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KCC ESOL（⺟国語が英語でない⽣徒のための英語コース）
願書提出時の英語スコアによって、専門授業を受講する間に規定の英語コースを受講する必要がござい
ます。最低、TOEFLiBT32（PBT400 ）あれば、ESOLからのスタートができます。

【 入学条件】
• 学歴︓⾼校卒業以上
• 英語⼒︓TOEFL 61、TOEIC650、IELTS5.5、

英検2級上級
*上記スコアがある場合も、プレースメントテストでよいスコアが
出ない場合、ESOL（英語コース）92・94の受講は必須となります。

ハワイ大学のコミュニティカレッジ（2年制短期大学）で最大規模なのがカピオラ⼆コミュニティカレッジ
です。このカピオラ⼆コミュニティカレッジでは2年制学位（Associate Degree）取得プログラムがメイン
ですが、学位取得ではなく修了証（ Certificate of Achievement）取得プログラムも開講しています。こ
のプログラムでは3学期〜4学期（12ヶ⽉〜16ヶ⽉間）で専門分野を学ぶことができ、学位取得を目的とし
ない専門留学を希望する⽅には、時間も費⽤もセーブできるのが魅⼒です。

また卒業後にOptional Practical Training（OPT)ビザが取得できるというメリットがあります。OPTビ
ザではアメリカ国内で1年間、⾃由に働くことができますので、海外就職のステップになります。
ハワイで語学以外の留学をしたい、ハワイでの海外就職を目指している⽅には、非常にオススメできる留学
プログラムとなります。

英語スコアがTOEFL iBT32-60の場合
ESOL197からスタート
ESOL197は1学期（4カ月）で修了します。修了時のテストのスコアに応じて、
ESOL92、またはESOL94に進むことができます。

英語スコアがTOEFL iBT61以上の場合
ESOL94+専門授業からスタート
ライティングテストを受けてよい点数の場合はESL100/ENG100に進みます。
ESOL94受講と同時に大学専門授業も取ることができるようになります。

英語スコア・ライティングテストクリアした場合
ESL100/ENG100＋専門授業
修了証の卒業単位になる英語授業です。ここからスタートできると最短で
卒業することができます。



専攻詳細と修了に必要な単位数
■ Accounting 会計・経理 30-34単位
Entry-level advanced clerical, junior paraprofessional, or professional 
accounting positions in small business, public accounting, private industry, 
nonprofits and governmental organizations. Students get practical, hands-on 
experience practicing workplace-relevant skills and techniques.
■ Information Technology ITネットワーク・ヘルプデスク 30-34単位
Entry-level positions in a business environment involving computer support: 
help desk, cabling and basic networking, minor office application support, 
and training. The certificate will enhance the information technology skills of 
the small business owner, non-IT account clerk, office administrator, office 
manager, and health, legal, hospitality.
■ Information Security and Assurance ITセキュリティ 30-31単位
This is designed to prepare students for information technology cyber 
security entry-level positions in a business or government environment 
involving computer hardware or software, or network cybersecurity. 
■ Hospitality Operations Management ホスピタリティ 36-42単位
Hospitality Operations include hotel and resort front office, concierge, 
reservations, housekeeping, food and beverage, marketing and sales, 
human resources, and uniformed services positions 
■ Travel and Tourism Operations Management ツアリズム 31-37単位

Airport services, airline operations, ticketing and reservations, travel 
agencies, tourism planning and development, meeting and convention 
coordination, special events planning, and tour directing.
■ Culinary Arts 調理・製菓 44-49単位

Gaining technical skills for skilled level positions in hotels, restaurants, and 
institutions. It offers students the opportunity to apply and practice skills 
learned in all aspects of the culinary arts in a real world environment.
■ Biotechnician 臨床検査⼠ 34-37単位

Biotechnology is the use of living cells or organisms to produce a product or 
to improve plants, animals or microorganisms. The applications of 
biotechnology include pharmaceuticals, agriculture, the diagnosis and 
prevention of disease, vaccines, forensics and bioremediation. 
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追記

教科書費は目安

＄347/単位

SEVIS費含む

レート＄=110

追記

ビザ必須

最安値プラン

追記
目安 月＄700

目安 月＄700

③ 小計 US$ $14,000 $21,700 $16,100
全体的な留学費⽤概算は、上記①＋②＋③の合計を目安としてください

【ご注意事項】上記はあくまでも概算です。最新の学校料金・キャンペーン情報はキャリアエクスチェンジまでお問い合わせください。

シェアアパート滞在費 $0 $10,500 $7,700

現地生活・交通費 $14,000 $11,200 $8,400

② 小計 日本円 ¥693,830 ¥599,300 ¥398,120
③渡航後にかかる費⽤ 20ヵ月 16ヵ月 12ヵ月

往復航空券（目安） ¥80,000 ¥80,000 ¥80,000
海外留学生保険料 ¥372,830 ¥298,300 ¥223,120

海外通信送⾦費 ¥11,000 ¥11,000 ¥11,000
ビザ申請サポート ¥35,000 ¥35,000 ¥35,000

プログラム手配費 ¥140,000 ¥140,000 ¥14,000
滞在先手配費 ¥55,000 ¥35,000 ¥35,000

①小計 日本円  ¥4,518,250 ¥1,807,850 ¥1,498,200

渡航前にかかる費⽤ 20ヵ月 16ヵ月 12ヵ月

学生ビザ申請費 $510 $510 $510
小計US$ $41,075 $16,435 $13,620

ホームステイ個室・朝食 ー $1,500 $1,500
学生寮個室・食事なし $22,000 ー ー

授業料 $16,965 $12,825 $10,410

学校申込⾦ $100 $100 $100
学校教材費・設備費 $1,500 $1,500 $1,100

ハワイ UHカピオラ二・コミュニティーカレッジ
学費・ビザ・滞在費⽤ 20ヵ月 16ヵ月 12ヵ月

コース
ESOL197スタート

30単位の場合
ESOL94スタート

30単位の場合
修了証プログラムのみ

30単位の場合

まずはご相談！
電話･来社での

無料カウンセリング

お見積作成依頼は
お気軽にお申付け
ください。

プランが決定したら
留学開始の

3ヶ月前を目安に
当社へお申込ください

こちらの留学プランに興味がある方は・・・・
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