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2021年度 留学への取り組み - リアル留学とオンライン留学 -  コロナ禍との格闘              

 

2021年度も本校の留学への取り組みは、コロナ禍との格闘の記録であった。本校の留学への取り組

みは夏休みなどの短期留学や姉妹校からの交換留学生の受入は、1990年代から取り組んできたが、1

年留学、ターム留学を本校の教育施策の中で重要な項目として位置づけ、本格的に取り組みを開始し

たのは、本校が SGHへの申請準備を開始した 2014年からである。2013年度から始まった文部科学

省が主導する官民協働での留学サポートプログラム「トビタテ!留学 JAPAN」への積極的な活用も同

時にスタートしている。 以下には、2017年度から直近の 2022年度の留学予定までの留学生徒の推

移をまとめてある。 

留学については、2020年度は当初は 20名以上が長期留学出発を予定していたが、取りやめとなっ

た。しかし、グローバル・ロックダウン状況を乗り越え、2020年 12月時点でも、カナダに 2名、ア

イルランドに 1名、1年留学を実施し、2021年 7月（1学期末）に留学を計画通りに完了、帰国して

いる。 

2017年度から 2021年度出発の留学の取り組みは以下のようになっている。 

 

 一方で新しい取り組みとして、オンラインでの海外プログラムの計画と実施にも取り組んだ。2020

年度より、グローバル・センターが中心となり、オンラインで各国のパートナーと協働して、オンラ

イン短期留学プログラムを長期休暇とオンライン学習期間中に実施をしている。特に、2021年度の夏

休みに向けは、短期海外研修がまだ実施できないことを踏まえて、オンラインのプログラムを特に充

実させて取り組んだ。 

オンラインにより海外交流プログラムは比較的手軽にできるようになった。しかし、その教育効果

は各所で研究されているが、実際の留学の成果とはまた異なるものであることが言われている。オン

ライン短期研修でも概ね参加生徒の満足度は高いが、そもそもオンラインプログラム自体の成果への

期待は実際の留学とは異なり、教育効果にも限界があることも同時に言える。 

以下、オンラインプログラムに参加した生徒のフィードバックである。 

留学年 / 項目
2017年～

2018年

2018年～

2019年

2019年～

2020年

2020年～

2021年

2021年～

2022年(予定）

1年＋ターム留学者数 11 32 55 9 37

留学国

アメリカ

オーストラリア

ニュージーランド

アメリカ

カナダ

イギリス

アイルランド

フランス

オーストラリア

ニュージーランド

アメリカ

カナダ

イギリス

アイルランド

フランス

ドイツ

オーストラリア

ニュージーランド

カナダ

アイルランド

アメリカ

カナダ

ドイツ

フランス

トビタテ!留学JAPAN合格数合計 1 2 3 2

内訳①　アカデミックロング 0 2 3 0

内訳②　ショート・テイクオフ等 1 0 0 2

中止

2017年～2022年　大妻中野_1年留学＋ターム留学者数の推移 2021年12月31日現在まとめ
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Online Study Abroad Program from Canada – Junior 2nd Grade – A. S. 

I am interested in studying English, so I had been supposed to participated in Canada Seminar 

for this summer. However, because of this pandemic of COVID 19, it was cancelled, which made 

me sad and disappointed.  But, happily, I know that the substitute online program from Canada 

is available.  I am keen to feel real culture of Canada and to know people there, so I decided to 

join this program. 

It was a great experience for me to be with Canadians and to know their real life.  I find myself 

to be more confident of myself and using English. I am now eager to join another program like this 

from now. 

オンライン留学の記録は以下の通りである。 

 

"留学”先 学校 学習言語 対象学年 参加生徒レベル
レッスン
形態

プログラム概要 実施時間帯（日本時間） 期間

英検3級から

【サマースクールプログラム】
イギリス文化を学びながら、プロ
ジェクト課題に取り組み、リサー
チやプレゼンテーションスキルの
習得ができます

active learningで
GLC生にもオススメ

【リーダーシッププログラム】
文化や慣習、リーダーシップや企
業する力を学びリーダーシップ
スキルの習得ができます

active learningで
GLC生にもオススメ

【グローバルグリーン環境プ
ログラム】
地球規模や地域での持続可能な
開発への知識の習得ができます

フランス
France

Tours Langues フランス語 J2～H2 初級から
グループ
（最大8名）

オンラインのグループレッスン
で本場の生きたフランス語の
授業を受けることができます

16：00～19：00

7月19日(月)～8月27日(金)
平日1日3時間・週15時間
※週単位でのお申込
申込締切：7月4日（日）

ドイツ語
スペイン語

中国語
初心者から 個人

ドイツ語・スペイン語・中国語
それぞれマンツーマン

16：00～
選択可・1コマ45分

7月19日(月)～8月28日(土)
1コマ(45分)単位で参加可能
申込締切：6月30日（水）

英語
個人でじっくり力を伸ば
したい人向け

個人 英語マンツーマンコース
16：00～
選択可・1コマ45分

7月19日(月)～8月28日(土)
1コマ(45分)単位で参加可能
申込締切：6月30日（水）

オーストラリア
Australia

SPC
英語 J1～H2

初級から
J1からJ2 のアドバンスト
生にオススメ

グループ
（5～12名）

留学生活を疑似体験！クイズ
やワークシートを使ってコミュ
ニケーションを取りながら楽
しく学ぶことができます

17：00～18：50
(休憩含む）

7月22・29・8月5・12・19日（木）
全5日間

申込締切：6月30日（水）

アメリカ
America

㈱アサヒトラベルイン
ターナショナル

日本語 J1～H2 グループ
ハワイの自然史や生態系破
壊・自然保護について学習し
ます

15：00～17：00
日程①7月29日(木)
日程②８月4日（水）
 ①または②選択

マレーシア
Malaysia

㈱アサヒトラベルイン
ターナショナル

日本語 J1～H2 グループ
ボルネオ島の自然やオラウー
タンの保護活動について学習
します

9：30～10：45 日程①7月28日(水)

フランス
France

白百合女子大学 フランス語 H1～H3 初級から グループ
フランス語習得だけでなくフ
ランス語圏文化の知識も深め
ることができます

10：00～17：00
(休憩含む）

7月27・28日（火・水）
全2日間
申込締切：7月7日（水）

フランス
France

獨協大学 フランス語 H1～H3 初級から グループ
実際に使える表現やフランス
の美術、現代社会、家族や文
学について学習します

9：30～15：35
(休憩含む）

8月2・3日（月・火）
全2日間
申込締切：7月14日（水）19時

ニュージーランド

New Zealand
teNZ 英語 J1～H2

毎週水曜日の
Specialized IELTS
course受講生

個人
英語マンツーマンコース
スピーキング・ライティングを
中心に学習します

7：30～10：00
(休憩含む）

7月27日(火)～8月20日(金)
火・水・金から選択
全5日間

その他オンラインプログラム

環境問題や動物の保護活
動に興味がある人に

オススメ

2021 夏休みオンライン短期留学プログラム　一覧

J1～H2
ドイツ

Germany
F+U Academy

イギリス
the UK

Concorde
International

School
英語 J1～H2

グループ
（最大8名）

17：30～20：00
(休憩含む)

日程①7月26日(月)～8月6日（金）
日程②８月９日（月）〜８月２０日（金）

月曜日〜金曜日（合計週10時間）
 ①または②選択

申込締切：6月30日（水）

2021.6.16 大妻中野グローバル・センター


