ハワイ大学
短期留学プログラム
参加者募集
＜多言語多文化社会における教育を学ぶ＞
 期間：2018年2月14日（水）～2月21日（水）（予定）
 場所： ハワイ大学ヒロ校 ・ ホノルルなど

 費用：約10万円（宿泊代、現地送迎代、プログラム費込）及び飛行機代
※ 予定額のため、変更の可能性あり

 募集人数：10名程度 ※書類選考及び面接を行います。
 参加者募集期間： 11月6日（月）～11月20日（月） ※厳守
 プログラム説明会： 11月8日（水） 昼休み N313教室
 プログラム内容の詳細は後日公示します。

－参加条件（以下、全ての条件を満たした者が参加申込可能）－
•
•
•
•

プログラムの趣旨を理解し、語学力・教師力の向上を図ることを希望する本学の
学部生・大学院生（修士課程）
2018年2月14日～2月21日の全日参加が可能な者
事前授業（1月中を予定）に参加できる者
プログラム終了後、レポートを提出すること。

－参加申込方法－
『参加申込用紙・英語運用力自己評価アンケート・参加希望者アンケート(ポータルから
ダウンロード）』及び『レポート（海外の教育に触れる意義について：様式自由800字以
内 ） 』 を 、 国 際 課 学 生 交 流 支 援 係 （ S 棟 3 階 ） に 紙 媒 体 で 提 出 す る か 、 issup@ugakugei.ac.jpに件名【ハワイ大学短期留学参加申込】とし、学籍番号と氏名を記載して
メール添付で提出すること。
－問い合わせ先－
 プログラムについて：教育心理学講座 教授 杉森伸吉
☎ 042-329-7371 / ✉ sugimori@u-gakugei.ac.jp
 参加申込について：国際課 学生交流支援係（S棟３階）
☎ 042-329-7761 / ✉ issup@u-gakugei.ac.jp

東京学芸大学 ISSUP ハワイ短期留学プログラム
スケジュール・宿泊先・注意事項等
2018/02/11
＊スケジュールは変更になる可能性もあります。
＜2月14日（水）＞
時間

場所・活動内容

19：30

成田空港第2ターミナル3階

備考

集合場所【チェックインカウンター「K」サイン付近】
22:00

成田発 JL782便[日本航空]

09:30

ホノルル着 (Daniel. K. Inoue International Airport)

12:35

ホノルル発 HA252便[ハワイアン航空]

13:32

ヒロ着 (Hilo International Airport)

到着日：14日（水）

ホテルに移動（〜15時頃までに）
オリエンテーションと買い物（翌日の朝食など）
本田先生講義「ハワイ日系人の歴史」（17時 K122教室）
18:00

夕食（シーサイドレストラン[Seaside Restaurant]）

＜15日（木）＞
朝食（各自）
9：00

ホテル出発

9:30

ワイアケア高校

〜

プレゼンテーション 3人＋3人＋4人グループ（各10分程度）

10:45

日本語の授業（授業補助）

11:00

昼食（Coconut Islandにてミヨズ日系弁当）

13:00

土俵(Waiakea Recreation Center)
リリウオカラニ庭園(Liliuokalani Garden)

14:45〜

ヒロ本願寺学園日本語学校見学

16：45

5：30まで自由にお寺の外を見学
夕食（ノリズ[Nori’s Saimin & Snacks]）

＜16日（金）＞
朝食（各自）
8:30

ホテル出発

9:00

ハワイ大学ヒロ校日本語授業補助

個人負担
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日本語102クラス＆ラボで日本語アシスト（9：00〜）
日本語102クラスで日本語アシスト（10：00〜）
10:20

ハワイ大学キャンパスツアー

12:00

イミロア天文学センター (Imiloa Astronomy Center)、国立天文台ハ
ワイ観測所 (National Astronomical Observatory of Japan
昼食（イミロアにて） アサミ日系弁当

14：00

市内観光：アラエ（Alae）墓地の在哇日本人戦没慰霊塔参拝と献花
−ダウンタウン−虹の滝(Rainbow Falls) –ユキオオクツホーム(Yukio
Okutsu Veterans State Home)-ピイホヌア(Piihonua)集会所—カメハ
メハ大王像、新町津波記念碑
Big Island Candies

17:20

ハワイ大学でプレゼンテーション準備

18:00

プレゼンテーション（K122教室）
夕食（ケータリング：大学で学生たちと交流） （19時片付け）

＜17日（土）＞
朝食（各自）
8：00

ホテル出発
朝市 (Hilo Farmer’s Market?) 、ヒロダウンタウン

8：45

バス停に集合

9：00

新年宴会準備お手伝い（ハワイジャパニーズセンター）
ハワイジャパニーズセンター展示
ハワイ日系人と交流, ハワイ島福島県人同志会新年年会（昼食）

14：00

キラウエア(Kilauea)火山へ出発〜キラウェア火山見学（1時間程
度）〜キラウエア火山出発

17:00

ショッピングセンター
夕食（ショッピングセンターで各自）

＜18日（日）＞ ヒロ→ホノルルへ移動
朝食（各自）
7：30

ホテル出発
空港へ移動

2

09:19

ヒロ発 [HA121便]

10:10

ホノルル着

マキキ聖城教会 (Makiki Christian Church)
昼食（教会：チャリティーランチ）
ホテルへ移動
夕方全員でアラモアナセンター（Ala Moana Center）
夕食（ショッピングセンターで各自）
＜19日（月）＞
朝食（ホテルにて）
ホテル出発

ハワイ・プランテーション・ヴィレッジ (Hawaii Plantation
Village) ガイド付きツアー終了後、現地解散
自主研修（訪問先の例）

・
・
・
・
・
・
・
・

ビショップ博物館 (Bishop Museum)
イオラニ宮殿 (Iolani Palace) [2/19休み]
ポリネシアン・カルチャーセンター (Polynesian Cultural
Center)
ハワイアン・ミッション・ハウス (Hawaiian Mission House)
チャイナタウン (Chinatown) 治安が悪いので注意するこ
と。夜は行かないこと。
ハワイ州最高裁判所 (Aliiolani Hale) [2/19休み]
ハワイ大学マノア校演習林 (Lyon Arboretum) [2/19休]
本派本願寺別院

＜20日（火）＞
朝食（ホテルにて）
自主研修
20:30

ホテルで報告会

＜21日（水）＞
朝食（ホテルにて）、研修
ホテル出発 空港へ移動
09:55

ホノルル発 [JL785便]

14:30

成田着

到着日：22日（木）

解散

レポート等の提出指示
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＜ホテル＞
● ヒロ
Grand Naniloa Hotel Hilo – A Double Tree by Hilton
住所：93 Banyan Dr, Hilo, Island of Hawaii, HI 96720-4632
電話：010 1 855-605-0318
2 人部屋
その他部屋の設備等はホテルのサイトを参照のこと。
http://doubletree3.hilton.com/en/hotels/hawaii/grand-naniloa-hotel-hilo-a-doubletree-by-hilton-IT
OHNDT/index.html

● ホノルル
Sand Villa
住所：2375 Ala Wai Boulevard, Waikiki, Honolulu, 9681 アメリカ
電話：+ 1 808 921 3203
スタンダードルーム 2 人部屋
その他部屋の設備等はホテルのサイトを参照のこと。
http://jp.waikikisandvillahotel.com/Accommodations.htm

＜持ち物＞
・

パスポート

・

プログラム費 1000 ドル（事前に各自で準備しておくこと。現地で徴収。）

・

現地での必要経費（ヒロ朝食代、ホノルル食費・交通費・入場料その他）

・

常備薬、防寒着、雨具、虫除け

・

海外旅行保険証書（各自で加入のうえ、コピーを２月２日（金）までに国際課（担当：田口）に提出）

・

ESTA 申請書（各自で申請のうえ、申請したことを確認できる書類を２月２日（金）までに国際課（担
当：田口）に提出）
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