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HELPでのクラスは月曜日から木曜日ま
で、週４日 となっています。フルタイムの
生徒は学期ごとに週２０時間、パートタイ
ムの生徒は週１５時間以下の時間を英語を
学びながら過ごします。 

カリキュラム 
HELPのカリキュラムはハワイ大学での研
究の結果をもとに、最も効率的な方法で英
語を学べる環境を確立しています。HELP
では特にアカデミック英語に力を入れ、よ
り多くの生徒がハワイ大学へ進学すること
を目標としています。HELPの４段階のレ
ベル (100, 200, 300, 400レベル)は、英
語の読み、書き、リスニング、スピーキン
グ、また文法をカバーし、学期により
TOEFLの準備クラスも提供しています。ま
た教師とのマンツーマンの個人レッスンも
可能です。 
 
最高の先生たち！ HELPの楽しく活気の
ある先生たちは生徒達からも大評判です！ 

 

クラスの内容 
 

For more information, go to: 
http://manoa.hawaii.edu/eslhelp 
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カレンダー 2014-2016 
学期  日程 申し込みの締め切り  

夏学期 2014 （６週間コース） 
I 5月19日-6月27日 初日の１ヶ月前 
I I 7月7日-8月14日 初日の１ヶ月前 
秋学期 2014 （8週間コース） 
I ８月25日-10月17日 初日の１ヶ月前 
I I 10月27日-12月19日 初日の１ヶ月前 
春学期 2015 （8週間コース） 
I 1月12日-3月6日 初日の１ヶ月前 
I I 3月16日-5月8日 初日の１ヶ月前 
夏学期 2015 （6週間コース） 
I 5月18日-6月26日 初日の１ヶ月前 
I I 7月6日-8月14日 初日の１ヶ月前 
秋学期 2015 （8週間コース） 
I 8月24日-10月16日 初日の１ヶ月前 
I I 10月26日-12月18日 初日の１ヶ月前 
春学期 2016（8週間コース） 
I 1月11日-3月4日 初日の１ヶ月前 
I I 3月14日-5月6日 初日の１ヶ月前 
夏学期 2016 （6週間コース） 
I 5月16日-6月24日 初日の１ヶ月前 
I I 7月5日-8月12日 初日の１ヶ月前 
秋学期 2016（8週間コース） 
I 8月22日-10月14日 初日の１ヶ月前 
I I 10月24日-12月16日 初日の１ヶ月前 

学費  
春、夏、秋学期 2014 

春、秋学期 $2,175 + $125 入学申請料** 

夏学期 $1,775 + $125 入学申請料** 

春、夏、秋学期 2015 
春、秋学期 $2,275 + $125 入学申請料** 

夏学期 $1,825 + $125 入学申請料** 

春、夏、秋学期 2016 
春、秋学期 $2,375 + $125 入学申請料** 

夏学期 $1,925 + $125 入学申請料** 
** 入学申請料 の返金はできません。 
 

Hawaii English Language Program 
HELPではクラスを４段階のレベルに分けているた
め、各生徒が自分のレベルにあったクラスで英語の
上達に励むことができます。HELPの各クラスは７-
１５名と少人数のクラス設定になっています。
HELPではアカデミックまた、日常会話英語を中心
に教えていて、大学で通用する論文の書き方、大学
の授業でのノートのとり方、またアウトドアアクテ
ィビティーを通し、ハワイの文化や英語を学ぶこと
ができます。HELPではハワイ大学やコミュニティ
ーカレッジに進学を考えている生徒のアドバイシン
グも行っています。またHELPの生徒はハワイでの
ボランティア活動に参加することにより、楽しく英
語を学びながらいろいろな人に出会い、友達の輪を
広げることができます。 
 

HELP students can study 
various things from not only 
texts, but also field trips. Both 
are practical and fun.   ‒ Chiaki 
Yamamoto (Japan)  

University Student Benefits 
HELPの生徒はアクティビティーに割引で参加、ま
たハワイ大学マノア校の施設や設備を利用すること
ができます。 

 プール、テニスコート、ジム 
 図書館、コンピュータールーム 
 フラダンスのレッスン、サーフィン、美術、
ヒップホップやその他の現代風ダンス 

 ハワイ大学の野球、フットボール、バスケッ
トボール、バレーボールの試合の学生割引 

 バスパスや映画のチケットの割引 

ハワイ大学、その他のコミュニティーカレッジへの
条件付入学 
HELPで400レベルのクラスを2学期受業すると、ハ
ワイ大学へTOEFLスコアの必要なしに入学すること
ができます。ただし、TOEFLスコア以外の入学条件
は満たしてなければなりません。 
 

カレンダーと費用 
 

お申し込み 
お申し込みは簡単です！  
HELPの申し込みは下記が必要です。 
1. 署名のされてある申込書 
2. 申込み費 
3. パスポートのコピー 
4. ６ヶ月内に発行された銀行残高証明書 
5. 三種混合ワクチン（MMR)、結核
（TB）の予防接種証明（Health 
Clearance Form）をお医者様に記入し
てもらうか、英文の診断証明書 

6. 学費（小切手、国際為替、クレジットカ
ード、銀行振込） 

 
１-4を下記の住所に郵送、またはe-mailにて送
信してください。 
Hawaii English Language Program 
University of Hawaii at Manoa 
1395 Lower Campus Road, MC 13-1 
Honolulu, Hawaii 96822 
eslhelp@hawaii.edu  
 

ハウジングサポート 
HELPでは ハワイ滞在中のホームステイ、ハワ
イ大学の寮（夏学期のみ）、アパートなどハウ
ジングサポートも行っています。  

また、飛行場から滞在先まで送迎も可能です。
詳しくはHELPのホームページを御覧くださ
い。 manoa.hawaii.edu/eslhelp/ 
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Application Form ( こちらは参考用ですので記入しないで下さい) 
1.   APPLICANT INFORMATION 
 

a.  Family Name as it appears in passport: __________________________   First name: _________________  Middle: ___________ 

b.  Permanent Mailing Address in home country (no P.O. Boxes)    _____________________________________________________ 
 
_________________________________     _____________________     _________________________ 

City      Country     Post Code 

c. Home Telephone ________________________________  d. Email Address  _______________________________ 

e. Hawai‘i Address _____________________________________ City _____________________ Zip Code  ___________ 

f. Hawai‘i Telephone   __________________________________ 

 g. Date of Birth: Month/Day/Year  _____/____/_____   h. Gender: _____ Male _____ Female  

i. Country of Birth:  ___________________________  j. Country of Citizenship: ______________________________  

k. Name of High School or College  ________________________________________________ Year Graduated ________ 

2.  VISA INFORMATION  
a. _____I am NOT in the U.S. now. I NEED a student (F-1) visa. Please send me an I-20 AB form. Please send I-20 form to this address (if 
different from home address): ________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________________  
 
b. _____I am in the U.S, now on a student (F-1) visa. I want to transfer to HELP. Please send me an I-20 AB form.  
My SEVIS ID#: N000_________________  Name of current school: _____________________________________________ 
 
c. I do NOT need a student (F-1) visa because:  
1. _____I am a U.S. Citizen or Legal Permanent Resident.   2. _____I am in the U.S. now on a ________________ visa.  
3. _____I am applying for the part-time Summer Session and will enter the U.S. on a tourist (B-2) visa or a visa waiver.  
4. _____I will be entering the U.S. on a government scholarship and need a J-visa. 

 
3.  ENGLISH LANGUAGE INFORMATION 

ENGLISH LEVEL         b. ENGLISH TEST SCORE (if available): 
a. Please check one: 1. Beginner       ____  1. TOEFL PBT/iBT  __________ 
 2. Intermediate  ____  2. TOEIC  __________ 
 3. Advanced     ____  3. IELTS  __________ 
   4. Other (specify) __________ 

4.  FUTURE STUDY PLANS  

Do you intend to apply for college or university study? If yes, please check one:  
a. ____ Conditional Admission to an Undergraduate program at the University of Hawai‘i at Manoa  
b. ____ Conditional Admission to a Graduate program at the University of Hawai‘i at Manoa  
c. ____ Admission to a University of Hawai‘i Community College (e.g. Kapi‘olani, Honolulu, Leeward) 
d. ____ Admission to another college or university in the United States 

5.  HOW DID YOU HEAR ABOUT US? 

How did you first find out about the University of Hawaii English Language Program? 
a. ____ Internet/Website b. ____ UH Admissions  c. ____ School Counselor  d. ____ Friend/Parent/relative 
e. ____ Agent/Educational Consultant (name) : ________________________________________________________________ 

6.  STUDENT SIGNATURE  
“I certify that the above information is complete and accurate to the best of my knowledge. I understand that persons coming to the U.S. on 
a student visa are expected to study full-time, and I agree to abide by all of the HELP policies and rules during my studies.”  

a. 
__________________________________________________________   ________________________ 
Sign         Date 

____ Spring Session I  
_____Spring Session II 
____ Fall Session 
____ Fall Session II 
____ Summer Session I 
____ Summer Session II 
____ Summer Session III  
 



 
 

Department of Second Language Studies 
Hawai`i English Language Program 

 

申込書の記入方法  
 

 

 ___________________________________________________ 
1395 Lower Campus Road, MC 13-1 

Honolulu, HI  96822 
Telephone:  (808) 956-6636 

Web:  http://www.hawaii.edu/eslhelp 
An Equal Opportunity/Affirmative Action Institution 

１．APPLICANT INFORMATION 

a. パスポートに記載されている氏名 (姓、名、ミ

ドルネームの順） 

b. 住所（本籍） 

c. 日本で使用している電話番号 

d. メールアドレス（ハワイで使用可能なメールア

ドレスをご記入ください） 

e. ハワイ滞在中の住所 

f. ハワイ滞在中の電話番号 

g. 生年月日（月、日、年の順） 

h. 性別（男／女） 

i. 出身地 

j. 国籍 

k. 卒業した高校または大学、また卒業した年 

 

２．VISA INFORMATION 

a. 今現在アメリカ国内にはいません。I‐２０を上

記の住所まで郵送してください。 (別の住所に

郵送を希望する場合は、下に新しい住所を記入

してください。 

b. 今現在F-１ビザでアメリカ国内に滞在していま

す。現在通学している教育機関からHELPへの編

入をするため新しいI-20を郵送してください。 

1. SEVIS ID 

2. 現在通っている教育機間 

c. 私は以下の理由でI-20が必要ありません。 

1. 私はアメリカ国籍です。またグリーンカ

ードを持っています。 

1. 今現在アメリカ国内に       ビザで滞

在しています。 

2. 夏のタームのみの滞在のため観光者ビザ

(B-2)ビザで入国します。 

3. 政府から奨学金をもらっているため、J

ビザが必要です。 

 

 

 

3. ENGLISH LANGUAGE INFORMATION 

a. 私の英語は（下の１つにチェックをしてくださ
い）        

1. 初級レベルです 

2. 中級レベルです 

3. 上級レベルです 

b. 英語のテストスコア（もしあればで結構です） 

1. TOEFL PBT/iBT 

2. TOEIC 

3. IELTS 

4. その他  

 

4. FUTURE STUDY PLANS 

今後アメリカ国内の大学への進学を考えていますか? 

1. ハワイ大学へ条件付き入学を希望しています 

2. ハワイ大学大学院へ条件付き入学を希望してい

ます 

3. ハワイ大学のコミュニティカレッジへ入学を希

望しています 

4. アメリカ国内の大学への入学を希望しています 

 

5. HOW DID YOU HEAR ABOUT US? 

Hawaii English Language Program をどこでお知りにな

りましたか。 

1. インターネット 

2. ハワイ大学を通して 

3. スクールカウンセラー 

4. 知り合い      

5. エージェント 

 

6. STUDENT SIGNATURE 

このアプリケーションに記入した内容は正確で偽りのな

い事を誓います。またHELPに在学中はHELPの規則を理解

しそれに従うことに同意します。 

 a. 署名／日付 



 
 
 
 
  

Application Form  
1.   APPLICANT INFORMATION 
 

Family Name as it appears in passport: __________________________   First name: _________________  Middle: ___________ 

Permanent Mailing Address in home country (no P.O. Boxes)    _____________________________________________________ 
 
_________________________________     _____________________     _________________________ 

City      Country     Post Code 

Home Telephone ________________________________  Email Address  _______________________________ 

Hawai‘i Address _____________________________________ City _____________________ Zip Code  ___________ 

Hawai‘i Telephone   __________________________________ 

 Date of Birth: Month/Day/Year  _____/____/_____   Gender: _____ Male _____ Female  

Country of Birth:  ___________________________  Country of Citizenship: ______________________________  

Name of High School or College  ________________________________________________ Year Graduated ________ 

2.  VISA INFORMATION  
_____I am NOT in the U.S. now. I NEED a student (F-1) visa. Please send me an I-20 AB form. Please send I-20 form to this 
address (if different from home address): ________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________________  
 
_____I am in the U.S, now on a student (F-1) visa. I want to transfer to HELP. Please send me an I-20 AB form.  
My SEVIS ID#: N000_________________  Name of current school: _____________________________________________ 
 
I do NOT need a student (F-1) visa because:  
_____I am a U.S. Citizen or Legal Permanent Resident.   _____I am in the U.S. now on a ________________ visa.  
_____I am applying for the part-time Summer Session and will enter the U.S. on a tourist (B-2) visa or a visa waiver.  
_____I will be entering the U.S. on a government scholarship and need a J-visa. 

 
3.  ENGLISH LANGUAGE INFORMATION 

ENGLISH LEVEL         ENGLISH TEST SCORE (if available): 
Please check one:    Beginner       ____  TOEFL PBT/iBT  __________ 
 Intermediate  ____  TOEIC  __________ 
 Advanced ____  IELTS  __________ 
   Other (specify) __________ 

4.  FUTURE STUDY PLANS  

Do you intend to apply for college or university study? If yes, please check one:  
____ Conditional Admission to an Undergraduate program at the University of Hawai‘i at Manoa  
____ Conditional Admission to a Graduate program at the University of Hawai‘i at Manoa  
____ Admission to a University of Hawai‘i Community College (e.g. Kapi‘olani, Honolulu, Leeward) 
____ Admission to another college or university in the United States 

5.  HOW DID YOU HEAR ABOUT US? 

How did you first find out about the University of Hawaii English Language Program? 
____ Internet/Website   ____ UH Admissions ____ School Counselor  ____ Friend/Parent/relative 
____ Agent/Educational Consultant (name) : ________________________________________________________________ 

6.  STUDENT SIGNATURE  
“I certify that the above information is complete and accurate to the best of my knowledge. I understand that persons coming to the 
U.S. on a student visa are expected to study full-time, and I agree to abide by all of the HELP policies and rules during my studies.”  

 
__________________________________________________________   ________________________ 
Sign         Date 

____ Spring Session I  
_____Spring Session II 
____ Fall Session I
____ Fall Session II 
____ Summer Session I 
____ Summer Session II 
____ Summer Session III  
 



Department of Second Language Studies 
Hawai`i English Language Program 

  

___________________________________________________ 
1395 Lower Campus Road, MC 13-1 

Honolulu, HI  96822 
Telephone:  (808) 956-6636 

Web:  http://www.hawaii.edu/eslhelp 
An Equal Opportunity/Affirmative Action Institution 

 
 
 
 

HELPへの申し込み方 
 
申し込み条件: 
• １７歳以上 

• 高卒であること 

 

どの英語のレベルでもお気軽に申し込み下さい 

 

ビサ申請条件: 
HELPでフルタイムの生徒として勉強する場合は学生ビ

ザの申請が必要です。HELPへ申し込みまた入学申請料

支払い後I-20を発行します。アメリカへB-2ビザ（観光

ビザ）で入国した場合やビザウェイバー（WT: Waiver 

for Tourist）が適用されている方は、HELPではパート

タイムのステイのみとなります。 

 

HELPへの申し込み 
HELPへ申し込みには下記が必要です。 

 

• 記入し署名された申込書 

• パスポートのコピー 

• HELP滞在期間の費用を支払い可能なこ

とを証明できる銀行残高証明書 (ステ

イ期間が１か月の場合は$2000、８週

間の１タームの場合は$4000) 

• お医者様より記入し署名された予防接

種証明書(Health Clearance Form) 

• 入学申請料と学費の支払い（小切手、

クレジットカード、国際為替、銀行振

込） 

 

ハウジングインフォーメーション 
HELPでは生徒たちが満足できる、よい滞在先を提供で

きるように努力しています。滞在先はホームステイ、

アパート、ホテル、寮（夏の期間のみ）など、さまざ

まです。詳しくはハウジングのページをご覧くださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康保険は重要です！ 
予防接種証明書は必ずお医者様に記入してもらってく

ださい。また、２ページにはお医者様の署名も必要で

す。 
 

HELPの生徒は滞在期間中、健康保険購入が必ず必要で

す。HELPに購入できる保険は８週間の１ターム

$180、１年間の補償は$1867.92です。また個人で保

険を購入する場合、以下の条件が補償されていること

を確認して下さい。 
 

 ハワイ滞在中の期間が補償されていること 

 最低＄100,000の事故、病気補償 

 外来治療、入院治療 （精神料も含む）の補償、

最低でも75％の保険料も保証すること 

 最低$7500の緊急一時帰国費用 

 免責額が$500以下であること 

 契約前発病の猶予期間も６か月以下であること 

* 学生ビザの生徒は緊急一時帰国費用と医療搬送費用

の補償は必要ではありませんが、HELPではこの２つの

条件がカバーされていることをお勧めしています。 
 
またHELPでの授業を始める前に、生徒はTB(結核)と

MMR（三種混合）または、麻疹の注射を２回するこ

とが必要です。 

 

出国する前に 
出国する前に以下のものがそろっていることを確認し

て下さい。 

 HELPの入学許可書とHELPより発行されたI-20 

 パスポート、ビザ、SEVIS支払いの証明 

 ホノルル国際空港への旅券（クラスが始まる

１、２日前にはホノルルに到着していることを

お勧めします。 

 滞在先 

 飛行場から滞在先への移動手段（HELPのハウジ

ングサポートで滞在先を予約した場合、送迎料

金は含まれています） 

 
 



Department of Second Language Studies 
Hawai`i English Language Program 

  
 
 
 
 

    
_____________________________________________________________________________________________________________ 

     1395 Lower Campus Road, MC 13-1 
Honolulu, HI  96822 

Telephone:  (808) 956-6636 
Web:  http://www.hawaii.edu/eslhelp 

An Equal Opportunity/Affirmative Action Institution 

学生ビザの申請方法 

 

HELPにてフルタイム（１日４クラス、週１６時

間）の生徒として勉強する場合、F－１ビザ（学生

ビザ）が必要です。 B-2ビザ（観光ビザ）または、

WT（ビザ免除プログラム）でアメリカに入国する

場合はフルタイムの生徒になることはできません。

パートタイムは１日１、２、３クラス、週１5時

間以下となっています。  

 

 

ビサ取得方法 

 

1. HELPでは生徒の申込書また入学申請料を受け
取った後、 I-20を発行します。（I-20とは

ビザ申請する際に必要な書類です）また、入

学許可書、その他の書類も一緒に郵送します。

HELPから申し込み受理連絡、２週間経っても

I-20が郵送されない場合、メールまたはお電

話でHELPまで連絡をお願い致します。  

2. I-20を受け取ったのち、全ての内容が正確で
あることを確認し、ページ１にご署名また日

付をご記入下さい。 

3.  次にSEVISの支払いを 
https://www.fmjfee.com にて行って下さい。

SEVIS料金は$200です。必ず支払い確認を印

刷してください。 

4. SEVISの支払い後、アメリカ大使館での面接
を予約して下さい。予約はアメリカ大使館の

ウェブサイト(http://www.usembassy.gov)か

ら予約することができます。HELPに通い始め

る120日以上前にビザを申請することはでき

ませんのでご注意下さい。 

5. http://www.state.gove.m/a/dire/formsから
DS156またDS158というビザ申請書をダウンロ

ードし、ご記入下さい。 

 

 

 

 

 

 

ビザの面接には下記のものが必要です。 

 滞在期間より最低６か月以上有効なパス
ポート 

 HELPより発行されたI-20 
 SEVIS料金の支払い確認 
 パスポートサイズの写真２つ 
 ビザ申請料金 
 HELPから郵送された入学許可書 
 HELP滞在期間の費用を支払うことができ
ることを証明する銀行残高証明書（学費

の支払人が本人でない場合、Letter of 

Financial Supportまたは支払人が学費

を払うことに同意したことを証明出来る

文章も必要です） 

 

アメリカ大使館での面接の際に下記3つのこ

とを説明出来るようにして下さい。 

(1) なぜアメリカ、HELPで勉強したい
のか 

(2) HELPでのステイ後、自分の国に帰
ること。 

(3) 留学経験を将来にどのように役立
たせるのか 

 

面接に関するアドバイス 

1. アメリカ大使館での面接はフォーマルで
す。正装をすることをお勧めします。 

2. 面接はほとんどの場合、英語で行われま
す。 

3. 本人が１８歳以上の場合、親族や友人と
ともに面接することはできませんのでご

注意下さい。 

4. 面接では、質問に対し、正確に答えるよ
うにして下さい。 

5. 答えはなるべく短くするようにして下さ
い。ビザ面接官はできるだけ多くの方の

面接をしようとしています。 
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面接はビザ申請者がアメリカ滞在後、自分の国へ

帰ることを確認することを質問してきます。その

際に提示する文章があればビザ面接へ持って行く

のもいいでしょう。 

a. 帰国後、働く会社が決まっていればその
証明 

b. 現在の雇用人から帰国後も会社で働ける
許可を証明出来る文章 

c. もし兄弟の中でアメリカ滞在後日本に帰
国した人物がいれば、学校のディプロ

マ、あるいは雇用人からの証明。また

その兄弟のパスポートに記録があれば

それも証明になります。 

d. 現在通っている学校にアメリカ滞在後戻
る場合、その学校から成績表 

e. 土地所有権、あるいは家業の証明 
f. 婚姻証明書、出生証明書 
g. その他アメリカ滞在後、帰国することを
証明できるもの 

 

注意していただきたいこと 

a. HELPの最初の授業の日より30以上前に入
国しないでください。 

b. HELPで勉強する際は、他の学校より発行
されたI-20は無効です。 

c. B2ビザ、WTステータスで入国する場合、
HELPで週１６時間以上クラスをとること

はできません。 

 

他の学校から編入する生徒 

a. アメリカ国内の学校から日本に帰国せず
に HELP へ編入する場合、現在通ってい

る学校にてI-20の‘release’を依頼して

ください。SEVISファイルがHELPへ移動さ

れ次第、HELPから新しいI-20を発行しま

す。アメリカ外の学校から編入する場合

にもI-20のreleaseを依頼してください。 

b. 現在アメリカ国内にF-1ビザ以外で滞在中、
ビザのステータスを変更する場合はビザ

の変更が必要です。もし変更が必要な場

合、最低でもHELPで勉強を始める3-5ヶ月

前には HELPまでご連絡ください。 

 

 

 

 



Department of Second Language Studies 
Hawai`i English Language Program 

  
 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
     1395 Lower Campus Road, MC 13-1 

Honolulu, HI  96822 
Telephone:  (808) 956-6636 

Web:  http://www.hawaii.edu/eslhelp 
An Equal Opportunity/Affirmative Action Institution 

 
 

支払い保証人同意書 

 

HELPではI-20を発行する前に学費の支払いの能力があることを確認しています。最低でも月々

$2,000の保証が必要です。HELPで勉強する期間の支払いが保証されていることを銀行残高証明

書とともに証明して下さい。また銀行残高証明書は英文のもののみ受け付けています。過去

180日以内に発行された証明書のみが有効です。 

 

生徒本人の資金:         U.S. $_______________ 

家族またはその他の人物からの資金      U.S. $_______________ 

 奨学金（その証明も必要です）      U.S. $_______________ 

 

      全額   U.S. 

$_______________ 

 

学費の支払い保証人は下に署名をし、また銀行残高証明書も添付してください。 

 

  

私は上記がすべて正確であり、_________________________________________________ 

（生徒名）の学費支払い保証人になることに同意します。この生徒は私の

_____________________________________（生徒との関係）であり、もし上記の内容に誤りが

あった場合、Hawai'i English Language Program への入学拒否につながることを理解します。 

 

 

 

   署名       日付 

 

 

支払い保証人の氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

住所    ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

     ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

電話番号      ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

メールアドレス   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
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予防接種必要条件書 
 

ハワイで勉強する際は州の法律により、MMR（三種混合）またTB（結核）の予防接種が必要です。裏

面をお医者様に記入し署名をしてもらってください。 

 

1.  三種混合 
予防注射記録は正確な日付が必要です。また個人で記入したものは無効です。１９５７年

以前の生まれの方、風疹・麻疹・おたふくにかかったことのある方、また血液検査により

風疹・麻疹・おたふくの免疫があることが証明できる方は三種混合の接種は必要ではあり

せん。 

 

2.  結核（ツベルクリン） 
裏面の記入をお医者様にしてもらうために、ツベルクリンのテストまたは胸のレントゲン

を依頼して下さい。（レントゲン写真をHELPに郵送しても証明にはなりません）ツベルク

リンテストが陽性の場合は胸のレントゲンの撮影が必要です。ツベルクリンテストはHELP

を始める１年以内に接種されたもののみが有効です。あるいは、６ヶ月以上HELPに滞在し

た場合、ハワイで再度ツベルクリンテストを受けることが規定となっています。 

 

予防接種必要条件書はHELPへの申し込みの際に必要です。すべての内容はHELPが厳密に管理し、また

この内容がHELPで不公平に扱われることはありません。 
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Health Clearance Form 

 
NAME:  ______________________________________________________ BIRTHDATE: _______________ 
 
Measles/MMR Immunization  
Two doses of live measles vaccine are required, with at least of the two being an MMR (Measles, Mumps, and Rubella). 
Measles immunization may be waived if (a) student was born before 1957; (b) there was documented history of disease; (c) 
there is serologic evidence of immunity 
 
COMPLETE ONE OF THE FOLLOWING: 
 
1.  Proof of two MMR immunizations: 
     First Dose: _____________________________ Second Dose: _____________________________ 
      MONTH/DATE/YEAR            MONTH/DATE/YEAR 

2.  Measles (Rubeola) vaccine: 1) ________/________    2) ________/________ 
     Mumps vaccine:  1) ________/________ 
     Rubella vaccine:    1) ________/________ 

3.  Antibody titers:   
     Measles: Date: ________/________  Titer results: __________________ 
     Mumps: Date:  ________/________  Titer results: __________________ 
     Rubella: Date:  ________/________  Titer results: __________________ 

4.  Date of Disease: ______________________   
 
Tuberculin Examination 
A Tuberculin skin test (PPD – Mantoux) within one year prior to enrollment is required. Skin test results must be read in 48 
to 72 hours. If positive, a chest x-ray is required. *If you attend more than six months in our program, you will be required 
to take addition TB test in the State of Hawaii. 
 
SKIN TEST (PPD – Mantoux)    CHEST X-RAY (if skin test is positive) 
Date Given: _____/______/_____   Date Given: _____/______/_____  
RESULTS:    Positive       Negative    RESULTS: 
                  Revealed no abnormalities 
             Others (Explain) ___________________ 
                  __________________________________ 
 (Please indicate the size of reaction, in mm) 

*Does the Student have any significant medical conditions or disabilities that would limit participation in academic and/or 
physical activities? (Specify) ___________________________________________________________________________ 

* Any other comments on the Student’s Health: ____________________________________________________________ 

Signature of the Physician: ________________________________________ Date:  ___________ 

__________________________________________________________________________________ 
Name of Physician and/or Clinic/Hospital      Telephone Number 

__________________________________________________________________________________ 
Address      City  State  Zip       Country 



 

 

Conditional Admission Program for Undergraduate Studies 

ハワイ大学 条件付き入学 

 

ハワイ大学のCollege of Arts and Sciencesへ入学希望の学生で英語力を除く全ての入学条件

を満たしている場合、条件付アドミッションを通して College of Arts and Sciences に入学するこ

とができます。  

HELPの学生は以下を条件のひとつを満たすと英語力の条件を満たせます。 

 

1. Hawaii English Language Programにて400レベルクラスを2ターム（16週間）GPA3.75で
卒業する。 

2. TOEFL iBT 61点以上 , PBT 500点以上、またはIELTS 6.0以上取る。 
 

 

ハワイ大学への条件付アドミッションの申し込み方法 

 

オプションA： www.hawaii.edu/eslhelpに記載されている申込書の5番・ハワイ大学への条件付

きアドミッション希望の欄にチェックしHELPフロントオフィスに提出してください。HELPへの申し

込みが終わり次第HELPのスタッフがUHMへの申し込み手続きをお手伝いします。すべての必

要条件をUHMへ提出し終わるとUHMから条件付アドミッションが許可された場合上記の条件を

満たしてください。 

 

オプションB： http://manoa.hawaii.edu/admission/undergrad/apply/international.html にてハ

ワイ大学へ申し込みをしてください。申込書にHELPを通して条件付アドミッションを希望するこ

とを示してください。ハワイ大学からの条件付アドミッションが許可された場合、HELPへの申し

込みをしてください。英語力の条件を満たし次第、HELPからハワイ大学への入学が許可されま

す。 

 

その他； 

 ハワイ大学へ入学したすべての外国からの生徒は（TOEFL100iBT/600PBTまたは

7.0IELTS の場合は除く）English Language Institute (ELI)の英語実力テストをとることが義務付

けられていて、点数によってELIのクラスを取らなければなりません。 

 

 

 

 

 



 

 

 

ハワイ大学マノア校, Undergraduateの入学に必要な書類 

 

大卒でない生徒 

1. 申込書 

2. 申し込み料金  $70 

3. 以前通っていた大学、あるいは高校の成績証明書（大学１年生の生徒は高校の成績証

明書が必要です） 

4. Supplementary Information Form for Undergraduate International Applicant 

(http://www.hawaii.edu/admissions/intl_students12.pdf)  

5. 銀行残高証明書 

6. TOEFLスコア 

7. SAT スコア 
 

The College of Arts and Sciences offer undergraduate degrees, minors, and certificate programs in the 

following areas. 

 

Arts & Humanit ies  

Academy for Creative Media 

American Studies  

Art and Art History 

Communicatory 

History  

Music  

Philosophy 

Religion 

Language, Linguist ics, & Literature 

East Asian Languages and Literature 

English (Composition and /or Literature) 

Indo-Pacific Languages and Literature  

Languages and Literatures of Europe / the 

Americans Linguistics  

Second Language Studies (including ESL) 

Center for Interpretation and Translation 

Studies  

Theatre and Dance  

 

Natural  Sciences  

Biology  

Botany 

Chemistry 

Information and Computer Sciences  

Mathematics  

Microbiology 

Physics and Astronomy 

Library and Information Science Program 

Marine Option Program  

Social  Sciences 

Anthropology 

Communications 

Economics  

Ethnic Studies  

Geography 

Political Science 

Psychology 

Sociology 

Urban and regional Planning  

Woman’s Studies  

Public Administration Program 
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HELPでは生徒がハワイ滞在中にステイ先をお探しす

るサービスを提供してます。このサービスはハウジ

ングコーディネーターがお見積り、ステイ先の確保

など様々な面でサポートいたします。ハウジングサ

ポートのサービス料は$250です。このお値段は飛行

場からの送迎も含めます。（帰国する際も飛行場ま

で送迎をいたします） 

 

オプション1：ホームステイ 

ホームステイでは一人部屋、また朝食と夕飯が提供

されます。朝食はセルフセービスで夕飯はホストフ

ァミリーより提供されます。ホームステイをキャン

セルする場合、キャンセル料がかかりますのでご注

意ください。また、ホームステイ先を変更・キャン

セルする場合、ハウジングコーディネーターに書面

に連絡をしてください。ステイ先のキャンセルは最

低でも２週間かかりますので、早めに連絡すること

をお勧めいたします。 

 

オプション2：アパート・コンドミニアム 

こちらのオプションでは生徒はレストラン、ショッ

ピング、またナイトライフを満喫できるワイキキに

住むことができます。すべての部屋は家具、ミニキ

ッチン、洗面所付きとなります。アパート・コンド

ミニアムの予約を滞在開始より１ヶ月前以内にキャ

ンセルした場合、キャンセル料がかかります。また

入居後に滞在をキャンセルする場合は書面でハウジ

ングコーディネーターに連絡をしてください。ハウ

ジングコーディネーターに連絡後、キャンセルは約

３０日かかりますのでご了承ください。 

 

オプション3：学生寮 

学生寮は 他のハワイ大学の生徒と交流ができると

ても良い環境です。学生寮は特に週末などは騒がし

くなることがあるので静かな環境を希望する場合は

お勧めできません。学生寮は1月、5月、8月から17

週間ごとの申し込みとなります。申し込み後キャン

セルをしても返金はされませんのでご了承ください。

また学生寮に滞在する場合、寝装品・タオル・ 

 

 

 

 

 

キッチン用品は各自で購入となります。生徒の

支払い次第予約が完了します。 

 

金額 

ハウジングプレースメント料金：$250 (返金不

可) 

ホームステイ（朝食・夕飯付き） 

6週間：$1650 

8週間：$2200 

1週間追加：$275 

1日追加：$50 

 

アパート・コンドミニアム 

保証金：$250 

6週間：$2700 

8週間：$3600 

1週間追加：$450 

1日追加：$65 

清掃料金：$150 

 

学生寮（秋ターム1＆2、または春ターム1＆2の

申し込みのみ受け付けます） 

シングルルーム（17週間）：$4800 

ダブルルーム（17週間）：$3500 

敷金（返金不可）：$650 

 

ホテル 

ホテルに滞在を希望する場合は 

info@studyandstayhawaii.com まで連絡をお願

いします。金額、滞在可能なホテルなど、詳細

をご連絡いたします。 

 

上記の内容は予告なく変更する場合があります

のでご了承ください。またすべてのオプション

は数が限られています。 

 

 

 

ハウジングオプション  
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APPLICATION	  FOR	  HOUSING	  

	  
	  

Family	  Name:	  	  ____________________________	  	  First	  Name:	  	  ______________________________	  

School	  you	  attend	  now:	  ____________________________________	  

School	  you	  will	  attend	  in	  Hawaii:	  __________________________________	  

Type	  of	  Housing	  Requested:	  

	  	  	  	  Homestay	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Residence/Dormitory	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Condominium	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hotel	  

Check-‐in	  Date	  (Month/Day/Year):	  	  _______________________	  	  	  

Check-‐out	  Date	  (Month/Day/Year):	  	  ______________________	  

Gender:	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Female	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Country	  of	  Citizenship:	  	  ________________________	  

Date	  of	  Birth	  (Month/Day/Year):	  	  ____________________	  	  	  Age:	  	  _____________	  

E-‐mail	  Address:	  	  _____________________________________________________	  

English	  Speaking	  Ability	  (Choose	  your	  level )	  1=	  Beginner	  /	  10=Advanced	  
	  

1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  

	  

Do	  you	  have	  any	  allergies?	  If	  YES	  please	  explain:	  

	  	  	  	  Yes	  	  _______________________________________________________	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  No	  	  	  	  

Is	  there	  any	  food	  you	  can’t	  eat?	  	  If	  YES,	  please	  explain:	  	  	  

	  	  	  	  Yes	  	  _______________________________________________________	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  No	  	  	  	  

Do	  you	  have	  any	  health	  conditions?	  	  If	  YES,	  please	  explain:	  	  

	  	  	  	  Yes	  _________________________________________________________	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  No	  	  	  	  

Do	  you	  smoke?	  	  	  	  	  	  Yes	  	  	  	  	  	  	  	  No	  	  	  	  	  	  

Can	  you	  live	  with	  pets?	  	  	  	  	  	  Cats	  OK	  	  	  	  	  	  	  	  Dogs	  OK	  	  	  	  	  	  	  	  	  No	  pets	  	  

Can	  you	  live	  with	  children?	  	  	  	  	  	  	  Yes	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  No	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  No	  preference	  

What	  are	  your	  hobbies?:	  	  __________________________________________________________________	  

Is	  this	  your	  first	  time	  studying	  abroad?	  	  	  	  	  	  	  Yes	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  No	  

	  



 

Study & Stay Hawaii  /  PO Box 241011, Honolulu, HI 96824  /  info@studyandstayhawaii.com  /  +1.808.342.4323 

Choose	  all	  the	  sentences	  that	  describe	  you.	  

___	  	  I	  am	  active.	  

___	  	  I	  like	  to	  be	  at	  home.	  

___	  	  I	  am	  shy.	  

___	  	  I	  am	  talkative.	  

___	  	  I	  am	  cheerful	  and	  friendly.	  

___	  	  I	  am	  serious.	  

___	  	  I	  feel	  nervous	  speaking	  English.	  

___	  	  I	  enjoy	  speaking	  English.	  

___	  	  I	  enjoy	  being	  indoors.	  

___	  	  I	  enjoy	  being	  outdoors.	  

___	  	  I	  enjoy	  playing	  sports.	  

___	  	  I	  am	  lazy.	  

	  

Additional	  Personal	  Information:	  	  

________________________________________________________________________________________________________	  

________________________________________________________________________________________________________	  

Special	  Requests:	  	  

_____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________	  
	  

	  
Please	  send	  all	  applications	  to	  info@studyandstayhawaii.com	  or	  your	  school	  group	  leader.	  
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ハワイでの生活 
 

ハワイの天候 

ハワイは１年中暖かいパラダイスです。インター

ネットにてハワイの天気を確認してみて、どのよ

うな気候なのか頭に入れていくのもいいでしょ

う。 

 

ハワイへ持っていく服 

ハワイでは気候の面もあり、多くの人がカジュア

ルな服装を好みます。ハワイの気温は大体20-30

度くらいで、11月から4月までは雨が多く降るた

め多少涼しくなります。ですから薄いセーターや

カーディガンなどを持ってくることをお勧めいた

します。また、折り畳み傘、歩きやすい靴も雨が

多いシーズンには役立ちます。 

 

荷物を準備する際に 

• アメリカへ持ち込みが禁止されているものは持

ち込まないで下さい。詳しいリストはこちら

(http://www.tsa.gov/travelers/sop/index.shtm)  

持ち込みが禁止されているものを持ち込んだ場

合、意図的でなくても違法です。 

• 機内持ち込みの荷物に液体を持ち込む場合、液

体は３オンス以下、またジップロックに入れて下

さい。詳しくはこちら 

(http://www.tsa.gov/311/311-brochures.shtm)  

• 受託手荷物は各飛行場にてセキュリティーチェ

ックを通過します。 

• フィルム、またはフィルムが入っているカメラ

は機内持ち込みのカバンに入れて下さい。セキュ

リティチェックの際に、フィルムを破損する場合

があります。 

• 機内持ち込みの荷物、受託手荷物、またすべて

の荷物に名前と連絡先を記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

ハワイに持ってくることをお勧めするもの 

洋服 

__ 短パン 

__ ジーパン、または長ズボン（あまり重くない

もの） 

__ Tシャツ 

__ タンクトップ 

__ スカート、ワンピース  

__ 軽い長そで 

__ 水着 

__ 下着、靴下 

__ 帽子 

__ 運動靴、ビーチサンダル、サンダル 

 

洗面用具 

__ 石鹸 

__ 歯磨き 

__ シャンプー・コンディショナー 

__ ボディーローション 

__ 化粧品 

__ カミソリ 

__ デオドラント 

__ その他 

 

その他: 

__ カメラ 

__ 辞書 

__ 日焼け止め 

__ サングラス 

__ 筆記用具 

 

機内持ち込みの荷物 

__ I-20  

__ パスポート 

__ 現金、チェック、クレジットカード  

__ HELP の電話番号 

__ 上着 

__ 飛行機のチケット 

__ パソコン 
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アメリカに入国する際 

飛行機内で下記の書類を持っているようにしてくだ

さい。 

• パスポート（ビザ） 
• SEVISの書類（I-20AB, I-20MN, DS-2019) 
• ビザの免除プログラムで入国する場合2004年９
月１日以降に発行されたSEVISの書類、I-

20AB、I-20MN、またはDS-2019。アメリカに

初めて入国する場合はI-797、またSEVIS料金支

払いのレシート 

• 資金証明書 
• HELPより発送された入学許可書 
 

フライトアテンダントが飛行機内で税関申告書と出

入国記録をホノルルに到着する前に配ります。２つ

を必ずホノルルに到着する前に記入してください。

また２つの書類に関して質問があれば、必ずフライ

トアテンダントに質問をしてください。 

 

ホノルルに到着後、税関審査に進んでください。税

関審査のまえにSEVIS form I-20、またはDS-2019、

税関申告書と出入国記録がすべてあることを確認し

てください。税関申告書にはハワイでの滞在先の住

所を記入してください。 

 

税関審査ではアメリカ入国の理由を聞かれます。I-

20があれば審査官に提示し、フルタイムの生徒であ

ることを伝えてください。もしビザ免除プログラム

で入国する場合は審査官に目的を聞かれた際、ハワ

イをエンジョイしながら英語学校へパートタイムで

通う、のような答え方をするのがいいでしょう。 

 

審査完了後、審査官は 

1. SEVISに印を押します。 
2. I-94に印を押し、パスポートに貼り付けま
す。 

3. SEVISを返します 
 

もし税関審査で問題が発生した場合、HELPの

ディレクター、ジョエル ウィーバー（Joel 

Weaver)まで連絡をしてください。ジョエル

の電話番号は808-381-2686です。  

 

 

HELPでの初日 

 初日のオリエンテーションには8:00amまで
にHELPのstudent loungeお越しくださ

い。際にI-20, I-94、パスポート、保険の証

明、筆記用具をお持ちください。Student 

loungeにてHELPのスタッフがI-20, I-94、

パスポート、保険の証明を一時的に受け取

ります。上記の４つの物は、ランチの際に

返却します。 

 オリエンテーションでは初めにオリエンテ
ーションフォルダーを生徒に配ります。中

に入っているNew Student Information 

Sheetに記入をし始めてください。すべて

の生徒が集まり次第、プレースメントテス

トを始めます。内容はリーディング、ライ

ティング、スピーキング、リスニングで

す。 

 テスト終了後, HELPのスタッフがテストの
採点をします。その間、生徒はランチの時

間です。 

 ランチの後は生徒がHELPでのステイ期間、
最高の時が持てるようにHELPのアクティビ

ティー、アコモデーション、またハワイ大

学に関しての説明があります。質問があれ

ば気軽に質問をしてください。 

 プレースメントテストが採点されたのち、
自分がどのレベルにプレースされた把握す

ることができます。今タームとるクラスを

選択してください。 

 最後にHELPとハワイ大学のツアーにお連れ
します。ハワイ大学のキャンパス内でHELP

の生徒が使えるスポーツ施設、図書館、コ

ンピュータールーム、カフェテリア（食

堂）またブックストアーなどを紹介いたし

ます。 

 すべてのオリエンテーションプログラムは
大体午後３時くらいに終了します。オリエ

ンテーション後はステイ先に戻っていただ

いて結構です。 
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