
     　ハワイ観光業オンライン研修の目的
世界有数の観光地 “ ハワイ ”。1990 年代後半には年間 200 万人の日
本人観光客が訪れ、現在でも年間約 150 万人の日本人が訪問してい
る ( ハワイ州産業経済開発観光局、2019 年 )、日本人にも最も人気の
ある観光地の一つです。今回はハワイの歴史や文化を踏まえ、ハワ
イの観光業について学ぶと共に、ハワイの観光業に関わりのある方
との交流を通して、観光業で働くことについて考えます。また、旅行・
航空関連ビジネスの分野で必要な英語力の強化を目指した英会話レ
ッスンも実施します。

     　学ぶ素材の宝庫「ハワイ」
ハワイと言えば・・・「温暖な気候でバケーションを楽しむリゾート」
というイメージを持っている日本人が多いと思います。ハワイには
年間約 150 万人の日本人が訪れることから、多くの日本人が持つ「リ
ゾート」というイメージも間違いではありません。一方で、ジェー
ムズ・クックがハワイ諸島を発見して以来、キリスト教の伝道、サ
トウキビ産業の発展、アジアからの労働者の流入（主に中国人や日
本人）、ハワイ王朝の滅亡とアメリカ合衆国によるハワイ併合、日本
軍による真珠湾攻撃に端を発した太平洋戦争など、外からの勢力に
翻弄されてきた歴史もあり、のどかで安らぎのある「ハワイ」とは
正反対の一面もあるのです。
このようなハワイが辿ってきた歴史的背景や日本との関係の深さか
ら、ハワイは「学び」の素材を多く提供しています。プランテーシ
ョンの時代から築きあげられた民族的・文化的背景の異なった人々
が共存する「多文化融合型」社会は、「多文化共生」社会を迎えつつ
ある日本の良いお手本になり得るし、第二次世界大戦中の日系アメ
リカ人の歴史は、「平和」・「国家」・「民族」について考える格好の
素材です。そのため身近で親しみのある観光地としてのハワイを入
り口に、ハワイが置かれた世界でも稀にみる複雑な環境を多面的に
捉え、深く掘り下げる機会を参加者に提供することで参加者の知的
好奇心を刺激し、研修をより充実したものにできると考えています。
それ故、研修を実施するのに、ハワイは格好の場所だと言えます。

●研修運営団体
　Hawai’i Rainbow Academy
ハワイレインボーアカデミー（HRA）は、2018
年に開校した新しい学校です。少人数のグループを対象に、学生が
希望するプログラム（英会話とアクティビティ（Activities）をバラ
ンス良く組み合わせたレッスン）やテーマをカスタマイズし提供し
ています。仙台育英学園など、日本の学校の受け入れ実績もあります。

●プログラム日程・費用

≪募集人員≫　12 名（最少催行人数：3 名）
≪費用に含まれるもの≫　●受講料・教材費　
≪費用に含まれないもの≫　
●参加時に使用するコンピュータ、またはタブレット　※カメラ、オーディオ、マイク
を使用できる状態でご用意ください。●オンライン利用時の通信費（Wi-Fi 環境推奨）

人気の観光地 ハワイから観光業について学ぶ人気の観光地 ハワイから観光業について学ぶ
観光業への就職やハワイの歴史 ・ 文化に興味がある学生に向けたオンライン研修観光業への就職やハワイの歴史 ・ 文化に興味がある学生に向けたオンライン研修

開催日程 参加費用

22 年 3 月 14 日 ( 月 ) ～ 3 月 18 日 ( 金 ) 68,200 円（税込）

Ms Emma Miyaki 
研修運営団体 Hawai’i Rainbow Academy 代表
東京都出身、ハワイ在住 21 年。
2004 年にレインボーホームステイ起業。
2018 年には、レインボーアカデミーを設
立。国際交流事業に加え、不動産業もこな
すスーパービジネスウーマン。
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       【オンライン留学についてのお問合せ】
◆ UTS国際教育センター　上野（ハワイ大学アメリカ研究学部卒）

　℡ 03-6418-0713　　uts-group@uts-japan.co.jp



●オンラインライブレッスン

●受講までの流れ
Step1.  右の QR コードまたは URL を通じて、「ハワ
イ観光業オンライン研修申込フォーム」に必要事項
をご入力のうえご送信ください。
　◆締め切り：2022 年 2 月 14 日（月）
　※締め切りを過ぎた場合は、お電話でご相談ください。
　※定員になり次第締め切りとさせていただきますので、お早めにお申込ください。
https://business.form-mailer.jp/fms/7e8fea3d145467

Step2. お申込み確認後、UTS 国際教育センターより受講料のご請
求書をお申込みフォームにご記入いただいたメールアドレスにお送
りします。受領後 1 週間以内に銀行振込にてお支払いください。なお、
受講料のお振込みを持って、お申込み成立とさせていただきます。

注意）受講料のお支払い後は以下の取消料の対象となります。
●取消料：　お申込み成立から研修開始日の 31 日前まで・・  無料　
　　　　　　受講開始日の 30 日前から 7 日前まで・・・・・  受講料の 20％
　　　　　　受講開始日の  6   日前から開始日前日まで・・・  受講料の 50％
　　　　　　受講開始日以降・・・・・・・・・・・・・・・受講料全額

Step3.  事前オリエンテーションを実施します。レッスンの進め方
や事前準備等、UTS 国際センターよりご案内します。
●今後研修運営団体や UTS 国際教育センターよりオンライン研修受講に必要なメール
をお送りいたします。定期的にご確認いただきますようお願い致します。　
●その他：参加者様のパソコン端末やインターネット環境に起因する問題で、本研修
を受講できない場合には弊社では対応ができません。予めご了承の程、お願い致します。

       【オンライン留学についてのお問合せ】
◆ UTS国際教育センター　上野（ハワイ大学アメリカ研究学部卒）

　℡ 03-6418-0713　　uts-group@uts-japan.co.jp

　 観光業 “ 実践的 ” 英会話レッスン

はじまりはコミュニケーションツールとしての英会話です。世界で
も有数の観光地であるハワイには、日本人だけでなく、世界中から
観光客がやってきます。お客様に最高のおもてなしを提供するため
にも英語を使ったコミュニケーション力は欠かせません。観光業 “ 実
践的 ” 英会話レッスンでは、ホテルのチェックイン時に利用する表
現や航空会社のグランドスタッフのアナウンスなど、日常的に観光
業で利用する表現を中心に勉強します。また現地学生交流時の質問
や最終プレゼンテーションの準備も英会話授業の中で行います。
　・観光業の英会話
　・現地学生との交流に向けての準備
　・プレゼンテーションについての説明

　 観光業就職希望者におススメ  観光業セミナー

観光業セミナーでは、ハワイの観光業（旅行・航空など）で働く方
からお話を伺います。観光業で働くきっかけや働いていて良かった
こと、悪かったことなど、ハワイで働
くことについて率直な感想を聞くこと
ができます。ハワイで長年ビジネスに
関わってきたハワイレインボーアカデ
ミー代表エマさんがファシリテーター
として参加します。観光業、そして海
外で働くことについて考える良い機会
になるはずです。
　・観光業で働く方を招いてセミナー・Q ＆ A　
　・ホノルルバーチャルツアー

　 異文化理解の始まり  現地学生との交流とバーチャルツアー

異文化理解は異なる環境で生まれ育った人との交流からの始まりま
す。同世代の若者との交流を通じ、モノの見方や考え方の違いなど、
飾らないハワイの大学生の生活を垣間見ることができるはずです。
あまり構えずに、自然体で参加しましょ
う。また世界的に有名な観光学部（Travel 
Industry Management / TIM）があるハ
ワイ大学のバーチャルツアーで、キャ
ンパスの雰囲気を楽しみましょう。
　・現地学生との交流　
　・ハワイ大学バーチャルツアー

　 研修のまとめ  ファイナル・プレゼンテーション

観光業に就職した場合、英語でコミュニケーションを取ることが多
くなります。英語でのコミュニケーションスキル向上のため、研修
で学んだことから興味のあるトピックを取り上げ、英語でプレゼン
テーションをします。慣れない言語でのプレゼンテーションを通し
て、英語でのコミュニケーションに
慣れるとともに、自分の考えを正確
に表現できる話し方や資料の作り方
について学びます。

日本時間 月 火 水 木 金

10:00-11:00 英会話① 英会話② 英会話③ 英会話④
＆

プレゼン
準備

プレゼン
テーション

11:00-11:15 休憩

11:15-12:15 現地学生と
の交流

観光業
セミナー①

観光業
セミナー②

1 週間のタイムスケジュール

  　　　　　  【説明会のご案内】
プログラムの詳細を Zoom を使ってご案内します。ご都合に合
わせて、ぜひご参加ください！

◆ 1 月 21 日（金）  12:50 ～ 13:20
◆ 2 月   3  日（木）  17:00 ～ 17:40
◆ 2 月   9  日（水）  12:50 ～ 13:20
※その他、ご要望の時間に合わせて、個別に研修の説明をさせてい
ただきます。詳細については、担当までお問い合わせください。

QR コードまたはこちらをクリック

https://us06web.zoom.us/j/86547108725?pwd=SnB4UHh6QWIxd0UvM21Ma3JzaWlKUT09

