プログラム（ELI）の受講が必要となります。

　　　※留学生はSAT、ACTスコアは原則免除されます。 ①　TOEFL PBT500/CBT173/iBT61 以上

　　英検2級A判定以上、もしくはIELTS 5.5以上のいずれか

②　コミュニティ・カレッジ卒業後に３年次に編入 ②　カレッジ附属英語プログラム（MLI）を修了した方

　   コミュニティカレッジを卒業すれば①および入学時の英語テストは、 　　MLIを修了し、学力レベルチェックテストに合格すれば①免除でそのまま

　　原則免除されます。 　　カレッジに入学することができます。

①　TOEFL PBT500/iBT61以上、もしくはIELTS 5.5以上

①　TOEFL PBT500/iBT61以上、 　　英検2級A判定以上、GTEC1076以上のいずれか

　　IELTS 5.5以上、英検2級A判定以上 のいずれか ②　カレッジ附属英語プログラム（IEP）を修了した方

　　　※大学入学時に英語テストを受験し、結果によっては補習英語プログラム（ELI） 　　IEPを修了すれば、①免除でそのままカレッジに入学することができます。

　　　　の受講が必要となります。 ③　語学学校の指定コースを修了した方：「Global Vilalge Hawaii」レベル6の修了                                        

　　　※留学生はSAT、ACTスコアは原則免除されます。

②　大学附属英語プログラム（ELI）を修了した方 　　　　　　　　　受験料・選考方法
　　ELIを修了すれば、①免除で大学への入学が可能です。 出願料 選考方法

US$70

③　コミュニティ・カレッジ卒業後に３年次に編入 US$50

　   コミュニティカレッジを卒業すれば①および入学時の英語テストは US$45

　　原則免除されます。 US$25/US$100

US$25/US$100

ハワイ大学・マウイ・カレッジ/付属英語プログラム US$25/US$100

US$25/US$75

※受験料は変更になる場合があります。申込前に必ず事務局にて最新情報をご確認ください。

学校名

ハワイ大学マノア校

書類審査のみ

ハワイ大学ヒロ校

ハワイパシフィック大学

カピオラニ・コミュニティ・カレッジ/付属英語プログラム

リーワード・コミュニティ・カレッジ/付属英語プログラム

ハワイ・コミュニティ・カレッジ/付属英語プログラム

03-6912-8121

リーワード・コミュニティ・カレッジ
ハワイ大学マノア校　

ハワイ大学・マウイ・カレッジ

ハワイ大学ヒロ校　 ハワイ・コミュニティ・カレッジ

　2021年度　留学生募集要項

出願資格
ハワイパシフィック大学　

カピオラニ・コミュニティ・カレッジ

　University of Hawai'i
　Hawai'i Pacific University
　HEC

　Hawai'i Education



入学手続き・申込期限

※上記願書提出時期は学校によって異なる場合がありますので、出願の際は必ず確認をしてください。

※学校によっては上記以外にも入学できる場合があります。詳細はお問い合わせください。

■お申込み方法
下記申込書類をハワイ留学支援センター日本事務局にご郵送、または直接

ご持参の上お申込みください。

留学サポート料金のお振込みが確認出来次第、留学サポートを開始させてい

ただきます。

■お申込書類 ※ハワイパシフィック大学やコミュニティ・カレッジで英語プログラムを受講

サポートプログラム申込書（所定用紙、写真貼付） 　される方は、授業料のほかに別途プログラム代金が必要です。

パスポートコピー（顔写真のページ） ※授業料は予告なく変更になる場合があります。お申込前に必ず事務局まで最新

　情報をお確かめください。

※夏学期や冬学期も履修する場合は別途授業料が必要となります。

※コミュニティカレッジの授業料は履修単位数によって異なり、上記料金は

　１学期あたりの最低履修単位数12単位をもとに算出しています。

■ハワイパシフィック大学奨学金（返済義務なし）

　●願書と一緒に申請するため、入学前に支給可否が決まります。

　　ただし、高校のGPAがおよそ3.0以上で大学に直接入学する学生のみが対象です。

　●年間 $15,000の学費が免除されます。

■ハワイ大学マノア校奨学金（返済義務なし）

　●願書提出後に大学側が自動的に選考を行うため、別途お申込は不要です。

   ●ハワイ大学マノア校在学中にGPA3.3以上の成績をおさめ、

　　  1学期あたり12単位以上を取得している留学生のみが対象です。

    ●年間$16,380の学費が免除されます。

    ●条件を満たした場合、最長4年間支給されます。

■日本政策公庫

・・・・・ ・・・・・  【貸与額】

　お子さま1人につき450万円以内

【対象者】

ご融資の対象となる学校に入学・在学される方の保護者で、世帯年収（所得）が

990万円以内の方。

また、独立行政法人日本学生支援機能の奨学金と重複してご利用いただけます。

※お問い合わせは直接「日本政策金融公庫」までお願いいたします。

ハワイへ渡航

学生ビザ取得・渡航準備開始 詳細はホームページをご参照ください。

お申込書類のご提出・サポート料金のお支払

願書記入・その他必要書類準備

願書提出

選考（書類審査のみ）

入学許可証取得・学生ビザ申請準備

コミュニティ・カレッジ US$8,280

奨学金　(Scholarship)

ご出発までの流れ

ハワイ大学マノア校 US$33,336

ハワイ大学ヒロ校 US$20,304

ハワイパシフィック大学 US$28,800

春学期 ６月～８月 翌年1月下旬

お申込み 　授業料　秋学期＆春学期（９ヶ月）

学校名 授業料

春学期 ６月～８月 翌年1月上旬

ハワイパシフィック大学

夏学期 １０月～１２月 翌年5月中旬

秋学期 １月～３月 同年9月上旬

春学期 ５月～７月 翌年1月上旬

ハワイ州立コミュニティ・カレッジ

夏学期 １０月～１２月 翌年5月中旬

秋学期 １月～３月 同年8月下旬

学校名 入学学期 願書提出時期 学期スタート時期

ハワイ州立大学
秋学期 １０月～１２月 翌年8月下旬

http://www.jfc.go.jp



留学サポートプログラム

【渡航前サポート】 【渡航前サポート】

●大学決定までの情報提供・カウンセリング ●大学決定までの情報提供・カウンセリング

●留学・進学カウンセリング ●留学・進学カウンセリング

●プロのカウンセラーによる渡航までの準備指導 ●プロのカウンセラーによる渡航までの準備指導

●願書一式準備 ●願書一式準備

●願書書類準備指導 ●願書書類準備指導

●願書記入後の詳細なチェック ●願書記入後の詳細なチェック

●願書書類を大学入学事務所まで責任をもって送付 ●願書書類を大学入学事務所まで責任をもって送付

●学生ビザ申請書類一式の準備 ●学生ビザ申請書類一式の準備

●学生ビザ申請書類・エッセイ作成指導 ●学生ビザ申請書類・エッセイ作成指導

●学生ビザ申請書類記入後チェック・訂正 ●学生ビザ申請書類記入後チェック・訂正

●学生ビザ大使館面接指導・面接予約代行 ●学生ビザ大使館面接指導・面接予約代行

●学生ビザ再申請指導・手続 ●学生ビザ再申請指導・手続

●出発前オリエンテーション ●出発前オリエンテーション

【現地生活サポート】 【現地生活サポート】

●現地滞在先（大学寮・コンドミニアム・ホームステイ等）を事前に手配 ●現地滞在先（大学寮・コンドミニアム・ホームステイ等）を事前に手配

　※　ホームステイコーディネート料、コンドミニアム敷金・礼金は別途 　（渡航時には入居準備が完了しています）

●現地滞在先事前チェック（部屋の内部に不具合がないかを確認します） 　※ハワイ島は大学との提携コンドミニアムのみ手配可能

●現地滞在先契約同行（コンドミニアムの場合、英語での契約になりますので通訳 　※マウイ島は大学寮またはホームステイのみ手配可能

　として日本人スタッフが契約の立会い・同行します） ●到着日の空港から滞在先までの送迎（１回のみ）

●現地滞在先不具合/問題発生時の電話によるアドバイス・対応 ●渡航における指導・ご相談・アドバイス

●到着日の空港から滞在先までの送迎（1回のみ） ●奨学金（国内・ハワイ）のご紹介･手続き方法のご案内

●現地生活オリエンテーション（到着後に現地日本人アドバイザーが生活上の ●現地における電話（日本語）による緊急対応24時間サポート

　細やかなアドバイスをいたします） ●車による生活必需品買い物・同行・アドバイス（１回のみ）

●市内案内（食料品や雑貨等の場所をご案内します）

●学校までの通学路案内 留学サポートプログラム料金

●銀行口座開設・日本からの送金ご案内・同行・通訳

●携帯電話・一般電話回線開設契約に同行・通訳・契約サポート

●ハワイのインターネットプロバイダ契約の同行・通訳・契約サポート 内訳

●車による生活必需品買い物同行・アドバイス（最高3回まで） 現地6ヶ月間サポート： ２４０，０００円

●ツベルクリン接種（授業を受ける前に現地で接種が必要）の案内・同行・通訳 渡航前サポート： ３８０，０００円

●病気の際の病院・ファミリードクターご紹介 ※サポートプログラム登録費用30,000円および渡航前サポート380,000円

●渡航における指導・ご相談・アドバイス につきましては、別途消費税が加算されます。

●月1回の現地スタッフとのミーティング

　※現地日本人アドバイザーが勉強の準備や生活に関するアドバイスをいたします。

●月1回学習や生活の状況についての「学生レポート」を日本のご家族に送付

●転校・編入のアドバイス

●運転免許証取得等の情報提供・相談・アドバイス

●就職アドバイス（現地でのOPT就職、日本での就職へのアドバイス）

●事故・トラブルにおける適切なアドバイス・弁護士紹介

●現地における電話（日本語）による緊急対応24時間サポート

留学サポートプログラム料金

内訳

渡航前サポート：  380,000円

２年目以降のサポートについては別途料金となります

※サポート期間は渡航日より最長3ヵ年といたします

ハワイ島・マウイ島　サポートプログラム

９５０，０００円/ 1 年 

６５０，０００円/６ヶ月

オアフ島　サポートプログラム

８６０，０００円/６ヶ月

サポートプログラム登録費用：３０，０００円

現地１年間サポート：  ５４０，０００円

現地6ヶ月間サポート： ４５０，０００円

※サポートプログラム登録費用30,000円および渡航前サポート380,000円

　につきましては、別途消費税が加算されます。

現地３年目サポート：　１５０，０００円

現地２年目サポート:　　３００，０００円

サポートプログラム登録費用：30,000円

【サポートプログラムお申込に関する注意事項】

※当サポートプログラム料金には以下のものは含まれません。

●授業料 ●家賃（敷金・礼金） ●海外留学保険 ●航空券 ●テキスト代

●事故・トラブルが発生した場合の実費（弁護士費用・治療費など）

※各留学サポートプログラムに記載されているサポート内容以外のサポート

（夜間の出動・同行・通訳等）は、下記の追加費用にてサポートをいたします。

・2時間までの出動 150ドル+ハワイ州税（4.712％）

・以降30分ごと 50ドル+ハワイ州税（4.712％）

・午後8時～午前8時までの出動に関しては夜間出動が適用となり、上記料金の

5割増の費用を申し受けます。

・サポート時間はカピオラ二コミュニティカレッジにある弊社事務所を出発起点

とし、こちらの事務所まで帰還する時間にて算出されます。

・上記サポート費用はご利用時に都度日本事務局へ日本円でのお振込となります。

換算レートにつきましては「留学プログラム約款」第8条を ご参照ください。

※「学生レポート」は原則としてミーティングを行った当月末に送付いたします。

但し、学生本人の都合により日程の変更や延期が生じた場合等はレポート送付

の時期が多少前後する場合がございますので予めご了承ください。

※学生が現地スタッフからの連絡に対し拒絶・無視を繰り返しミーティングの

実施が困難となった場合は、当月のランチミーティングは消化したものとし、

行わなかったミーティング分のサポート料金の返金はいたしません。



オアフ島で暮らす 【大学・短大・専門】 関西学院大学

US$1,700 ～ ／月 【高校】 東京大学 神戸女子大学

北海道札幌丘珠高等学校 早稲田大学 姫路獨協大学

マウイ島で暮らす 北海道旭川北高等学校 明治大学 同志社大学

US$1,500 ～／月 北海道札幌平岸高等学校 中央大学 立命館大学

札幌静修高等学校 日本大学 京都外国語大学

ハワイ島で暮らす 北星学園女子高等学校 専修大学 京都文京短期大学

US$1,400 ～／月 北海道有明高等学校 明治学院大学 中　国

青森県立弘前高等学校 成城大学 【高校】

仙台白百合学園高等学校 成蹊大学 島根県立大社高等学校

石川高等学校 駒沢大学 清心女子高等学校

【大学・短大・専門】 創価大学 広島県立大門高等学校

北星学園大学 聖心女子大学 英数学館高等学校

大妻女子大学 【大学・短大・専門】

【高校】 昭和女子大学 ノートルダム清心女子大学

東京都立大森高等学校 文化女子大学 広島修道大学

■手配例 東京都立北園高等学校 東京理科大学 四　国

東京都立国際高等学校 東京農業大学 【高校】

【オアフ島】 東京都立小岩高等学校 東洋英和女学院大学 愛媛県立松山西高等学校

Island Colony 東京都立松が谷高等学校 獨協大学 聖カタリナ女子高等学校

家賃： US$1,800～／月　（光熱費・家具・生活用品一式込み） 東京都立鷺宮高等学校 千葉商科大学 高知県立安芸高等学校

※アプリケーションフィー・デポジットは別途 東京都立白鴎高等学校 信越・北陸 九州・沖縄

静かでセキュリティのしっかりした、女性にお薦めのユニット。一部オーシャン 関東国際高等学校 【高校】 【高校】

＆ゴルフコースビュー。家具一式、キチネット、エアコン付。理念その他の生活 駒込高等学校 東海大学第三高等学校 福岡県立福島高等学校

用品は含まれません。セキュリティ、コインランドリー、プール、ジャグジー、 駒場学園高等学校 北陸学院高等学校 筑紫女学園高等学校

美しい庭園、BBQエリアあり。 淑徳巣鴨高等学校 【大学・短大・専門】 長野県立長崎南高等学校

城西大学付属城西高等学校 富山国際大学 熊本県立玉名高等学校

ホームステイ 女子聖学院高等学校 　東　海　 鹿児島実業高等学校

料金一例： US＄1200～／月（朝食・夕食付き） 正則学園高等学校 【高校】 沖縄県立那覇高等学校

US＄900～／月（食事なし） 玉川学園高等部 南山高等学校 沖縄県立尚学高等学校

※アプリケーションフィーは別途 東京女子学院高等学校 星城高等学校 【大学・短大・専門】

桐朋高等学校 東海学園高等学校 九州東海大学

東洋英和女学院高等部 光ヶ丘女子高等学校 琉球大学

【ハワイ島】 田園調布雙葉高等学校 岐阜県立長良高等学校 えびの高原国際専門学校

Waiakea Lagoon View 日本大学第二高等学校 加藤学園高等学校

家賃： US$825～／月　（光熱費・家具・生活用品一式込み） 八王子実践高等学校 【大学・短大・専門】

※アプリケーションフィーは別途 文教大学附属高等学校 名古屋市立大学

独立したベッドルームとバスがあり、家具一式、フルキッチン、シーリングファン、 堀越高等学校 鈴鹿国際大学

インターネット付き。隣には美しい池と庭園が広がり落ち着いたエリア。大学や 三輪田学園高等学校 　近　畿　

ダウンタウンには徒歩圏内。この内容では非常にリーズナブルな家賃なのでお勧 明治学院高等学校 【高校】

めです。空き具合によっては相部屋（個室あり。US$550～／月）の事前手配 明治学院東村山高等学校 大阪府立初芝高等学校

も可能。 立正高等学校 大阪府立枚方高等学校

神奈川県立七里ガ浜高等学校 大阪府立農芸高等学校

神奈川県相模原高等学校 大阪市立東高等学校

神奈川県横須賀高等学校 大阪府立南高等学校

神奈川県湘南高等学校 大阪学院大学高等学校

神奈川県西湘高等学校 大阪成蹊女子高等学校

東横学園大倉山高等学校 千里国際学園高等部

湘南工学大学附属高等学校 姫路市立飾磨高等学校

桐蔭学園高等学校 京都文京女子高等学校

法政大学第二高等学校 京都成安高等学校

横須賀学院高等学校 奈良県立なら高等学校

日本大学藤沢高等学校 和歌山県立桐蔭高等学校

埼玉県立所沢高等学校 【大学・短大・専門】

埼玉県立豊岡高等学校 大阪外国語大学

埼玉県立上尾南高等学校 関西外国語大学

カピオラニ・コミュニティ・カレッジ

1ヶ月の生活費（家賃・食事・交通費・光熱費）<目安>

滞在先

北海道・東北

　日本人留学生支援制度　学生出身校　（一例）

関　東


