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  リーワード大学（Leeward Community College） 担当教員：モーガン 
概要（提携 2012 年～   ） 
＜所在地＞ 

 

ホームページ：         

アメリカ合衆国(ハワイ州) 
 Leeward Community College     
96-045 Ala Ike, Pearl City, Hawaii 96782 
 www.leeward.hawaii.edu/studyabroad   808-455-0570 (ph)  808-455-0568 (fax) 

＜沿革＞ 1968 年に設立されたハワイ大学付属短大で、ハワイにあるコミュニティーカレッジの中で 2
番目に大きい。オアフ島ホノルル郊外にある真珠湾を見渡すことができるパールシティーにあ

り、ワイキキからは車で約 30 分。学生数 8,000 人で学生と教員の比率は 20：1 で、ハワイの

中では比較的日本人留学生が少ない。2 年間分の単位(GPA2.0 以上)を取得した学生は、自動的

にハワイ大学へ編入することができる。留学生を含め学生の約 90％はハワイ大学へ編入してい

る。ディグリー・プログラムには一般教養と職業訓練のコースがある。 
＜特色＞  

 

 

 

      

      

 正規授業履修（Credit Program）には TOEFL500 点/英検 2 級以上が必要。 
 それ以下の生徒はELI(English Language Institute)の Intensive English Programを受講

する。ELI のプログラムは 4 レベルある。目安は TOEFL450 点以上、Advanced（Level 4）、
400 点以上 High Intermediate（Level 3）。ELI は時期により日本人学生も多い。 

 1 クラス 8~12 人の少人数制。教師は全員 Master’s Degree を取得している。 
 ELI プログラムは 1 セッション 8 週間のサイクルで行われる。  
 プログラム内容：1 週間 18 時間の授業。平日午前中の授業と週 2 日午後の授業がある。 

Listening & Speaking(週 6 時間)、Reading &Writing(週 6 時間)、Grammar(週 3 時間)、
Pronunciation(levels 1&2, 週 3 時間)、American Culture(levels 3&4 週 3 時間) 
セッション開始前に 1 週間のオリエンテーションがある。 

 ELI の 8 週間プログラム 2 回 (8 月開始の 4 ヶ月留学)または 3 回(3 月まで)。途中延長可。 
 Level 4 を終了した生徒は、カレッジのクレジットプログラムを履修することができる。  

ただし ESL プログラム（Level 21,22/TOEFL550 相当でレギュラークラスとのコンビネー

ションプログラム）はセメスタープログラムなので、8 月/1 月からでないと受講できない。 
 正規授業は ESL21（Advanced College Reading 3hs/wk）、ESL22(Advanced College 

Writing 3hs/wk)＋two other courses を履修する。 
授業料は 1 credit=$340, 1 class=3 credits=$1,020. 12 credits=$4,080（2019-2020） 

 Weekly conversation partners program,  Organized social activities 

＜宿泊＞  Rainbow Homestay（日本語対応可）が斡旋するホームステイ。＄1,120～＄700/月 
個室（2 食付/食事なし）、2 人部屋（同時申込みに限る：2 食付/食事なし)の４タイプから

選べる。現地の日本人が経営する斡旋会社で日本語によるサポートが受けられる。 
＜生活＞ 

 
 

 平均気温は 24℃～29℃。キャンパス内の治安は非常に良い。オアフ島のバスは 100 路線

以上あり便利。大学内に 2 つのバス停がある。近くに大きなショッピングセンターやレス

トランがある。クラブ活動に入るとローカルの友達と交流できる。 
＜条件＞  Credit Course 履修には TOEFL500/英検 2 級以上。 

 英語 2 専攻：2 年生で留学する場合、TOEIC400 点以上、累計 GPA1.5 以上であること。 
3 年生で留学をする場合、TOEIC450 点以上、累計 GPA1.5 以上であること。(申込時) 

 2 年生後期で留学する場合は、帰国後外国語Ⅳと道徳科学 B を必ず履修すること。 
＜留学期間＞  半年留学：2 年次後期、3 年次後期の半年間(実質 4 ヶ月又は 6 ヶ月)。2 セッション終了後、

もう 1 セッション延長して 3 月まで留学する可能性がある場合は、財政証明書の額により、

あらかじめ I-20 の期間を延ばしてもらう事もできる。 
＜奨学金制度＞ 麗澤大学海外留学奨学金  
 

http://www.leeward.hawaii.edu/studyabroad
tel:808-455-0519
tel:808-455-0568
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２・３年次

4月 上 秋学期留学のための説明会 4月

中 留学希望受付〆切　

外国語学部教員による選考・留学許可

5月　　 申込書類提出(国際交流センター）5月上旬 5月

5月中旬　Leewardに申請書類のデータ送信

（Application,  Financial Certificate, Passport, Score copy)

アメリカ学生ビザ申請説明会

5月下旬　Leewardから入学許可書到着（I-20)

6月　　 渡航説明会(旅行社） 6月

（渡航案内、荷物、経費、保険など）

Rainbow Homestayにhomestay斡旋を依頼

Homestay placement feeをクレジットで支払う。

Health Formの作成

7月 留学事前セミナー 7月

アメリカ大使館面接

留学出最終説明会

海外留学保険証のコピーを提出し、現地の保険加入免除

8月 Health Formと海外旅行保険のコピーを持参し到着後提出 8月

留学出発　2018.8.13

オリエンテーション、プレースメントテスト、TB検査

Fall 1　*　8/26-10/18　2019 下

9月　　 9月

10月 10月

Fall 2　*　10/21-12/13　2019

11月 11月

12月 12月

下 2セッション終了・帰国

1月 Spring 1　*　1/13-3/6　2020 1月

2月 2月

3月 3月

3セッション終了・帰国

リーワード・コミュニティーカレッジ    担当教員：モーガン

・｢留学願」 要捺印
・｢誓約書」(保証人自筆の署名・捺印）
・パスポートコピー
・TOEFL/TOEIC SCOREコピー
・｢留学支援アンケート」

・Application Form
・英文財政証明書１通 ドル建て$9,576(110万円)以
上。*6ヶ月希望の場合は$14,364(165万円)以上。
・麗澤大学留学奨学金申請書類（希望者）
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115

１）留学先での費用 8 wks JPY(8wks) 16 wks 支払い方法

Tuition $2,350 ¥270,250 ¥540,500 WEBで手続。1セッションごとの支払
クレジット(プリペイドカード)決済

Medical Insurance ( $250/8wks)mandatory $250 ¥28,750 ¥57,500

教科書/教材費 $150 ¥17,250 ¥34,500

Homestay (個室)     ２食付$1120/4wks
食事なし$840/4wks $2,240 ¥257,600 ¥515,200

Homestay (2人部屋)  ２食付$980/4wks
食事なし$700/4wks

（2名同時申込み受付に限る）

Homestay Placement fee $300 ¥34,500 ¥34,500 申込時にカードでクレジット決済をする
*2人部屋の場合＄262.5/1人

交通費（空港ピックアップ片道） $50 ¥5,750 ¥5,750

雑費

Application fee WAIVED for partner schools

合計① $5,340 ¥614,100 ¥1,187,950
２）渡航費用(2020年概算）

航空運賃　東京／ホノルル往復 ¥185,000 大韓航空の例（2018.8.13出発の例）

各地空港税・燃油サーチャージ等諸費用 ¥21,870
発券手数料 ¥5,400
学生ビザ実費（＄160+SEVIS$350) $510 ¥58,650 *申請時の米国大使館が定めるレートに従う

学研災海外留学保険の例 ¥29,860 拡充プラン4ヶ月の例

合計② ¥300,780
留学費用概算　合計①＋② ¥1,488,730

３）麗澤大学への納入金

授業料 ¥415,000
施設費 ¥150,000 期日までに廣池学園経理課へ振り込む。

学友会費　　1学期のみ納入 （第1学期分3/31／第2学期分9/19）

後援会費

合計③ ¥565,000

留学費用概算　合計①＋②＋③ ¥2,053,730

リーワード・コミュニティーカレッジ (16 wks)

留学費用(概算)（ELI)　2セッション（2019-20年4ヶ月）の場合

費用はホームステイ先が決まり次第渡航
前に銀行振込み、あるいはクレジットカー
ドで支払い。(費用例は個室食事付）
*食事つき$40/Day *食事なし$30/Day
*2人部屋・食事付$35/Day
*2人部屋・食事なし$25/Day



2020.2.25

115

１）留学先での費用 8 wks JPY(8wks) 6ヶ月 支払い方法

Tuition $2,350 ¥270,250 ¥810,750 WEBで手続。1セッションごとの支払
クレジット(プリペイドカード)決済

Medical Insurance ( $250/8wks)mandatory $250 ¥28,750 ¥99,917 spring1:$372.36 8/15-3/8:$868.84

教科書/教材費 $150 ¥17,250 ¥51,750
Homestay (個室)     ２食付$1120/4wks
食事なし$840/4wks $2,240 ¥257,600 ¥772,800

Homestay (2人部屋)  ２食付$980/4wks
食事なし$700/4wks

（2名同時申込み受付に限る）

Homestay Placement fee $300 ¥34,500 ¥34,500 事前にでクレジット決済をする
*2人部屋の場合＄262.5/１人

交通費（空港ピックアップ片道） $50 ¥5,750 ¥5,750

雑費

Application fee WAIVED for partner schools

合計① $5,340 ¥614,100 ¥1,775,467
２）渡航費用(2020年概算）

航空運賃　東京／ホノルル往復 ¥185,000 大韓航空の例（2018.8.13出発の例）

各地空港税・燃油サーチャージ等諸費用 ¥21,870
発券手数料 ¥5,400
学生ビザ実費（＄160+SEVIS$350) $510 ¥58,650 *申請時の米国大使館が定めるレートに従う

学研災海外留学保険の例 ¥46,840 拡充プラン6ヶ月の例

合計② ¥317,760
留学費用概算　合計①＋② ¥2,093,227

３）麗澤大学への納入金

授業料 ¥415,000
施設費 ¥150,000 期日までに廣池学園経理課へ振り込む。

学友会費　　1学期のみ納入 （第1学期分3/31／第2学期分9/19）

後援会費

¥565,000
留学費用概算　合計①＋②＋③ ¥2,658,227

リーワード・コミュニティーカレッジ (24 wks)

留学費用(概算)（ELI)　3 セッション（2019-20年6ヶ月）の場合

費用はホームステイ先が決まり次第渡航
前に銀行振込み、あるいはクレジットカー
ドで支払い。(費用例は個室食事付）
*食事つき$40/Day *食事なし$30/Day
*2人部屋・食事付$35/Day
*2人部屋・食事なし$25/Day



2020.2.27

115

１）留学先での費用 semester 4ヶ月（1s） 9ヶ月（2s） 支払い方法

Tuition $4,314 ¥496,110 ¥992,220 WEBで手続。1セッションごとの支払
クレジット(プリペイドカード)決済

Medical Insurance2019-20 (mandatory ) $497 ¥57,155 ¥128,464 Spring:$620.60　8/15-5/15：$1117.08

教科書/教材費 $300 ¥34,500 ¥69,000

Homestay (個室)     ２食付$1120/4wks
食事なし$840/4wks $4,480 ¥515,200 ¥1,159,200

Homestay (2人部屋)  ２食付$980/4wks
食事なし$700/4wks

（2名同時申込み受付に限る）

Homestay Placement fee $300 ¥34,500 ¥34,500 申込時にカードでクレジット決済をする
*2人部屋の場合＄262.5/1人

交通費（空港ピックアップ片道） $50 ¥5,750 ¥5,750

雑費

Application fee WAIVED for partner schools

合計① $9,941 ¥1,143,215 ¥2,389,134
２）渡航費用(概算）

航空運賃　東京／ホノルル往復 ¥185,000 ¥185,000 大韓航空の例（2018.8.13出発の例）

各地空港税・燃油サーチャージ等諸費
用 ¥21,870 ¥21,870

発券手数料 ¥5,400 ¥5,400

学生ビザ実費（＄160+SEVIS$350) $510 ¥58,650 ¥58,650 *申請時の米国大使館が定めるレートに従う

学研災海外留学保険の例 ¥29,860 ¥72,760 拡充プラン4/9ヶ月の例

合計② ¥300,780 ¥343,680
留学費用概算　合計①＋② ¥1,443,995 ¥2,732,814

３）麗澤大学への納入金

授業料 ¥415,000 ¥830,000
施設費 ¥150,000 ¥300,000 期日までに廣池学園経理課へ振り込む。

学友会費　　1学期のみ納入 ¥6,000 （第1学期分3/31／第2学期分9/19）

後援会費 ¥30,000
合計③ ¥565,000 ¥1,166,000

留学費用概算　合計①＋②＋③ ¥2,008,995 ¥3,898,814

リーワード・コミュニティーカレッジ (学部授業)

留学費用(概算)　2019-20概算

費用はホームステイ先が決まり次第渡航前
に銀行振込み、あるいはクレジットカードで
支払い。（費用例は個室食事付）
*食事つき$40/Day *食事なし$30/Day
*2人部屋・食事付$35/Day
*2人部屋・食事なし$25/Day
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          リーワード・コミュニティーカレッジ 

履修科目と単位認定例 

 ELI プログラムは 1 セッション 8 週間のサイクルで行われる。 
 プログラム内容：1 週間 18 時間の授業。平日午前中の授業と週 2 日午後の授業がある。 

Listening & Speaking(週 6 時間)、Reading &Writing(週 6 時間)、Grammar(週 3 時間)、
Pronunciation(levels 1&2, 週 3 時間)、American Culture(levels 3&4 週 3 時間) 

 ※個人によって履修科目、認定科目、認定単位は異なる。 

 
◆2018 年 8 月～12 月留学 単位認定の参考例 
 ★英語コミュニケーション専攻 3 年生の一例  

 リーワード・コミュニティーカレッジ 麗 澤 大 学 
履 修 科 目 時数(分) 認 定 科 目・区分 単位数 

LI Listening & Speaking 
LI Reading & Writing  
LI Grammar 
Pronunciation 
HI Listening & Speaking 
HI Reading & Writing  
HI Grammar 
American Culture 

14850 

Discussion/Debate B (上演・必） 1 
海外留学上級演習 A・B (上演・外） 2 
海外留学上級演習 C・D (上演） 2 
海外留学上級研究 A (上専・ゼミ A） 2 
海外留学上級研究 B (上専） 2 
海外留学上級研究 C (上専） 2 
海外留学上級研究 D (上専） 2 
海外留学上級研究 E (上専） 2 
海外留学上級研究 F (上専） 2 

合計：17 単位 
◆2017 年 8 月～2018 年 3 月留学 単位認定の参考例 
 ★英語・リベラルアーツ専攻 2 年生の一例  

 リーワード・コミュニティーカレッジ 麗 澤 大 学 
履 修 科 目 時数(分) 認 定 科 目・区分 単位数 

LI Listening & Speaking 

6750 

Reading in Culture & Society Ⅳ（基演・必） 1 
LI Reading & Writing  Speaking Strategies Ⅳ(基演・必） 1 
LI Grammar Writing Ⅳ(基演・必） 1 
Pronunciation English Workshop Ⅳ(基演・必） 1 
 海外留学基礎演習 A(基演・自） 1 
HI Listening & Speaking 

6750 

English for Communication Ⅳ(基演・必） 2 
HI Reading & Writing 海外留学基礎研究 A (副専） 2 
Advamced Grammar 海外留学基礎研究 B (副専） 2 
American Culture 海外留学基礎研究 C (副専） 2 
HI Listening & Speaking 

6750 

海外留学基礎研究 D (副専） 2 
HI Reading & Writing 海外留学基礎研究 E (副専） 2 
Advamced Grammar 海外留学基礎研究 F・G・H 

6 
American Culture          (自由選択)各 2 単位） 

LI: Low Intermediate / HI: high intermediate / AI: advanced  intermediate              合計：23 単位 



2019.2.14 

リーワード大学（Leeward Community College）担当教員：モーガン 

留学に際しての留意事項 

留学前 ・募集：4 月上旬、申込〆切 4 月下旬 ・条件：TOEFL/TOEIC 450 点以上が望ましい。 
・必要書類：｢留学願｣｢誓約書｣｢パスポートコピー｣「スコアコピー」「留学支援アンケート」 
・申請書類：①International Students Application ②パスポートコピー 
      ③Current Bank Statement  
      （英文銀行残高証明書 $9,576 USD/16wks の場合、3session は$14,364 以上）   
 以上の書類を 5 月中旬に提出し、リーワード CC へ送信する。I-20 の到着を待ってビザ申請 

の手続きを始める。その他必要書類は Health Form(MMR)。 
・ホームステイの申し込みを Rainbow Homestay のサイトから行う。 
・パスポート(全ページ）、海外旅行保険、入学許可書（I-20）などの重要書類は必ずコピーを 
 とり、家族と自分用に別に保管すること。 
・留学申込者は各種説明会、事前セミナー、出発前オリエンテーションなどに必ず参加する。 
・持病のある人は病歴、処方箋等を記した健康診断書(英文)を持参すること。 
・持って行くと良いもの：常備薬、クレジットカード、国際キャッシュカード 
・2 年後期で留学する場合、留学先で 3 年以降の専門のコースゼミナールの申し込みをする。 
  (10 月)。興味あるゼミの先生に留学前に話を聞いておくこと。＊申し込み方法は本学ホーム

ページ上で案内するので、期日までにメールで手続きをすること。 
・家族・友人・大学などの写真を持参し、会話の起点とする。簡単なギフトを用意する。 
2 年生後期で留学する場合は、帰国後外国語Ⅳと道徳科学 B を必ず履修しなければならない。 

留学中 

 
 
 
ホームステイ・ 

生活一般 

 
 
 

 

 

期間の延長 

帰国前 

 

・ 到着後，メールで家族と国際交流センターへ連絡する。携帯電話番号、時間割などもわか

り次第連絡すること。「在留届」を領事館に提出する。（インターネットで手続きができる） 
・ 留学中は定期的に担当教員及び国際交流センターに E-mail で近況を報告すること。 
・ 留学中のアルバイト(学内を除く)、車の運転は禁止。ドラッグ、男女関係は特に注意する。 
・ Yes, No をはっきりと。都合が悪い、嫌な時は毅然とした態度で断る。こちらからもいろい

ろ質問し働きかけ、意思表示をはっきりする。過度な遠慮は無関心ととられる。 
・ 食事の時には一日の出来事、翌日の予定などを話し、ホストファミリーと積極的にコミュ

ニケーションを図る。食事に遅れる時、帰りが遅くなる時など早めに電話し連絡をする。 
・ 家族の一員となるよう努力し、生活の仕方、規則などを理解し守る。電気や水を節約する。 
・ 何でもホストファミリーに相談し、必要であれば事前に許可を得る。 
・ 整理整頓に気を配り、自室やバスルームをいつも綺麗に保つこと。 
・ 修了の 2 ヶ月前には担当教員に報告し、留学変更願を教務課へ提出する。 
・ 留学終了が近づいたら留学プログラム終了日から帰国日までの予定を両親と担当教員、国

際交流センターに知らせること。 
・ お世話になった人々にお礼の挨拶を忘れない。 

帰国後 ・ 帰国後、直ちに担当教員、国際交流センターまで連絡する。 
・ 留学期間終了後 2 週間以内に、海外留学単位認定資料、海外留学単位認定申請願、留学報

告書、留学先成績証明書を提出する。報告書は A4 で 2 枚以上、適当なタイトルをつけ、

一緒に掲載できる写真を 1 枚 jpg で添付し、国際交流センターへメールで提出すること。 
・ 単位の互換については自己責任において確認し、その後の履修計画を立てること。 

 


	リーワード大学概要
	Leeward留学スケジュール
	２年間スケジュール表

	Leeward_ELI費用
	ELI115(4ヶ月）2020用
	ELI115(6ヶ月)2020用

	Leeward_credit_course費用
	credit_course2020

	履修科目2018
	リーワード大学留意事項

