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 皆さん、試験お疲れさまでした。もうすぐ夏休みですね！ 

この夏は海外に渡航することはできませんが、日本で参加できるプログラムもあります。この機会を利用し

て、色々チャレンジしてみてくださいね。 

 

★“東洋英和女学院 Lourdes Hill College オンライン交流” 参加者募集！！ 

【対象：中学３年生～高校２年生】 

2019 年冬から、海外研修を行うことが難しくなり、この夏のカナダ研修も中止となりました。       

代替案として、短期留学の協定校で、春休みのオーストラリア研修でも訪問しているブリスベンにある

Lourdes Hill College(以下 LHC)とオンラインでつなぎ、日本語クラスの生徒たちと、英語と日本語で 

交流を企画しています。詳細は、別添の募集パンフレット（該当学年のみ添付）を確認してください。     

申込書などは、3 階の海外留学支援室で配布しているので、直接取りに来てください！ 

今オーストラリアに行くことはできませんが、今回オンラインでつながったオーストラリアのお友達やホスト

ファミリーと、2022 年春休みに予定しているオーストラリア研修で再会できるといいですね！ 

   

＜東洋英和女学院 Lourdes Hill College オンライン交流＞ 

期間 ： 8 月 4 日(水)、5 日(木)、6 日(金)  3 日間   10 時頃～13 時半頃  

費用 : 18,000 円 

対象 : 中学 3 年生、高校 1 年生、高校 2 年生（合同で行います。） 

募集人数 ： 24 名（最小催行 10 名） ※応募多数の場合は抽選 

目的 : 文化交流 

申込方法： 6 月 14 日（月）より、海外留学支援室にて申込書を配布します。 

申込書を 6 月 24 日(木)16 時までに、海外留学支援室（3 階）まで提出してください。 

※交流が目的です。英語力は問いませんが、オーストラリアの同世代の生徒たちと積極的に交流し

たい！という生徒を募集します。 

※このオンライン交流は Teams を利用する予定です。学校で 

使用している Chromebook では、途中途切れたり、接続  

できなくなる可能性があります。Chromebook 以外の端末

（タブレット、PC など）を利用して参加することを推奨します。 

春のオーストラリア研修で！ 

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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★短期留学 【対象：高校 1 年生、高校 2 年生】  

短期留学は、約 3 カ月間、カナダまたは、オーストラリアの協定校の普通授業に参加する留学プログラムで

す。状況により変更の可能性がありますが、例年はカナダ３校、オーストラリア３校の協定校に原則 2 名ずつ

派遣しています。 （過去に参加した生徒の皆さんが作成した各学校の紹介動画や写真などの情報は、海外

留学支援室にて、閲覧できます。） 

現在できる限りの準備は行う方向で、協定校と連絡を取りながら実施の検討を行っていますが、今年度も

未だに厳しい状況が続いています。夏休み明けに対象学年のクラスルームにて、状況をご連絡いたします。 

 

★交換留学【対象：中学３年生～高校２年生（2022 年度高校生）】 

高校生を対象とした認定留学制度を利用し、長期(約 1 年間)の交換留学を希望する場合、出発の 1 年以

上前から準備することが一般的です。現在、２０２２年夏からの渡航希望者を各種主催団体が募集し、選抜試

験がスタートしています。下記以降も選抜試験は行われますので、興味のある生徒は、各団体のサイトをご確

認ください。 

AFS 【対象国：19 か国 A 日程応募期間：7 月 1 日(木)-7 月 15 日(木)】 

EIL  【対象国：23 か国 7 月選考試験締切：7 月 7 日（水）】 

IF  【対象国：2 か国 第 2 回出願期間：6 月 28 日(月)～8 月 16 日（月）】 

WYS 【対象国：１１か国 ２期応募締切： 7 月 5 日(月)】 

YFU 【対象国：16 か国 夏期特別募集：6 月 14 日(月)～7 月 16 日(金)】    など 

 

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 

夏のオンライン研修や国内研修などの企画が支援室に届いています。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。下記の詳細は、海外留学支援

室まで！ 

なお、これらは学校が参加をお勧めしているものではありません。興味のある方は、詳細をお問合せいた

だき、各ご家庭にてご検討ください。 

 

★オンライン 留学キャラバン隊(夏 2021 年 6 月～7 月)      ｂｙ 留学フェローシップ 

 『留学キャラバン隊』では、現役海外大学生が海外大学の生活や進学についての情報提供をすると同時

に、進路について考えるワークショップを開催します。今年もキャラバンでは全国の教育委員会や中学校・

高等学校と協働し、全国にプログラムをお届けします。 

海外大学生活をありのままに話すプレゼンテーションで主体的に学ぶ先輩の話を「聴く」だけでなく、進路

選択をともに考えるワークショップで、自分ならどんな決断をするか、ぜひ考えてみてください。 

日程：6/6(日)～開催中【6/22（火）まで】 

費用：公益財団法人柳井正財団の助成事業のため、参加費無料 

https://ryu-fellow.org/activity/caravan/join/ 

https://ryu-fellow.org/activity/caravan/join/
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★オンライン ニュージーランド St.Dominic’s College オンライン留学プログラム   

ｂｙ ＯＫＣ株式会社 

申込締切：6/25（金）※申込書や詳細は、海外留学支援室にあります。 

ニュージーランドの女子校 St.Dominic’s College とオンラインでつなぎ、NZ 留学体験＆同世代交

流にフォーカスしたプログラム、受入校の先生による英語レッスン、Ｂｕｄｄｙとのオンライン交流＆授業

に参加するプログラムが。プログラム修了時に修了証が発行されます。 

費用：NZ$579（NZ＄１＝85 円の場合 → 約 49,215 円） 

3 日程から選べます。 ①7/27(火)～29(木)  ②8/3(火)～５(木)  ③8/10(火)～1２(木) 

1 日 2 セッション（午前 10 時-12 時）、3 日間で合計 6 セッション受講します。 

 

★オンライン カナダ BC 州立ビクトリア大学 オンラインプログラム ESL Connect 

8/4 (水)～8/28(土) 16 歳以上  by 株式会社 ATI 

   BC 州立ビクトリア大学が主催する 4 週間（40 時間）のオンラインとオフラインの混合プログラムで

す。Upper Beginner から Advanced までの 5 段階のクラスレベルに分かれた少人数クラスで

行います。 

オンラインセッション：週 3 時間 日本時間 水・木・金曜日９時-10 時予定 

費用：105,000 円 

https://www.ati-jp.com/news/20210519ESLconnect.pdf 

 

★オンライン 東進 English Workshop  募集締切：6 月末 by 株式会社ナガセ（東進） 

Standard Course、Advanced Course の 2 コース。日本人４、５人に対して、海外学生 1 名が

つく―ルイングリッシュのオンライン グループワーク形式。SDG‘ｓや身近なテーマ設定により、ディス

カッションを用意しています。またプログラム修了後には修了証を進呈します。 

① Standard Course（初級・標準レベル 英検 3 級～2 級を想定） 

スピーキングレッスンやプレゼンテーション、ディスカッションを中心としたプログラムです。 

英検の２次面接で利用する教材(イラスト状況描写)を使用してトレーニングを実施。 

② Advanced Course（上級レベル 英検準 1 級を想定） 

海外学生スタッフがリードし、ディスカッションとディベートを中心としたプログラムです。 

将来海外大学進学や留学をしたい人向け。 

紹介動画：https://drive.google.com/file/d/1L2niAjaQ-kAqD_ulMD5Kod854-_JrBHb/view 

 

3 日程から選べます。①７/30 (金)～8/1(日)、②8/6 (金)～8(日)、③8/13(金)～15(日)  

※７月下旬に２時間程度、事前オリエンテーションを実施します。（参加必須） 

費用：33,000 円 

 

★オンライン 現地語学学校のプログラムに参加 

自宅にいながら世界の語学学校の授業にリアルタイムで参加ができるプログラムの案内が届いています。 

オンラインなので、渡航費や滞在費がかからず、リーズナブルに参加することができます。詳細は、海外 

留学支援室まで！ 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E3%81%AE%E5%9B%BD%E6%97%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E3%81%AE%E5%9B%BD%E6%97%97
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★対面 Temple University Japan Campus アカデミック・イングリッシュ・プログラム 

ｂｙ テンプル大学ジャパンキャンパス 

  日本にあるアメリカの大学、テンプル大学ジャパンキャンパス（TUJ）附属の英語研修課程であるアカデミ

ック・イングリッシュ・プログラム（AEP）が夏期限定のプログラムを開催しています。 

https://www.tuj.ac.jp/jp/aep/index.html (画面右下) 

8/9（月）～8/13（金）「高校生のための英語スキルアップ講座」（締切：7/25） 

8/19（木）～8/21（土）「日本でできる中学生の国内留学プログラム」（締切：6/25） 

8/23（月）～8/25（水）「中学 1 年生のためのサマープログラム」（締切：7/23） 

 

★対面 イングリッシュキャンプ ２コース 7/26(月)～7/29 (木)   

by ヒューマンアカデミー株式会社 

   費用：39,820 円(税込)  締切：6/18(金) 申込書は海外留学支援室まで 

① アクティブ・イングリッシュ・コース（参加レベルの目安：英検準 2 級） 

楽しく英語に浸りながらコミュニケーション力の向上を目的とします。クイズやゲーム、ビデオ視聴、デ

ィスカッションなどの活動を通して、英語の実践力をつけるプログラムです。 

② カレッジ・スキル・コース（参加レベルの目安：英検 2 級） 

海外大学での授業スタイルを体験します。英語４技能の向上を目的として、アカデミックなテーマを探

求しながら、カレッジスキルを学びます。最終日にはグループディスカッションやプレゼンテーション

を行います。 

 

★対面 イングリッシュキャンプ                        by 株式会社アイエスエイ 

   <イングリッシュキャンプ> リスニングとスピーキングにポイントを絞った英語レッスン 

■宿泊型 中高生 イングリッシュキャンプ in 横浜 【7/28-30 中１～高３ 53,000 円】 

■国際交流２DAYS イングリッシュキャンプ in 品川   

【①7/24，25 ②8/14-15 中 1～高 3 19,800 円】 

   <エンパワーメントプログラム> 自らの将来やグローバル問題をテーマに英語でディスカッションを 

行うプログラム。 

   ■プレエンパワーメントプログラム in 水道橋 【8/9，10 中 1～中 3 27,600 円】 

   ■宿泊型 プレエンパワーメントプログラム in 水戸 【7/22，23 中 1～中 3 41,800 円】 

 

★対面 英語×好きなコト My Favorite イングリッシュサマープログラム in Tokyo 

7/26(月)-7/28(水) by 株式会社 ATI 

好きなことを英語で学ぶ！テーマ別英語研修です。各コースで海外出身の先生を招きそれぞれの分野 

のレクチャーを受け、自分の作品を作成し、プレゼンテーションを行います。事前知識や経験は不要。 

3 日間日帰りで安心です。 

費用：38,000 円 

プログラミングコース 

ミュージックビデオ制作 コース 

アニメーション制作 コース 

https://drive.google.com/file/d/1MCbhiyQfKv3UTeeiE1ehvTMDPYM_ibKS/view 

https://www.tuj.ac.jp/jp/aep/index.html
https://drive.google.com/file/d/1MCbhiyQfKv3UTeeiE1ehvTMDPYM_ibKS/view
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★対面／オンライン 高校生のためのフランス語学科体験 2021  

À la découverte du monde français ― フランス語の世界を楽しもう ― 

ｂｙ獨協大学外国語学部フランス語学科 

獨協大学のキャンパスで 2 日間「フランス語学科生」を体験してみませんか？ 

フランス語とフランス文化について学びます。 

対象：高校 1 年生～3 年生（フランス語学習歴不問、全くの初心者大歓迎！） 

日時：8/2（月）～3（火） 2 日間 

費用：  

 ・対面参加（語学授業＋講義科目）：1000 円（教材費含む、初日に 現金でお支払い頂きます） 

 ・オンライン参加（講義科目のみ）：無料 

定員： 対面参加 ：計 30 名（先着順） ／ オンライン参加：定員なし 

https://www.dokkyo.ac.jp/about/outline/events/post_40.html 

 

 

海外留学支援室にパンフレット等があるので、興味のある生徒は、気軽に覗いてみてください！ 

https://www.dokkyo.ac.jp/about/outline/events/post_40.html

