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Moonlight Party
学期の終わりの行事として行われて
いる Moonlight Party が CP 夏学期最
終授業日の 6:30 – 10:00 pm に行わ
れます。（LA は 1 週間後の 14 日に
終了。）歌やダンスなどのエンター
テインメントで盛り上が
るこのイベントは学生の
才能を披露する場でも
あります。今学期は何が
見られるかな？

September 27, 2018

CP&LA 秋学期開始
夏学期終了後、CP は 3 週間、LA は
2 週間の秋休みを経て、秋学期が始
まります。4 学期制の HTIC では夏
学期にも 5 人の新入生を迎えまし
た。秋学期には高校を卒業したばか
りのアメリカ人を中心とした入学生
をお迎えします。
“Welcome to HTIC Ohana!”

December 8, 2018

秋・冬学期合同卒業式
HTIC では、年に 2 回卒業式を行っ
ていま す。4 学期制のため、実際
の卒業の機会は年に 4 回あります
が、6 月と 12 月に「卒業予定者」
も含め、いちばん近い卒業時期に
合わせて参加します。 ちなみに、
卒業式は英語で「始まり」という
意味の Commencement と呼ばれ
ています。

第 2 回「東海塾」開催！
ハワイ州の高校生のための日本語キャンプ「東海塾」が今年の夏も開
催されました。7 月 16 日～24 日の 1 週間、Aiea、Island Pacific
Academy、Kauai、Kapolei、Punahou School、Waipahu の 6 高校から
7 人の生徒が参加。HTIC の学生ボランティアのサポートで日本語を勉
強しながら、リスニングとスピーキングの力を向上させました。同時
期に HTIC で研修中の東海大学付属市原望洋高校の生徒たちと、英語
と日本語で交流しました。
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2 学期制じゃなくて、4 学期制？
HTIC は 1 年を 4 学期に分けたクオーター制（Quarter System）で運営
しています。4 月から始まる「春学期」は一番 入学者が多い季節で
す。新入生は英語のレベルによりクラス分けが行われ、大学準備コー
ス（CP = College Preparatory = 予科と呼んでいます）の 初級 1 から
最上級 5 までのレベルで授業 が行われます。1 学期毎に、次のレベル
に進めるかどうかが成績によって決められます。CP5 を修了すると、
いよいよ「本科」の LA: Liberal Arts プログラムに入学が許可されま
す。今年 4 月に CP1 からスタートして、順 調に進んだ場合、LA に入
るのは来年の夏学期となります。LA の卒業には 5～6 学期間かかるの
が普通ですが、5 学期で卒業する場合、2020 年秋～2021 年春が編入学
のタイミングになります。卒業まではあっという間です。

成績と GPA
成績は A～D 評定で出ます。A が 4 点、D が 1 点と換算し、単位数と掛け合わせ、単位の合計数で割ったものが GPA
（Grade Point Average）で、この数字を高く保つことが卒業までを通して大変重要です。
A: 93-100%（4.0 点） A- 90-92%（3.7 点）
B+: 87-89%（3.3 点） B: 83-86%（3.0 点） B-: 80-82%（2.7 点）
C+: 77-79%（2.3 点） C: 73-76%（2.0 点） C-: 70-72% （1.7 点）
D+: 67-69%（1.3 点） D: 63-66%（1.0 点） D-: 60-62% （0.7 点）
*CP では D+から不合格となります。

F: 59%以下（0 点）

予科の授業は大学準備のコースですから、卒業後 4 年制大学に編入学した場合、卒業単位としてはカウントされませ
んが、GPA が進級やコースの修了に影響します。LA 入学後は編入学を目指して、よい GPA をキープするようにがん
ばってほ しいところです。一度 GPA が下がると、挽回するのは大変です。 また、3.7 以上の GPA があると、Phi
Theta Kappa という短大成績優秀者の会に加入することができ、このステータスは、編入先で奨学金を得るときに有
利に働きますし、履歴書に書ける実績となります。 反対に、GPA が 1.5 以下になると「退学」 となりますのでご注
意ください。アメリカの大学が「入るのはやさしく出る のは難しい」と言われるのはこのためです。

卒業⽣の 8 割が 4 年制⼤学に編⼊
HTIC を卒業する約 80%の学生が 4 年制大学の 3 年生相当に編入します。
編入後は HTIC で取得した単位の振替が編入先大学によって決められますので、
編入後 2 年で卒業できるとは限りません。米国大学の卒業単位は学科によって差
異があることもありますが 120 単位、日本の大学 は 124 単位です。HTIC の卒業
必要単位は 60 単位です。
米国の短大（コミュニティーカレッジ等）の平均の編入学率は約 20%前後ですの
で、HTIC は非常に 高い編入率を保っていると言えます。
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編⼊のパターン
1）東海⼤学への編⼊
東海大学への編入学は学園内の短大からの「学園内推薦編入学
入試」を使い、9 月または 4 月に入学することが可能です。 編
入の時期は、HTIC の卒業後一番近い春学期または秋学期となり
ます。3 年次に編入して、卒業まで 2 年間というのが一般的な
パターンですので、9 月に編入した場合、 卒業は 2 年後の 9 月
になります。ただし、 日本の場合は就職活動が同時期に一斉に
行われる慣習があるのと、さらに「既卒者」向けの求人が限ら
れていることもあり、9 月卒業予定の学生は半年卒業を延ばし
て 3 月の卒業を選択するケースも見られます。試験は書類審査
のみで、試験のために日本に一時帰国する必要はありません
が、オンライン面接がある場合もあります。（受験できる学科
につきましてはお問い合わせください。）

2）アメリカ合衆国の⼤学への編⼊
アメリカの大学の編入のタイミングは大学によってまちまちです。
秋学期（8 月末～12 月）と春学期（1 月～5 月） のセメスター制
（2 学期制）を取っているところが多いので、それらの学期が始ま
る 8 月末か 1 月初旬がひとつのタイミングとなります。6 月～8 月
はどうして いるのかというと、多くの場合 Summer Session とい
う「夏学期」が開かれています。これは普通 4 ヶ月かかる 1 学期を
ぎゅっと圧縮して授業を行うものですが、この時期に編入できる大
学もありま す。 アメリカの大学への編入で重要となる のが GPA
（成績の平均値） と、出願時の志望理由書（エッセイ）です。日
本の入試（テスト）にあたるものはほとんどの大学で行われず、書
類審査が主となります。GPA で測られる「普段 の行い」がいかに
大切かが分かります。エッセイでは、これまで自分が何をやってき
たのかをしっかりとアピールする必要がありま す。勉強以外の活
動、ボランティア活動 やクラブ活動等は大きなアピールポイント
となるので、HTIC 在学中に長期的にこれらの活動にしっかりと取
り組み、自分なりの学びをまとめておきましょう。

2017 年編⼊実績
以下、括弧内は編入者が 2 人以上いる場合の数字。
＊は HTIC と編入協定をもつ大学。

【日本】
東海大学*(2)
関西外国語大学* (2)
明治学院大学
立命館アジア太平洋大学(2)
Temple University Japan Campus* (10)
【アメリカ合衆国】
Arkansas State University
Florida International University
Hawaii Pacific University*
Minnesota State University, Mankato* (3)
Salem State University (2)
St. Cloud State University* (3)
University of Hawaii at Manoa* (8)
University of Hawaii-West Oahu* (2)
【オーストラリア】
Southern Cross University
卒業生のうち 4 人は卒業後 1 年間の
Optional Practical Training (OPT)を利用し
ハワイの企業で就業経験を積んでいます。

3）⽇本の⼤学への編⼊（東海⼤学以外）

⼈気のある専⾨分野

日本のほとんどの大学の編入のタイミングは 4 月です。大学に
よって異なりますが、入学予定前年の夏から秋 にかけて編入試
験が行われます。ほとんどの場合日本で試験を受ける必要があ
ります。2019 年の 4 月に編入学を予定している場合、2018 年
の夏～秋が試験期間です。出願や試験は一般に理系の学部の方
が文系に比べ早い場合が多くなっています。多くの国公私立の
大学で 3 年次の編入試験を実 施しており、特に文系学部の場
合、試験 は「英語（TOEFL や TOEIC のスコアで代 替すると
ころもあり）」「小論文」「面接」 というところが多く、数学
や理科は必要 ありません。日本の大学への編入の場合は、最低
62 単位を取っていることが条件となることが多いので、 少し多
めに単位を取っておくことが必要です。

2017 年の編⼊先で学⽣が先⾏している分野の
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Top3 をまとめてみました。

#1 商学、経営学
#2 観光学
#3 コミュニケーション学、経済学、
美術学
その他：情報ネットワーク学、社会学、第 2 言語習
得学、アジア太平洋学等。
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先輩に聞く！
HTIC の学生の中でも興味の多い観光業界。2017 年にヒルトンホテルに就職した 2012 年卒業生 Aiko Sato さんに
留学生活を振り返ってもらいました。
☆ ☆

☆

HTIC 卒業後にアメリカの 4 年制大学に編入することは HTIC 入学する前から決めていて、ハワイ大学の観光経営
学部（TIM）に進みました。何を学ぶかは HTIC で初めて考え始めました。
ハワイ大学観光経営学部では、授業の一環でインターンシップができ、シェラトンワイキキホテルと出版社で計
400 時間のインターンシップを経験しました。アメリカで学位を取ると、自分の専門分野で 1 年間就業できる
OPT というシステムがあります。その OPT を利用して、ハワイ大学卒業後フロリダのディズニーバケーションク
ラブ（ホテル&タイムシェア）で 1 年間、宿泊予約スタッフとしてオフィスで勤務しました。パークが 4 つ、プー
ルパークが 2 つ、ホテルが 20 個以上ある巨大ディズニーワールドで、従業員として 1 年どっぷりディズニーを楽
しみました。
帰国後、新卒として就職活動を経て、2017 年幹部候補生と
してヒルトンに入社しました。1 年目はヒルトン小田原リゾ
ート＆スパ、2 年目からはヒルトン名古屋で勤務していま
す。この 3 月にはヒルトンの会社説明会の企画運営にも携
わることができました。
ハワイの学生生活は、英語能力を身につけるだけではな
く、いろいろな体験を通して自分が成長できる時間となり
ます。それが、生涯自分を輝かせる軸になると感じていま
す。まだ自分の将来の夢が決まっていない人は、HTIC で、
日本にいたら出会わなかった人たち、知らなかったことに
たくさん出会ってください。その中で将来の夢を見つけら
れると思います。

OPT って何？
OPT とは Optional Practical Training の略で、アメリカの短大、大学、大学院を修了した留学生が、自分の専門分
野で 1 年間、アメリカで実地研修を受けることができるというシステムです。以前は教養課程（Liberal Arts）で
短期大学士を取得する学生には OPT が認められにくかったのですが、近年ルールが変わり、HTIC からも卒業後
に OPT を利用する学生が出てきました。OPT は就職ビザではないので、学生（F-1）ビザの延長というようにお
考えください。OPT は移民局から許可を得る必要があるので、卒業の約 2 ヶ月前から申請の手続きを進めること
になります。注意点は、OPT の許可が下りても、採用されず失業状態が 90 日以上続く場合は、帰国しなければ
ならないことと、 OPT でつける職業がエントリーレベルと呼ばれるものなので、給与が低めであることです。そ
れでも、外国での就業経験は貴重です。OPT 終了後でも大学への編入は可能です。

お知らせ
□ HTIC へのお問い合わせは HTIC 入試事務局（東海大学湘南キャンパスグローバル推進本部内）をご利用くだ
さい。 E メール: htic-jpn@tokai.edu
電話番号: 0463-50-2471
□ 学年歴は HTIC ホームページからメニューで Academics をクリック、プルダウンメニューから Academic
Calendar を選択するとアクセスできます。URL: https://www.htic.edu/academics/academic-calendar/
□ Facebook や Twitter で HTIC の活動をアップしております。
”Hawaii Tokai International College”でご検索ください。
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