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学校が再開されました。ご入学、ご進級おめでとうございます。海外留学支援室では“海外留学支

援室だより”を発行しています。不定期ですが、本校の海外研修をはじめ、留学に関する情報を発

信しておりますので、ぜひご参照ください。また、高等部 4 階奥の海外留学支援室では、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を随時提供しています。興味のある人は、以

下の利用案内にしたがって活用してください。今回、表面では海外留学支援室のご案内、海外研修

プログラムを含む東洋英和での留学制度について紹介し、裏面では 2019 年度短期留学で約 3 か月カ

ナダ、オーストラリアの現地校に留学していた生徒の皆さんの報告を掲載いたします。

海外留学支援室（高等部４階奥）について 

開室時間：原則として月・水・金（10時 30分～16時 30分） 

支援室担当教員：福本先生（室長）、相川先生、大友先生、吉本先生、宇津木先生 

 ボクソール先生、マレー先生、ガルシア先生、砂原さん（事務） 

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・海外研修についていつでも 

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。 

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 

東洋英和女学院中高部での留学制度について 
海外留学に興味はありますか？

海外留学は語学力の向上だけでなく、海外での生活体験を通して様々な人たちと交流し人間的に

も大きく成長できる機会です。東洋英和での留学制度と併せて留学の方法を以下に紹介します。 

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。 

ホームステイや寮生活をしながら語学学校に通うプログラムが一般的ですが、スポーツなど

特定のプログラムに特化したものもあります。各種団体や旅行会社によるプログラムがあるの

で、事前に比較検討して自分に合いそうなものを選びましょう。海外留学支援室にも資料があ

ります。 

☞こんな人にオススメ

・勉強だけでなくアクティビティーも重視したい。

・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。（カナダ）

・現地校の学校生活を少し体験してみたい。（オーストラリア）

＜東洋英和では以下の海外研修を実施しています！＞ 

① 夏期カナダ研修（ニューブランズウィック州、プリンスエドワード島）

対象：中３～高２  募集人数：30 名 ＊エッセイ、面接による選考あり 

※今年は残念ながら、新型コロナウィルスの感染拡大のため、中止となりました。 

② 春期オーストラリア研修（ブリスベン）

対象：中３～高２  募集人数：20 名 ＊エッセイ、面接による選考あり 

高等部生の留学 
日本の高校に在籍したまま、約 3か月または、約 1年間、海外の高校で学ぶ留学です。

東洋英和の留学制度を利用するには、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。 

☞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）

＜東洋英和には以下の留学制度があります！（ただし高等部生のみ）＞ 

① 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） 

② 短期留学（対象：高１、高２）

カナダ、オーストラリアの協定校 6校に、１月上旬～４月上旬までの約 3か月間（学校に

より異なる)留学する制度です。(各校原則２名ずつ、最大計１２名まで。学内選考あり) 

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。必要書類には、願書に加えてエッセイや推薦状などが含まれます。さらに国や大学に

よって異なりますが、TOEFL や SAT、IELTS など英語テストのスコアも必要です。留学フェアに積極

的に参加するなどして、情報収集と準備を早めにすることが大切です。 

☞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。

海外留学支援室では、東洋英和の留学についての資料（海外研修、短期留学の今までの写真や

情報、認定留学についての書類、海外大学進学のための情報や書籍など）を閲覧することがで

きます。また、夏休みなどに募集される旅行会社や留学業者の海外語学研修のパンフレットも

ありますので、海外に興味がある！行ってみたい！という生徒の皆さんは、気軽に来室してく

ださい。 

今年度の募集、実施は、未定です。決まり次第、別途ご連絡いたします。 



2019 年度 短期留学  ～帰国報告～

2020 年 1 月末～3 月中旬までオーストラリア、カナダの現地提携校に 12 名の生徒たちを派遣しまし

た。新型コロナウィルス感染拡大のため、最後は予定を早めての帰国になってしまいましたが、12 人

の皆さんの素敵な写真と、貴重な経験からの皆さんへのメッセージから、とても有意義な毎日だったこ

とがうかがえます。 

海外留学支援室では、ここでは紹介しきれない現地校の紹介や現地での生活の様子について、生

徒の皆さんが作成してくれたパワーポイントを閲覧することができます。写真もたくさん掲載されてい

るので、是非見に来てください。 

今年度の短期留学の募集は、今後実施の可否も含めて決定し、別途ご連絡いたします。 

オーストラリア Lourdes Hill College / St Aidan’s Anglican Girls’ School / St Margaret’s Anglican Girls School 
◆留学中は、現地の方々とたくさん交流し、とても充実した生活を送ることができました。(Y.I)

◆大変なこともあったけど、毎日が新鮮で本当に充実した時間を過ごすことができ、一生の経験になりました。

また、自分自身も成長することができました。短期留学に参加できて良かったなと思います。(N.S)

◆ホストファミリーも学校の先生や友達も皆とても優しく親切で、ホームステイも学校生活も充実したものとなりました。

早期帰国になってしまい心残りもありますが、貴重な経験を沢山できた楽しい八週間でした。(R.I)

◆オーストラリアで現地の生徒と同じように授業を受けて、日本と海外の授業の行われ方の違い、またホームステイ

では文化の違いに気付くことができました。素晴らしいホストファミリーに恵まれて、良い経験をすることができました。

(M.N)

◆英語が喋れることでどれだけ自分の世界が広がるのかを実感しました。国によっての教育方法の違いも知れて貴

重な経験になりました。(C.K)

◆やはりやらないで後悔するよりやって後悔の方がずっといいので、とにかく挑戦すること！確実に英語力は伸びま

すし、自信もつきます。これは自分で気が付かなくても周りから見れば明らかです。現地での生活を楽しみ、イベント

は好き嫌い関係なく参加してみる！いつでも誰かにどっか行こうと誘われたら出れるように宿題や自分のことは早め

に済ませておくこと！積極的に声をかけてしゃべってとにかく楽しむこと！(M.S)

カナダ Abbotsford Christian School / Niagara Christian Collegiate / Great Lakes Christian High School 

◆本当に楽しくて充実した時間でした。たくさんの素敵な人達に出会えて嬉しかったです。(S.S)

◆行く前は想像もしていなかった素晴らしい体験をすることができました。留学で得られた経験は一生の宝物です。

(M.W)

◆カナダでしか得る事の出来なかった多くの経験を通して、自分自身の成長を感じました。人生の中で最も濃い 2 ヶ

月だったと思います。(R.U)

◆多様な国籍、性別、年齢の仲間達と共に学び、大家族のようなあたたかみのある生活をした日々は、私に一生の

財産となる経験と友情を与えてくれました。(R.Y)

◆楽しそうだなという軽い気持ちで行きましたが、留学したからこそ得られた経験が、自分の考え方や視野を変えるき

っかけになりました！周りで手厚くサポートして下さる方々や、カナダで出会った素敵な人たちのお陰で、必ずいい思

い出を作ることができます。少しでも興味があれば挑戦してみるべきだと思います。(H.D)

◆この短期留学では、恐れずに英語を話すことの楽しさを知ることが出来ました。また、私が通っていた学校には私

たち以外日本人がいないので寂しく思うこともありましたが、だからこそ現地の人々のあたたかさを感じることができ、

人としても成長することが出来たと思います。(H.Y) 

ローカル新聞 (The Standard)に紹介されました。

Exchange students get a taste of life in Lincoln
NEWS Mar 10, 2020 Grimsby Lincoln  
Two young Japanese students will get the chance to live like a local in Lincoln, at least for a short while. 

Dating back to 2015, each January two students from Toyo Eiwa Jogakuin school in Tokyo have been coming to Lincoln for a short-term study at Great Lakes 
Christian High School. Sponsored through the City of Tokyo, the language immersion program sees students from the Japanese school sent around the world 
to study in various English-speaking countries. 

This year, H.Y and H.D have been attending classes and joining in student life at Great Lakes. The learning exchange goes beyond the classroom and 
before they return to Japan at the end of the month, the pair will have also gone skiing, witnessed maple syrup being produced, taken in a live hockey 
game, enjoyed high tea at the Prince of Wales, visited Niagara Falls and Ottawa. 

Toyo Eiwa has other connections to the region beyond these young ladies and the 10 students prior to them. In 1884, Toyo Eiwa Jogakuin school was 
opened by Martha J. Cartmell, a missionary sent by the Woman's Missionary Society of the Methodist Church of Canada — currently the United Church 
of Canada. Cartmell was born in Thorold and raised in Hamilton. 

On Tuesday, Mayor Sandra Easton stopped by Great Lakes to welcome them to Lincoln and present them with 50th Anniversary pins. The girls returned 
the kindness with a gift of Green Tea KitKat bar and a history book of Toyo Eiwa.
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