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二コ ュニ 基本情報
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入学条件
• 学歴：高校卒業以上
• 英語 コ ：
TOEなばiてT6さこTOEIで6すごこIEばTSす.すこ英検2級上
級
*上記 コ あ 場合 EOSば 英語コー 92・9じ 受講
必要 場合 あ ま 注意く い

ハワ 大学 コ ュニテ ッ 2年制短期大学 最大規模 ⼆コ ュニテ
ッ ⼆コ ュニテ ッ 2年制学位 Aイイんciatら とらるィらら 取得 グ

ン 学位取得 く修了証 Ceィtificate 【f Achievement 取得 開
講 いま グ し学期〜じ学期 さ2ヶ⽉〜さ6ヶ⽉間 専門分野 学ぶ
学位取得 目的 い専門留学 希望 ⽅ 時間 費⽤ セー 魅⼒

ま 卒業後 O】ti【nal Pィactical Tィaining OPT) ザ 取得 いう ット あ ま
OPT ザ 国内 さ年間 ⾃由 働く ま 海外就職 テッ ま
ハワ 語学以外 留学 い ハワ 海外就職 目指 い ⽅ 非常
留学 グ ま

ESOL英語コー 受講の流れ

ESOL197→ESOL92

TOEなば iてT コ し2-6ご 場合
ESOばさ9、 受講開始

規定 英語 コ 取得 く
修了証 グ ⼊学可能

ま

ESOばさ9、 さ学期 ＝約し.すヶ
⽉ 英語コー 学期末

試験次第 ESOば92ま
ESOば9じ 受講 可能 ま

ESOL94

TOEなば iてT コ ⼊学条件
満 い ⽅ ESOば9じ
受講開始 ま

Wィitiをる Tらイt 受け 結果 良
け ESOば9じ キッ
ESばさごごこENにさごご 受講

可能

ESL100/ENG100

修了証 卒業単位 ウン
ト 英語コー

コー 開始 最
短期間 修了証 取得

ま

願書提出時 英語 コ 応 修了証取得 専門授業受講前 英語 授業 修了 け
ませ ESばさごごこENにさごご 受講 ま 英語コー 受講期間 っ 最終的 修了証

取得 ま 時間 大幅 変わっ ま
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Certificate of Achievement専攻詳細と修了必要単位数

■ Accounting 会計・経理 30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.

■ Retail Management 小売業 ネー ン 33単位
Retail Management incorporates principles, concepts and technical skills that lead students to 

competence in the field of retailing. This certificate is a comprehensive academic program designed to 

prepare current and future retail employees. 

■ Information Technology ITネ ワー エン ニ ・ 30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.

■ Hospitality Operations Management ホ ・ホ タ 34-38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 旅⾏・ 33-38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 39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. This program is designed to prepare 

students for employment in Biotechnology industry and research. Students will learn basic laboratory 

skills, equipment operation and maintenance, quality control, safety and good manufacturing practices.



現地生活費・交通費 目安

● 記留学生保険料金 代表的 プ ン料金 参考金額 し 掲載 補償内容 契約プ ン っ 保険加入料 異

● 記 含 い費用： 空港送迎 現地サポ ト等 プションサ ビス 追加 問い合わ い

● プ グ 費用 教育機関等 都合 び為替 ト変動 予告 く変更 最新料金 問い合わ い

● コ ス開始3ヶ 前 申込 御願いし 3ヶ 申し込 場合 緊急手配料 別途頂戴い し

合計概算費用 日本円 ¥4,309,960 ¥5,480,440

● 本プ グ 受講者 キャンパス内学生寮へ 滞在 可能 殆 場合空 学生寮希望 場合 民間学生寮 滞在

● E OL 英語コ ス 受講料 含 い プ イス ントテスト 結果次第 7単位 英語コ ス受講 追加

ェアアパート滞在費 目安 ー ¥1,008,000 目安\84,000/月

¥1,008,000 目安\84,000/月 ¥1,344,000 目安\84,000/月

その他費用(自己手配
往復航空券 目安 ¥80,000 ¥80,000

学生ビ 申請 ポート ¥35,000 税込 ¥35,000 税込

海外留学生保険料1年間 ¥223,120 オスス プラン ¥223,120 オスス プラン

海外通信送⾦費 ¥21,600 税込 学校＋寮 ¥21,600 税込 学校＋寮

滞在先手配費 ¥54,000 税込 ¥54,000 税込

手配費用
プロ ラ 手配費 ¥140,000 税込 ¥140,000 税込

小計US$ $22,902 $21,456
小計日本円 $=120円 ¥2,748,240 ¥2,574,720

学生ビ 申請費 $160 $160
SEVIS費 $200 $200

滞在費 目安 $9,632 学生寮2⼈部屋
食事 し12ヶ月間 $3,576 学生寮2⼈部屋

食事 し1学期間

I-20郵送費 － ー

授業料 $11,310 $342/単位 $15,420 ＄342/単位

教材費 目安 $1,500 受講 ラス より必要 $2,000 受講 ラス より必要

3学期 12ヶ月 4学期 16ヶ月
学校費用
登録費 $100 $100
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33単位修了プ の場合 45単位修了プ の場合

相談

電話･来社

無料 ウンセ ング

見積作成依頼

気軽 申付け

く い

プ ン 決定し

当社へ 登録

留学手配開始

留学プ ン 興味 あ 方
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