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当社 35 年の経験を持つ日本人スタッフが親切に対応いたします。
日本語担当 : えつこ ホリオまで
月～金 : 8am ～ 4pm. 土 :9am ～ 3pm. tokitrading.com
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ドクター高橋俊明
心理学博士
ドクター高橋塾塾長
宮崎県出身。東京教育大
理学部生物学科卒業。東
京教育大教育学部心理学
科で修士号取得、ハワイ
大心理学部で博士号取得。1968年に川崎市、
69年に文京区、そして77年にホノルルに塾を
設立。2016年7月現在、ハナハウオリ校に4人、
プナホウ校に57人、イオラニ校に35人合格、
平均合格率は58％。
Web：www.juku-in-hawaii.com
☎808-949-3366／808-679-5612（日本語）
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