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ご入学、ご進級おめでとうございます。高等部３階中央（ICT 支援室と同じ部屋）に昨年 8 月に海外留学支

援室が移動して、8 カ月が経ちました。新しい海外留学支援室にはもう行ってみましたか？ 

コロナ禍で海外渡航が難しくなっていますが、留学についての相談は以前と変わりません。今できること、

今だからできることを考え、留学関連資料閲覧のほか、海外研修や海外留学についての情報提供を随時提

供していく予定です。 

海外留学支援室では、留学に興味があるけれどまだよくわからないという相談から、具体的なものまで受

けつけています。留学準備は早い方がよいので、興味のある方は、気軽に相談に来てください。 

海外留学支援室 

場所： 高等部３階中央 ICT 支援室と同じ部屋  

開室時間： 原則として月・水・金（10 時 00 分～16 時 30 分） 

利用内容： 留学関連情報および資料の閲覧・提供、留学用英文推薦書作成 

利用方法： 開室時間中の休み時間、放課後に自由に出入りできます。（飲食は不可。） 

事務担当の先生が常駐しているので、留学・海外研修について相談可能です。 

支援室担当の教員との面談を希望する場合は、事務担当の先生を通して予約を取りましょう。 

※個別相談が重なり、すぐにお話しできない場合や事務員が不在の場合には、支援室にあるアポイントメ

ント用紙か、メール（eiwa.ryugaku@toyoeiwa.ac.jp） にて、相談希望日時、内容などを記入して

いただければ、生徒の皆さんの学校のメールアドレスに連絡し、アポイントメントをとります。 

まずは、気軽に覗いてみてください！ 

高等部 3 階 高 2-5 前です！ 

本の貸し出しもしています！ 

mailto:eiwa.ryugaku@toyoeiwa.ac.jp
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東洋英和女学院中高部の海外研修、留学制度 

新年度なので、東洋英和女学院中高部の海外研修や留学制度などについて、ご紹介します。各研修や留学

制度についての情報（写真、資料や規定など）は、海外留学支援室にて、閲覧、相談することができます。海外

留学を考えている場合は、時間に余裕をもって相談しに来てください。事前に準備をすることで、様々な可

能性や選択肢が広がります。コロナ禍で海外研修の実施ができない状況が続いていますが、下記を基盤とし

ながら、できる準備をしていきたいと思います。 

① 海外研修 長期休暇を利用して、数週間の海外生活を体験するプログラムです。

☞こんな人にオススメ

・まずは気軽に留学体験をしてみたい。

・海外でいろいろな人たちと交流したい。

・勉強だけでなく、アクティビティや観光も楽しみたい。

夏期 カナダ研修（ニューブランズウィック州サックビル、プリンスエドワード島） 

➡ 今年度は中止

対象：中３～高２ 募集人数：30 名 期間：約 3 週間（夏休み）滞在：大学寮 

 エッセイ、面接による選考あり

 マウントアリソン大学で寮滞在し、英語研修に参加します。英語クラス以外にも

様々なアクティビティ―に参加します。赤毛のアンの舞台プリンスエドワード島

も観光で訪れます。現地での活動を通して、実践的に英語を使い、文化体験を

することを目的としています。

春期 オーストラリア研修（クィーンズランド州 ブリスベン） 

※今年度の応募については、秋頃にお知らせいたします。

対象：中３～高２ 募集人数：20 名 期間：約 2 週間（春休み） 滞在：ホームステイ 

 エッセイ、面接による選考あり

 ホームステイしながら Lourdes Hill College に通います。英和生向けの英語クラスの

ほかに、現地校の普通授業にもバディーと一緒に参加するので、現地の学校生活を体験

することができます。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%81%AE%E5%9B%BD%E6%97%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%81%AE%E5%9B%BD%E6%97%97
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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②  短期留学 カナダ、オーストラリアの協定校 6 校に、約 3 か月間（学校により異なる）留学する制度です。 

☞こんな人にオススメ 

・海外の高校に通学して、語学力を向上させたい。          

・現地の人との交流や勉強を通して、視野を広げたい。 

・留学はしたいけど、留年はせずに日本の学校を卒業したい。 

・日本での勉強の遅れは最低限にとどめたい。 

 
短期留学               ※今年度の応募については、６月頃お知らせします。 

対象：高１、高２  募集人数：各校原則２名ずつ、最大計１２名まで   

期間：約 3 か月（1 月下旬～4 月上旬※学校により異なる） 滞在：ホームステイ 

 

 エッセイ、面接などによる学内選考あり 

 現地校の授業に参加するため、CEFR B1 レベル程度の英語力があることが望ましい。 

 今まではカナダ３校、オーストラリア３校の協定校に原則 2 名ずつ派遣（※状況により変

わります。） 

③ 認定留学制度 日本の高校に在籍したまま、約1年間 海外の高校に留学できる制度です。 

※この制度を利用する場合は、目的がしっかりとしており、かつふさわしい学力を備えていることが重要です。 

留学開始直前の成績評価において 10 段階中 4 以下がある場合は、認定留学者として認められません。 

 

認定留学（対象：高等部生）  

東洋英和高等部に在籍したまま、外国の正規高校の1か年に相当する期間、個人手配により留学する制度

です。留学先の高校で取得した単位を東洋英和が認定し、帰国後に留学前と同じ所属学年への復学が認

められます。（ただし諸条件および規定別途あり。 詳細は海外留学支援室まで） 

★交換留学を希望する場合は、出発の 1 年以上前から、各団体の選抜試験がはじまります。例えば、高校

1 年生の 9 月から交換留学を希望する場合、中学 3 年生の春以降、選抜試験がはじまります。 

 

④  海外大学進学 
海外の大学に進学する場合、日本のような入試制度はなく、大半の大学は書類選考のみで合否が決まります。 

最近では、日本の大学受験と併願する生徒もいます。 

国や大学により異なりますが、出願には一般的に願書やエッセイ、推薦状、英語などの能力を示すスコア

（TOELF、IELTS や SAT）などが必要となります。また志望する大学の受入れの目安となる高校の成績レベル

（GPA）が決められているので、確認が必要です。各国の留学フェアや志望大学のサイトなどで、早めに情報収集

と準備をスタートさせることが大切です。興味のある生徒は、ご相談ください。 

☞こんな人にオススメ 

・大学レベルの専門知識を海外で、英語で学びたい。 

・海外の大学で勉強してみたい。 

 

 

 
 
 

上記以外にも、旅行会社や留学エージェントが企画する短期研修や長期研修のパンフレットやオンライン研

修、国内英語研修などの情報が、海外留学支援室で閲覧できます。生徒の皆さんそれぞれに合った留学をみ

つけていただければ幸いです。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%81%AE%E5%9B%BD%E6%97%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%81%AE%E5%9B%BD%E6%97%97
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


海外留学支援室だより 2021.04.14 

各種最新情報、大使館や旅行会社、留学エージェントなどの研修、セミナーなど 

春休みも終わり、外部からの研修やセミナーの案内は少ないですが、これから夏の国内研修やオンライン

研修などの企画も夏に向けて届くと思いますので、ときどき海外留学支援室を覗いてみてください。支援

室の外にも留学関係のポスターなどを掲示しています。 

 

★ CD IELTS(国際通用性の高い英語力証明テスト)のご案内                    

https://www.eiken.or.jp/ielts/cdielts/ 

日本英語検定協会では、コンピューターで受験する Computer-delivered IELTS(CD IELTS)を

開催しています。 

 ライティングはタイピング、スピーキングは人による面接（通常 IELTS と同じ） 

 模擬試験など、無料のサポートツールも充実 

 受験料は、通常 IELTS と同額の 25,380 円 

 申込締切は試験日の 3 日前 午前 9 時まで、Web 結果公開は試験日の 3～5 日後 

 少人数かつ快適な環境（英検協会や新宿 NS ビルなどで実施） 

★ カナダ大使館 主催 オンライン留学イベント【カナダ教育セミナーシリーズ 2021 春】 

カナダの 50 の教育機関による学校説明会（小、中、高校、語学学校、カレッジ、大学）を開催されました。

リアルタイムでのウェビナーは終了していますが、オンデマンド配信で 4 月 30 日(金)までいつでも視

聴することができます。ウェビナーは通訳付きで行われるので英語ができなくても大丈夫。 

カナダ大使館スタッフによるウェビナーもあります。下記サイトに登録すると視聴できます。 

https://www.canada-ryugaku-fair.com/ 

★ EF チャレンジ 2021（スピーチコンテスト） 募集締切:5 月 15 日（土） 

応募先： EF チャレンジ公式ホームページ https://bit.ly/2PWu0hv 

学生の創造的かつ魅力的なスピーチを世界へ発信することを目的に、14～18 歳を対象に 2014 年か

ら毎年実施されている学生英語スピーチコンテストです。スピーチテーマに対し、3～5 分の短いスピー

チ原稿を作成、動画を録画、投稿することでエントリーすることができます。 

今年のテーマは「あなたにとって世界の扉をひらく、とは？」です。テーマ「What does 'opening 

the world' mean to you?」 

★ 第 18 回日台文化交流 2021 青少年スカラシップ 募集締切：5 月 31 日(月)必着 

台湾をテーマにした『作文(日本語)』、『スピーチ（中国語、台湾語）』を募集します。台湾の歴史と現状に

ついて学び、日本と台湾の未来について考える学生を応援し、将来の日台友好に貢献する人材を育てる

ことを目的にしています。参加賞あり！ 

https://www.sankeisquare.com/scholarship/ 

 

 

 

https://www.eiken.or.jp/ielts/cdielts/
https://www.canada-ryugaku-fair.com/
https://bit.ly/2PWu0hv
https://www.sankeisquare.com/scholarship/
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役立つサイト 

★ トビタテ！留学 JAPAN 高校生の留学 

トビタテ！留学 JAPAN は、文部科学省が行っている留学促進キャンペーンです。  

このサイトでは、高校生向けの留学情報（高校生の留学事情やアンケート調査結果、実際に留学する際の

準備ガイドや国別の留学ガイド、海外大学への進学ガイド、留学体験談など）が発信されています。 

https://tobitate.mext.go.jp/hs/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～高校生の交換留学などを行っている AFS 日本協会より お知らせ～ 

昨年の春に新型コロナウィルスの影響で早期帰国した高校生が、「とても大きなインパクトのあったこの

貴重な体験を、体験者の目線で残しておきたい」「これから留学を考える後輩に、コロナを理由に留学

をあきらめてほしくない」という思いから、 有志プロジェクトで電子書籍を出版しました。同期の仲間

に呼びかけ、テキストインタビューなどを自分たちの力でまとめています。 

価格は 100 円で売り上げは全額 AFS 日本協会に寄付されます。 

『コロナ留学生: 新型コロナ感染拡大で前代未聞の一斉強制帰国！渦中の高校留学生 16人の声』 

https://www.afs.or.jp/news20201007/ 

 

https://tobitate.mext.go.jp/hs/
https://www.afs.or.jp/news20201007/

