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学位課程プログラム(Undergraduate 
programs)
会計学
司法学
農業学
人類学
芸術
天文学
生物学
経営学
化学
コミュニケーション
コンピューター科学
経済学
英文学
環境科学
環境学
地理学
地質学
ハワイ研究
歴史学
日本研究
スポーツ科学
人文学
言語学
海洋学
数学
自然科学
看護学
舞台芸術

・音楽
・劇文学
・ダンス

哲学
物理学
政治学
心理学
社会学
TESOL (英語教授法)*
研修プログラム(Pre-Professional 
Programs)
法学
医学
看護学
薬学
獣医学
修士課程プログラム（Masters 
Programs）
臨床心理学（Master of Arts）
教育学（Master of Education）
ティーチング（Master of Arts）
ハワイ言語およびハワイ文学
（Master of Arts）
先住民言語文化教育（Master of 
Arts）
熱帯保全生物学および環境学
（Master of Science）
博士課程プログラム(Doctorate 
Programs）
看護学（Doctor of Nursing Practice）
ハワイ言語および先住民言語文化
復興（Doctor of Philosophy）
薬科学（Doctor of Philosophy）

薬学（Doctor of Pharmacy）

*準副専攻 hilo.hawaii.edu
Alternate format available by contacting the ADA coordinator.  UH Hilo is an equal opportunity/affirmative institution.

ハワイ大学ヒロキャンパス、英語専門課程
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International Exchange Program............................... Center for Global Education & Exchange .......................................... uhhglobe@hawaii.edu

「私はハワイ大学ヒロ校の
所在地をとても気に入って
います。キャンパスはこじ
んまりとしているし、ヒロ
市は美しい自然環境に囲ま
れた小さな町です。私がハ
ワイ大学を気に入っている
もう一つの理由は、先生た
ちがとっても優しくて暖か
いこと、そして安全な環境
だということです。すばら
しい人たちと一緒に勉強ができるすばらしい場
所です。」スンヨン・パーク 
(Sun Young Park)

ハワイ大学で英語学習をする理由 

全米で正式認定を受けている限られた104校の一つ•	

ＴＯＥＦＬは必要なし•	

大学の授業やクラブ活動に同時参加でき、英語の上達が促•	
進、友達もたくさん

 適切な資格を持った経験豊富な教授陣•	

大学施設の利用も可能•	

イミグレーション・授業・学生生活の指導・相談•	

24時間セキュリティ体制の整った学生寮•	

一年中暖かく、美しく安全な環境•	

ハイクオリティな米国教育

ハワイ大学ヒロ校があるハワイ島は、ビックアイ•	
ランドとも呼ばれ、世界に存在する13気候帯のう
ち10気候帯が存在する島です。ハワイ大学の学生
たちは、活火山あり、熱帯雨林あり、4000メート
ル級の山がありというハワイ島に、世界中からあ
つまった地理学者、天文学者、農学者、環境学
者、海洋学者、生物学者などの科学者らについ
て、生きた教育環境で学習をすることができるの
です。
ハワイ大学ヒロ校コンピュータ情報科学専攻の学•	
生は、全米のコンピュータ試験においてトップ6％
にランクされています。
ハワイ大学職員学生は、全米科学財団からの教育•	
ファンドを受けてマウナケア山頂の望遠鏡の使用
を認められています。
2012年にはハワイ大学の代表チームが、モデル国•	
連チームプログラムに参加、世界各国200校の大学
と競った結果、最優秀賞を受賞しました。
ハワイ大学ヒロ校は、世界で３５校しか認められ•	
ていない国際・米国大学レベルビジネススクール
連盟（ＡＡＣＳＢ）の認定を受けています。
ハワイ大学ヒロ校薬学部は、全米でトップ５の薬•	
学部とランクされています。
ハワイ大学ヒロ校地理学部の活火山研究センター•	
の学生は、ハワイ火山観測所で仕事をすることが
できます。

登録締め切り日
秋学期登録：７月１日
春学期登録：１１月１日

アメリカの学生ビザであるＦ１の申
し込み者は、早めに以下の日までに

申し込むことが大切です。
秋学期登録：３月１日
春学期登録：１０月１日

学費（２０１３年ー２０１４年度）
フルタイム登録（１２単位以上）の
学部学生の場合：（州外市民）

１７、９５２ドル

Undergraduate Programs
Accounting 
Administration of Justice
Agriculture
Anthropology
Art
Astronomy
Biology
Business Administration
Chemistry
Communication
Computer Science
Economics
Education*
English
Environmental Science
Environmental Studies
Geography
Geology
Hawaiian Studies
History
Japanese Studies
Kinesiology and Exercise Science
Liberal Studies 
Linguistics
Marine Science
Mathematics
Natural Science
Nursing
Performing Arts

• Music
• Drama
• Dance
• Technical Theatre

Philosophy
Physics
Political Science
Psychology
Sociology

TESOL*
Pre-Professional Programs
(Pre) Law
(Pre) Medicine
(Pre) Nursing
(Pre) Pharmacy
(Pre) Veterinarian

Masters & Doctorate  
Programs
Counseling Psychology (MA)
Doctor of Nursing Practice (DNP)
Education (MEd)
Hawaiian & Indigenous Language Culture  
    Revitalization (Ph.D.)
Hawaiian Language & Literature (MA)
Indigenous Language & Culture  
    Education (MA)
Pharmaceutical Sciences (PhD)
Pharmacy (Pharm D.)
Tropical Conservation Biology &
    Environmental Science (MS)

*Certificate hilo.hawaii.edu
Alternate format available by contacting the ADA coordinator.  UH Hilo is an equal opportunity/affirmative institution.

English Language Institute at the University of Hawai‘i at Hilo

University of Hawaii at Hilo

Degree Programs ...................................................................... Admissions Office ............................................................. uhhadm@hawaii.edu 
ESL Program .......................................................................English Language Institute .......................................................... eliuhh@hawaii.edu
International Exchange Program............................... Center for Global Education & Exchange .......................................... uhhglobe@hawaii.edu

Reasons to Study English at the University of Hawai‘i at Hilo

The English Language Institute is accredited; one of the only 104 elite programs.•	
No TOEFL requirement.•	
Opportunity to speak English and make friends by taking academic classes at the •	
same time as ESL classes, participating in student activities, and joining campus 
clubs.
Experienced teachers with advanced degrees.•	
Access to all University facilities.•	
Advising on immigration, academics and student life.•	
On-campus dormitories with 24-hour security.•	
Beautiful, safe location with warm weather all year.•	

The Big Island, where UH Hilo is located, has 10 of the •	
world's 13 climate zones, an active volcano, a tropical 
rainforest and a 4,000 meter mountain. UH Hilo 
students join scientists from all over the world in doing 
hands-on research in geology, astronomy, agriculture, 
environmental studies, marine science and biology in 
our living laboratory.
Computer science students place in the top 6% on •	
national computer science exams.
The National Science Foundation funds the UH •	
telescope on Mauna Kea for faculty and student use.
In 2012, UH Hilo's Model United Nations team, •	
competing against 200 universities from around 
the world, won the highest honor of Outstanding 
Delegation.
UH Hilo's Business Administration Degree is accredited •	
by AACSB-International, one of only 35 world-wide.
UH Hilo's College of Pharmacy was named one of the •	
top five new schools of pharmacy.
The Geology Department's Center for the Study of •	
Active Volcanoes allows students to work with the 
Hawai‘i Volcano Observatory.

I like the school's location. It's 
not a huge college and it's in 
a small town with beautiful 
nature surrounding it. I also 
very much like studying at 
UH Hilo because of the warm 
hearted professors and the safe 
environment. A great place to 
study with great people. 

-Sun Young Park

Application Deadlines
Fall - June 1st

Spring - November 1st

Recommended dates for  F-1 applicants:

Fall - March 1st
Spring - October 1st

Tuition 2013 - 2014

Full-time (12 credits or more)
undergraduate students (classified)

Non-resident: $17,952

A High Quality American Education



English Language Institute
University of Hawaii at Hilo

200 W. Kawili St.
Hilo, HI 96720-4091, USA 
Phone +1 (808) 933-8855
Fax +1 (808) 933-8863

http://hilo.hawaii.edu/academics/eli/

Where will YOU come from?


