
                                                                                          2017.4.10 

ハワイ大学マノア校 (University of Hawaii at Manoa)        

担当教員 熊野 留理子 
主な対象学部 

経済学部：語学留学（英）/専門留学 

 

＜所在地＞ 2500 Campus Road, Honolulu, HI 96822 U.S.A. 
 ホームページ http://www.manoa.hawaii.edu 
＜沿革＞ ハワイ大学マノア校は、1907 年に創設され、2 年制大学 7 校、4 年制大学 3 校で構成される州

立ハワイ大学群の母体校で、オアフ島ホノルル市にあるハワイで最大規模かつ最も知名度の高

い大学。97 種の学部専攻、85 種の修士専攻、57 種の博士専攻プログラムがあるが、言語学、

海洋学、遺伝学、天文学などハワイの特徴を生かした学問で世界的にレベルの高い研究で評価

されている。 

＜特色＞ 

 

 

ハワイ大学マノア校はホノルル市内近郊の静かな住宅街にあるマノア渓谷に320エーカー

（1,294,994㎡）もの広大なキャンパスがある。常夏ハワイの温暖な気候と美しい自然に恵まれ、

かつハイレベルな教育を受けられることで、全米で常に「best value (最も価値のある)」大学

にランクされている。 

HELP（Hawaii English Language Program）は The Department of Second Language Studies（第

二言語教育学部）によって運営されている集中英語プログラムで、言語教育の革新的な研究の

実践場として知られている。 

•アカデミック英語・スキルを習得。文法強化や TOEFL-ITPテスト対策のような個別のニーズに

対応したクラスも用意している。 

•サービスラーニング：(1 term=8 weeks あたり)最低６時間、地域の活動にボランティア（ホ

ノルルマラソンなど）。 

•マノア校の学生たちとも交わりを持つ weekly activities:サーフィン、フラダンス、ハイキ

ング、フィールドトリップなど。 

•必要最低限の TOEFL のスコアを取ると、条件つきで HUM（学部）のレギュラークラスをとれる。 

 

＜宿泊＞ 

 
寮またはホームステイ 

（ホームステイ先での Wi-Fiは保障されないが、有線でのインターネット環境は有り） 

＜生活＞ 

 
 
 

ワイキキビーチやマノア峡谷に近く、大学周辺にはカフェや映画館もそろっているのでアウト

ドアと都会の両方を満喫できる。交通手段としてバスは便利。ワイキキビーチ、アラモアナシ

ョッピングセンターまで 10分。キャンパス内、周辺の治安は良い。 

 
＜条件＞ 語学留学：TOEFL(ITP)400 点以上が望ましい。専門科目：TOEFL iBT 68（ITP520）点以上。 

 
＜留学期間＞ 2年次もしくは 3年次の第 2学期から半年間もしくは 9ヶ月。 

 

＜奨学金制度＞ 麗澤大学海外留学奨学金、麗大麗澤会海外留学奨学金 

麗澤国際交流基金、麗澤大学経済学会奨励金、日本学生支援機構 

 

 

http://www.manoa.hawaii.edu/
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$1= 120

１）留学先での費用・他 US$ 3ターム
=24 weeks)

JPY 4ヶ月
(2ターム受講）

JPY 6ヶ月
（3ターム受講）

支払い方法(Payment method)

申 請 費 (Application & Registration
fee$175免除）

¥0 ¥0

プログラム諸費用
（ID, email, technology fee）

$250.00 ¥30,000 ¥30,000

授業料（HELPプログラム費用）
　2ターム費用は$4950で計算

$6,200.00 ¥594,000 ¥744,000

テキスト代、TOEFL（3回分）受験費用 $450.00 ¥54,000 ¥54,000

ホームステイ費
  空港送迎$110、手配料$200含む。
  朝食・夕食付き。
7ヶ月(28週）: $8570
4ヶ月(17週）:$2,440/8weeks＋
$50/additional dayで計算、$5540

$8,570.00 ¥664,800 ¥1,028,400

寮費 （空港送迎、手配料含む。
シーツ・毛布・食事は各自で手配）
single:$6250 (8/19~12/31)
double:$4850 (8/19~12/31)
右記はdoubleの値。1月以降は同値で計算

$9,700.00 ¥582,000 ¥1,164,000

保険 (オプション）HELP plan
$115/month

合計①ホームステイの場合 ¥1,342,800 ¥1,856,400
合計①寮の場合 ¥1,260,000 ¥1,992,000

２）渡航費用・他
航空運賃
2016.8月KE（成田→ホノルル）片道の例

¥124,200 ¥124,200
燃油サーチャージ
空港税（成田と現地）
査証申請書類作成・取得手続き
代行費用

¥23,760 ¥23,760
出国書類作成費用 ¥3,240 ¥3,240
留学査証料$160 ¥17,600 ¥17,600
SEVIS登録代行料 ¥3,240 ¥3,240
SEVIS費用 F1 ¥25,600 ¥25,600
企画料金 ¥7,800 ¥7,800
海外旅行傷害保険 ¥60,000 ¥90,000 保険内容によって値段が異なる

合計② ¥271,820 ¥301,820

留学費用概算　合計①ホームステイ＋② ¥1,614,620 ¥2,158,220
留学費用概算　合計①寮　　　　　 　＋② ¥1,531,820 ¥2,293,820

３）麗澤大学への納入金
授業料 ¥415,000 ¥415,000
施設費 ¥150,000 ¥150,000 期日までに廣池学園経理課へ振込む。

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 ¥565,000

留学費用概算　合計①ホームステイ＋②＋③ ¥2,179,620 ¥2,723,220
留学費用概算　合計①寮　　　　　　 ＋②＋③ ¥2,096,820 ¥2,858,820

ハワイ大学マノア校（語学留学）
留学費用(概算)

渡航前にinvoiceが届き、マノア校HELPプ
ログラムに直接支払う
Credt Card (Visa, Mastercard, or JCB) or
Money Order (payable to the University
of Hawaii at Manoa)

¥6,380 ¥6,380

JTBへ一括払い
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ハワイ大学マノア校 

 
履修科目と単位認定(例)                               

＜認定科目は個人によって異なるので以下の例は参考として見ること＞ 
 

◆2015 年 8 月～2016 年 3 月留学の認定例 ＜経済学部経済学科 2 年次 2 学期留学＞ 
 

ハワイ大学マノア校 麗澤大学 

履修科目 
時数 

(時間) 
認定科目・区分 単位数 

Basic Grammar 1-1 32 外国語科目 1 
Reading Foundations 1-1 32 外国語科目 1 
Listening & Speaking 1-1 32 外国語科目 1 
Writing Foundations 1-1 32 外国語科目 1 
Basic Grammar 2 32 外国語科目 1 
Reading Foundations 2 32 外国語科目 1 
Listening & Speaking 2 32 外国語科目 1 
Writing Foundations 2 32 外国語科目 1 
Writing Foundations 1-2 34 外国語科目 1 
Basic Grammar 1-2 34 外国語科目 1 
Listening & Speaking 1-2 34 外国語科目 1 
Reading Foundations 1-2 34 外国語科目 1 

 合計  12単位 
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