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今日、世界が相互的なつながりをいっそう深めていくなか、
ハワイ大学は、アジア太平洋を結ぶ合流点であることを誇り
としています。
 
私たちは、皆さんに、ハワイ大学とその著名なプログラムに
ついてもっと知っていただきたいと思います。１９０７年
に、１つのキャンパスとして創設されたハワイ大学は、今や
１０のキャンパスを含む公共高等教育システムとなりまし
た。ハワイ大学システムは、１つの主要な研究大学、２つの
学士号キャンパス、７つのコミュニティカレッジを有してお
り、他にもハワイ州全体に７０を超える学習・公開講座施
設、研究施設、サービス施設などがあります。

アメリカ合衆国において、ランドグラント、シーグラント、そ
してスペースグラント大学として指定されている主要キャン
パスは、全米でも傑出しています。１０のキャンパスにおい
て博士、修士、学士、准学士の学位を授与しており、専門職
学位及び短期の資格や免状も授与しています。各キャンパ
スが認可を受けた上で、卓越したプログラムを提供してい
ます。国際ビジネス、海洋科学、天文学、英語トレーニング、
海洋・地球化学、観光経営学、農学、工学など多種多様な学
術分野からなります。

ハワイ大学は、土着文化の研究ならびに、国際的な研究も
可能にする、世界でも有数の多文化拠点です。学術プログラ
ムの多様性と、どの民族グループも過半数を占めない学生
が集まることで、学生の教育および学習経験は豊かなもの
になっています。

私たちのウェブサイトを通して、ハワイ大学での質の高い高
等教育プログラムについて、皆さんにもっと知っていただけ
ればと思います。

Aloha,
Dr. David Lassner
デヴィット・ラスナー博士
ハワイ大学
大学総長
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１０のキャンパス、
可能性は無限
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ハワイは環太平洋を結ぶ高速度光
ファイバー通信の中枢に位置しています

UNIVERSITY OF HAWAI‘I
• 多様な高等教育の機会• 先端技術の環境

• 多文化環境

• 健康、安全、フレンドリーな環境

• 卓越した指導と研究

NICE Program, Outreach Colllege, UH Mānoa
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UH Kapi‘olani Community College

Hawai‘i Tourism Authority, Hawai‘i Facts & Figures, 2012, State of Hawai‘i Department of Business, Economic Development & Tourism

１０のキャンパス、可能性は無限

ハワイの基本データ
アメリカ合衆国５０番目の州であり、ハワイは
８つの主要な島が太平洋の中央に連なってい
る。サンフランシスコから西へ３３４０キロメ
ートル（２４００マイル)、日本から東へ約６
１９５キロメートル（３８５０マイル）に位置
する。

人口: １43万人
平均気温: ２4 度〜29度

ハワイ大学基本データ (2019 秋学期)
ハワイ州に１０のキャンパスと、研究、公開講座、教育センターなどがある。

総履修者数 49.977
学部生 44,564
大学院生 5,413

性別*
男 41.7%
女 58.3%

地域別出身者割合 
ハワイ 83.7%
アメリカ本土 10.6%
外国 4.0%
不明 0.6%

年齢 
平均 24.8歳
１８歳以下 8.8%
１８〜２４歳 57.0%
２５歳以上 34.2%
* データは正規の学生のみ

UH Kapi‘olani Community College
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学生の多様性*

博士号 修士号 学士号 准学
士号

サーテ
ィフィケ

ート

集中英
語プログ

ラム

カスタマイズ・
プログラム

ハワイ大学
マノア校      
ハワイ大学
ヒロ校      
ハワイ大学
ウエストオアフ校  
UH ハワイ
コミュニティ
カレッジ

   

UH ホノルル
コミュニティ
カレッジ

 

UH カピオラニ
コミュニティ
カレッジ

   

UH カウアイ
コミュニティ
カレッジ

  

UH リーワード
コミュニティ
カレッジ

   

UH マウイ
カレッジ     
UH ウインドワード
コミュニティ
カレッジ

 


