
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 45 回アメリカ研修（ハワイ大学）募集要項 
白鷗大学国際交流センター主催 

白鷗大学 海外研修 

ハワイ大学 

白鷗大学では、春期・夏期に外国語や海外文化・生活との触れ合いを希望する学生のために短期海外研修を実施していま

す。現地大学での講義や文化体験、学生たちと交流する機会は個人旅行では決して得られません。海外経験豊富な教職員が

企画・運営する本研修は、集団生活やグループ学習を通じて協調性やチームワークを育み、友だちの輪を世界に広げる絶好の

機会です。他では得られない貴重な収穫として帰国後の大学生活にも大きなプラスとなることでしょう。 

「海外体験もしたいけれど、語学や不慣れが心配で・・・」と迷っている学生には、白鷗大学の精神を表す言葉 『PLUS ULTRA 

（さらに向こうへ）』 を思い出していただき、友人と一緒で楽しい上に充実した成果が得られる短期海外研修で、一緒に一歩を踏

み出しましょう。例年、２度目、３度目のリピーター参加者もいます。      （国際交流センター長、経営学部教授 高畑昭男） 

ハワイの文化・習慣 日本とは異なる文化や人々の生活を知る 

ハワイ大学（University of Hawaii）は、1907 年に設

立されたアメリカ合衆国ハワイ州の州立大学システム。

ハワイ州の６島に、３つの大学キャンパス、７つのコミュ

ニティカレッジがあります。 

白鷗大学とは、2008 年にコミュニティカレッジズ、

2010 年にハワイ大学マノア校と交流協定を締結し、海

外研修や交換留学の派遣・受入れ、ハンドベル部のハ

ワイ公演などを通して毎年交流を続けています。 

研修中２日間は、オアフ島にあるコミュニティカレッジ

を訪問し、現地学生との交流、英会話やハワイ文化体

験を行います。学部別フィールドトリップでは教育学部

生はハワイ大学マノア校を訪問し、敷地内にある小学

校を見学するほか、現地教育学部学生との交流を予

定しています。 

ハワイ州はアメリカ合衆国の州の一つで、8 つの島と 100以上の小島からなっています。 

世界各国から年間 70 万人以上の観光客が訪れ、「ハワイ＝リゾート地」とイメージする人も多いでしょ

う。研修先のオアフ島は、州人口の７割に当たる約 99 万人の人々が暮らす政治・経済・文化の中心

地。オアフ島のワイキキには高層ビルやショッピングモールなどが立ち並び、バスやトロリーなどの交通網

も発達しています。観光客向けに整備されているため、海外未経験者でも十分楽しめる場所です。 

かつて、日本や中国、フィリピンなどから労働力としてハワイに大勢の人が移住してきました。その歴史

を現すように、街を歩いていると様々な文化が融合し成り立っているのだということを感じることができま

す。ハワイという土地は太古の昔から現代に至るまで、取りこんできた世界のあらゆる文化が見事に調和

しています。出発前オリエンテーションでは、ハワイの歴史や日本・世界との関係を学び、観光地以外の

側面にも触れてゆきます。 

オアフ島 

研修中はワイキキにあるホテルに滞在 

ダイヤモンドヘッド 

ハワイは北回帰線近くの洋上

に位置するため、ほぼ年中北

東から貿易風が吹きます。この

風が高山にぶつかり上昇気流

となって雨雲を形成するため、

島の北東部分は雨が多く、虹

の発生率も高いのです。ハワイ

州は「レインボー・ステート（虹

の州）」とも呼ばれています。 

ワイキキの通りは、ハワイ王家

に由来のある人の名前や、

水、植物などの自然を意味す

る名前が付けられています。

その他にも街中にはハワイ語

を多く見ることが出来るでしょ

う。先人たちから受け継いだ

ハワイ文化や歴史は現代も深

く根付いています。 

ハワイには「アロハスピリット」という古代から受け継がれてきた精神があり

ます。 「ALOHA」はハワイ語で「心」や「精神」であり、自然や他の人々

に対して「思いやり」・「尊敬」・「愛」をもって接する事を意味します。

「ALOHA」は現代でも「こんにちは」などの挨拶として日常的に使われて

います。研修中は、ハワイの人々との交流を通してその精神に触れるこ

とができるでしょう。 

【ALOHA】  5 つの頭文字を組み合わせることで成り立っており、 

一文字ずつに意味が込められています。 

Akahai 思いやり   Lokahi 協調性   Olu’olu 喜び   

Ha’a Ha’a 謙虚・素直な心  Ahonui 忍耐 

ワイキキ 

日程 2019年8月27日（火）～9月3日（火）

募集人数
60名（最小催行人数30名）先着順

※全学部・学年対象　語学力は問いません

研修費用
￥187,000 (予価)　※研修費用補助適用後の金額

（授業料、宿泊代、航空券代、旅行保険代、朝食1回、昼食5回、夕食3回）

上記費用に

含まれない物

●小山ー成田空港の送迎バス代（利用者により金額が変わります）

●ESTA申請代１４ドル●上記以外の食事代●現地での交通費

（例年、個人的なお小遣いとして６万円程度持参する学生が多いです。）

研修先
白鷗大学海外協定校

ハワイ大学マノア校、ハワイ大学コミュニティカレッジズ

滞在先 ホテル（2～3名１室）

引率者 白鷗大学教職員（全日程同行します）

単位認定
随意科目１単位（帰国後レポート提出）

※随意科目は卒業所要単位には含まれません。

申込み期間 4月16日（火）～5月24日（金）16：30まで

申込み方法 申込書に必要事項記入の上、国際交流ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰへ提出してください。

一括払いの場合：7/12（金）までに全額

分割払いの方法：①7/12  （金）までに￥100,000

　　　　　　　　➁12/13（金）までに残額+バス代

費用振込締切



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スケジュール 
4/10現在のスケジュールです。現地の事情により内容が変更になることもあります。 

本研修の魅力の１つが、ハワイの協定校を

訪問し現地学生と交流することです。ハワイ大

学コミュニティカレッジを訪れ、学生との交流

や学内見学、文化体験活動を行います。キャ

ンパス内にはユニークな施設もあり、ハワイな

らではの大学生活を見ることができます。 

奨学費 3 万円のサポート制度 
交流協定校における海外研修に参加する

学生に対して、研修に係る費用の一部を奨学

費として充当しています。 

<本研修奨学費>30,000 円 (※急激な為替変

動や社会経済情勢の変動により、金額を増減するこ

とがあります。) 

建学の精神 

【プルス・ウルトラ（さらに向こうへ）】 

白鷗大学は海外研修を慣例化し、学生が

好奇心と情熱を持って未知の世界へ羽ばたく

ことができるよう開学以来努めてきました。海

外を経験することにより既成の価値観や慣習

にとらわれず、広い視野と思いやりのある豊か

な心を育んでほしい。そのような思いから、本

支援制度は誕生しました。 

複数回の出発前 

オリエンテーション 
出発前の６～７月に参加者向けのオリエン

テーションを行います。全６回のオリエンテー

ションを通して、引率教職員よりプログラムに

ついて説明を行うほか、日本から持っていく荷

物について、滞在先情報、ハワイのローカル

ルール、歴史、英会話などを紹介します。白

鷗大学の留学生との交流の機会もあります。

質問や不安は事前に解決し、安心して出発

できる内容になっています。 

引率者は海外経験豊富な教職員 

研修には教職員が引率者として全行程同

行し、語学面のサポートや不測の事態にすぐ

に対応できるよう体制を整えているので、個人

旅行よりも安心して海外で過ごすことできま

す。学部別ﾌｨｰﾙﾄﾞﾄﾘｯﾌﾟでは教員による解説

が加わり、日本との関連性や相違性を学ぶこ

とができます。 

学部別フィールドトリップ 

ハワイ大学コミュニティカレッジでは、ネイティブ教員によるレクチャーや体験を通して、ハワイの文化や歴史などについて理解を深めます。 

基本的には英語で行いますが、引率教員により適宜通訳・解説をします。 

英会話のクラスでは、ハワイの学生や、リーワードに留学中の日本人学生とグループを組み、ハワイでの生活や日本との違いについて 

話をします。日本語を学んでいる現地学生も多く、英語・日本語・ジェスチャーを交えながら、毎年コミュニケーションを楽しんでいます。 

昨年はレイ作りやフラを体験。どちらも古代から受け継がれた重要な文化であり、ハワイ特有のアロハスピリットを学ぶ上でもかかせない体験です。 

学部毎に分かれて教育・ビジネス・司法の関係施設やハワイの歴史にゆかりのある施設を見

学します。現場で働く人々の話を聞き、ハワイならではの取り組みや日本の違いなどについて

学び考えます。観光ツアーでは訪問することが難しい場所を見学できる貴重な機会です。 

海外業務を視野に入れるきっかけになったり、卒業後の進路が具体的になる良い機会でもあ

ります。                   ※下記は過去の研修時の見学先です。見学先は毎年変わります。 

【お問い合わせ先】白鷗大学 国際交流ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ（白鷗大学本キャンパス４階） 

  (TEL)0285-20-8162 直通（FAX）0285-20-8163 (E-mail) global@ad.hakuoh.ac.jp 
(事務取扱い時間) 平日 8:45-11:30 12:10-16:45 

地元のフラチームに教えてもらいまし

た。動作一つひとつにも意味が込めら

れており、海や風、花などハワイの美

しい自然に感謝しながら踊ります。フ

ラには大きく分けてカヒコ（古典）・現

代（アウアナ）の２種類がある。 

プルメリアの生花でレイを作ります。 

レイはその昔、神々の怒りを鎮めたり悪

霊を払う魔除けのようなものだったが、

西欧文化との接触以降は、友情や愛

情の象徴としての役割を持つようになり

ました。 

初めは緊張していた英会話の時間

ですが、ハワイ学生の暖かい笑顔

に触れてリラックスしながらハワイに

ついて、互いの学生生活や趣味な

どについて話すことができました。 

[法学部] 弁護士事務所訪問・州最高裁

判事と懇談 

[経営学部] ホテルプリンスワイキキの

バックヤード見学 
[教育学部] 保育園、小学校訪問、

ハワイ大教育学部生と交流 

ハワイの文化・自然・食を体験 

２日間ある自由時間では自分の興味のあるもの・好きなものを探求しよう！未知のものに出会

い、実際に体験することはテレビやインターネットで見た世界とは大きく異なります。自分で体

験することによって新たな気付きや視点を得ることができます。 

8/28（火）

日本

8/28（火）

ハワイ

8/29（水）

ハワイ

8/30（木）

ハワイ

8/31（金）

ハワイ

9/1（土）

ハワイ

9/2（日）

ハワイ

9/3（月）

ハワイ

9/4（火）

日本

朝食 なし（各自） なし（各自） なし（各自） なし（各自） なし（各自） なし（各自） なし（各自） あり（機内）

午前
ハワイ着

ﾎﾉﾙﾙ市内見学

ﾘｰﾜｰﾄﾞｺﾐｭﾆﾃｨ

ｶﾚｯｼﾞで研修

ﾘｰﾜｰﾄﾞｺﾐｭﾆﾃｨ

ｶﾚｯｼﾞで研修
学部別見学 自由行動 自由行動

チェックアウト

バスで空港へ
機内

昼食 あり あり あり あり なし（各自） なし（各自） なし（各自） あり（機内）

午後
小山集合

バスで空港へ

日本発

市内見学

ホテルチェックイン

歴史・文化ｸﾗｽ

英会話

ﾊﾜｲ文化体験

歴史・文化ｸﾗｽ

英会話

ﾊﾜｲ文化体験

学部別見学

修了式
自由行動 自由行動 ﾎﾉﾙﾙ発

日本着

バスで小山戻り

夕食 あり（機内） なし（各自） なし（各自） なし（各自）
あり

(ﾊﾜｲｱﾝ料理）
なし（各自） なし（各自） あり（機内） なし（各自）

ホテル 機内 機内ワイキキ周辺ホテル


