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先生のための高校留学ガイド
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留学経験が今後の人生を変える

【 変わる大学入学者選抜 】

留学

新しい入試にも活きる！？
生徒を成長させる理由

【 高校留学事例 】

3泊4日の姉妹校ホームステイ
5泊6日のサマーキャンプ
9泊11日の現地大学生交流 etc
国内でもできるグローバル体験
お役立ち情報リンク集

その1

今、なぜ留学？
統計的に予測できる未来と、不確実な未来。
変化の激しいこれからの社会で求められるのは、
自ら
「未来を切り拓く力」。
いち早くグローバル化に直面する企業は、早期の留学体験を望んでいます！

グローバル化、少子高齢化、AIなどの技術の進化により、
自ら
「未来を切り拓く力」が求められていく
訪

訪日外国人旅行者目標
4000 万人（観光庁ビジョン）

年別訪日外国人数の推移

日観光客は急激に増加。
3188 万人

これからの子どもたちは、これまで

保護者世代の10倍以上！
今後も急速な増加が予想されます！

以上にグローバル化の波にさらさ
れていきます。また、AI・ICTなどの
技術革新により、生徒に求められ
る力も変化していく。正解のない
時代を生きていくためには、
さまざ

835 万人

まな体験・経験から、
自ら「未来を
切り拓く力」
が必要になります。

284 万人

1989
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2019 2020

出典：日本政府観光局 (JNTO) 発表統計より作成

高校時代の留学を望む企業の声は半数超！
保護者も影響を強く意識
8

割以上の日本企業が、今

後海外事業を強化・拡大する意
向に。また、採用担当者も留学経
験を評価しており、高校時代の留
学を望む声がなんと６割超にも。
そういった社会の変化を受け、

今後、海外事業の
「強化・拡大」をする

グローバル化が我が子に及ぼす影響上位7項目

縮小・撤退する
1.5％
現状維持

日本国内でも英語（外国語）
を使う機会が増える

18.0％

強化・拡大する

80.5％

保護者も我が子へのグローバル
化 の 影 響を強く意 識するように
なってきています。

出典：国際協力銀行（607社が回答）

留学経験者を
今後積極的に採用していきたい

そう
思わない

39.3％

2

そう思う

60.8％

出典：トビタテ！留学JAPAN
「海外留学に関するアンケート」2018年5月

65.7％

異文化・多様性の理解が
より重要になる
語学が苦手だと
仕事を得ることが難しくなる
海外で活躍できる
チャンスが増える

58.5％
49.6％
41.9％

就職する際の
難易度が上がる

33.3％

社内公用語が
英語の企業が増える

33.3％

職場に外国人が増える

29.4％

出典：リクルート
「第7回 高校生と保護者の連絡に関する意識調査」
（ 2016年2月）

その2

新入試にも活きる？
2020年度に向けてすでに変わり始めている大学入学者選抜。
学力だけでなく
「学びへの意欲」や「なぜ、何を学びたいのか」
を重視する入試
も増えて行く中、留学経験は大きなアドバンテージとなる可能性があります。

推薦・AO入試に加え、一般入試も
「主体性等」を積極的に評価、
留学経験をより活かしていけるようになります
新

調査書

活動報告書 (イメージ）

大学入学者選抜では、

・ 学力の３要素を多面的・総合
的に評価
・「主体性を持って多様な人々と
協働して学ぶ態度 」を積極的
に評価
・ 調査書や志願者本人が記載す
る資料（活動報告書等）
の活用
をより促進する
とあります。
高 校 時 代に留 学をし、多 様な
人々の中でチャレンジや失敗をし
た経験、
そこから得た学びは、入学
試験においても自分を表現する一
つの強力な材料となるでしょう。

「指導上参考となる諸事項」の欄が拡充され（３）部
活動、ボランティア活動の欄に留学・海外経験が
追記されたほか、枚数制限も撤廃。

②学外での活動内容 の例として 留学・海外経験
が明記された

出典：文部科学省「平成33年度大学入学者選抜実施要項の見直しに係る予告」

高 校教員の約7 割が「2020 年度以降の大学入試」で
留学経験がプラスになると認識
高

あまり
そう思わない

高校教師の留学に対する考え

校時代の留学は、目的意

識や意欲を高めることにもつなが
り、現行の推薦・AO入試や2020
年度以降の新たな入試制度にも
プラスに働くと、7 割近い高校教
員の方が認識。また、英語4技能
の習得という観点でも、約 8 割の
教員が役立つと回答。

強く
そう思う

2020年以降の大学入試全般に
プラスにはたらく

まあまあ
そう思う

どちらかという どちらかという
とそう思う
とそう思わない

そう思う 68.8 %

英語4技能の修得に
プラスにはたらく

そう思う 79.6 %

高校生の目的意識や意欲を高め、
入試にプラスにはたらく

そう思う 68.8 %

AO・推薦入試を目指す
高校生にとってプラスにはたらく

そう思う 67.3 %

0％

全く
そう思わない

20％

40％

60％

80％

100％

出典：トビタテ！留学JAPAN「高校教師と留学に関する意識調査」2018年5月
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その3

高校時代に留学する意義は？
未知の経験である海外留学の与える影響は大きい。
特に、早い段階で留学によって視野を広げ、学びの目的を得ることで、
その後の人生の選択肢が大きく広がる可能性があります。

留学が人を成長させる
留

学は、これまで生きてきた

「枠」
（ Comfort Zone ）
の外（ Stretch Zone ）
へ踏み出
し、海 外というアウェーな環 境で
苦 労や葛 藤を乗り越える経験を

Comfort Zone

すること。

Stretch Zone

この経験が、人を大きく成長さ
せます。

未来を生き抜く力が身につく
留

留学で得られる6つの機会

学では、異なる価 値 観に

触れたり、
自分のことや日本を知り

1

知らないことを知り、
知りたいことを知る機会

4

自分のことや日本を知る
知りたいと思う機会

2

外から日本を見る機会

5

飛び込むことに
自信を持つ機会

3

違う価値観に触れ、
意味を知る機会

6

逃げないで苦労する機会

たいと思うなど、普段の学校生活
では得づらい経験も含めて多くの
機会を得ることができます。
それにより「語学力」だけでなく
「チャレンジ精神」
や
「コミュニケー
ション能力」、
「 広い視野で物事を
とらえる力」など、これからの自分
にとって必要な様々な力を身につ

6つの機会で得られる力

けられる可能性があります。
これらは国内の学校で短期間

留学で得たこと上位6 項目
学生309 名

で身につけることは難 易 度が高
く、保護者も評価するところです。

57.3％

57.3％
47.3％

51.8％

43.2％

43.0％
34.0％

40.5％

35.9％

自分の考えを
伝える力

出典：トビタテ!留学JAPAN「就活と留学に関する調査」2017年6月
※保護者から見て、留学した我が子が得たと思うことを回答

日本国外で
生 活 する力

広い視野で
物事を 捉える力

語学（英語）
の習得

コミュニケーション
能力

チャレンジ精神

4

42.2％

54.0％ 51.0％

保護者209 名※

その4

留学の現状は？
留学を望む生徒、応援したい先生は実は多い。
受験の影響で、学年が進むに従い留学は控えられがちでしたが
新しい大学入試の影響もあり、今後は増加に転じそうです。
※文部科学省の調査では、2019年度発表の高校生の海外留学者数は過去最高を更新しました。

高校生の留学の8 割が学校主催のプログラム利用
求められる学校のグローバル化対応
高

【生徒】グローバル社会で通用する人材になりたい

校生は「グローバル社会で

通用する人材になりたい」が約 6

ぜひ
なりたい

割、
「 将来留学したい」が約 4 割
と、
グローバルや留学への関心は
高い。

2015年

なりたい

なりたい

での留学も検討していきたいところ
（P9参照）。
いずれにせよ、高校では学校単
位の留学が全体の約 8 割を占め
ており、これからの世の中を見据
え、学校単位の取り組みがさらに

2017年

なりたい

0％

どちらでもよい

なりたいとは
思わない
無回答

49.6 %

一方、高校時代の留学は高１・
高 2に集中する傾向があり、高 3

なりたい理由

あまりなりたいとは思わない

10％

●これから外国人や観光客が増える
ので、外国人との交流は必須になる
時代がくると思うから。[群馬県/男子]

57.2 %
20％

60％

80％

●色々な人とふれ合って、どんなふう
な価値観のちがいがあるのかとか知り
たいし、外の世界が気になる。
[東京都/女子]

100％

出典：リクルートキャリアガイダンス
「高校生と保護者の進路に関する意識調査」2017年

【生徒】将来留学したい

加速されることが期待されます。

高校生の学年別
海外留学生徒数
17,284

16,360

高校生の主催者別
海外留学実施数

（人）

留学
したい
留学したいと
思わない

●社会はどんどんグローバル化してい
くのだから、
通用する人材になっていな
いと、取り残されてしまうから。
[長崎県/男子]

個人
斡旋団体等
都道府
県等

39.7％

2,082

60.3％

高校
1年

高校
2年

学校

78.4％

高校
3年

出典：平成27年度高等学校等における国際交流等の状況について

生徒の留学を応援したい先生は9割。
ノウハウ、情報不足、多忙が後押しのネックに

全くそう思わない
強くそう思う

しかし、
情報不足や多忙により、

んな先生方に向けて、役立つ事
例や情報収集先をご紹介します。

52.8％

情報不足

50.4％

対応時間がない

上記のようにほとんど取り組めて
いないのが実状。この本では、そ

指導のノウハウの不足

どちらかと
いうと
そう思う

応援したい
%

90.8

出典：トビタテ!留学JAPAN
「就活と留学に関する調査」2018年5月

まあまあ
そう思う

外部の人材を登用する
予算が無い
校内での理解が得られない

34.6％
21.9％
10.3％

出典：トビタテ！留学JAPAN
「高校教師と留学に関する意識調査」2018年5月

留
学
が
チ
ャ が 稀
ン
な
ス
！

多い。

あまりそう思わない
どちらかというと
そう思わない

校

でに生徒の留学を応援し

たいという先生は約 9 割と非常に

生徒の留学を応援する上での阻害要因

今

【先生】生徒の留学を応援したい

高

す

短期留学でも生徒はこんなに変わる！

学校主催の
留学・海外研修事例
ここからは、学校独自の取り組みとして留学や海外研修に力を入れている事例をご紹介します

丁寧な事前・事後学習により
海外研修の効果を
最大限に引き出す
山形県立山形東高等学校
アメリカ研修を開始して３年。
希望者は年々増加傾向！
事前オリエンは全4回。
帰国後はレポート作成と発表！
プログラム設計や現地コーディネートは代理店に。
教員は生徒への指導に注力！

交流の深さを重視した
姉妹校間の
相互ホームステイを実施
東京都立板橋有徳高等学校
１年次は国内語学研修施設、

２年次には海外修学旅行を実施！

進路決定後の
時期を有効活用し、
モチベーションアップを図る

海外に対する関心を
徐々に高めて姉妹校交流へ！
生徒に
「もっと勉強しよう」
と
学びに向かう姿勢が！

私立近畿大学附属高等学校
推薦／ AOといった高3の早期進路決定後の
モチベーション維持に！
大学での学びに向けての準備にも！
同行する教員も現地で語学授業を受講！

●海外の自治体と教育協定
（教育委員会事例）

●海外修学旅行の今

（静岡県富士市立高等学校、私立かえつ有明高等学校）

●国内でできるグローバル体験
［ 事例アイコン説明 ］

参加費以外の学校負担費用
学校主体者

パートナー企業

※それぞれ2018年7月取材時の直近事例
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高 校 の留 学・海 外 研 修 事 例

1

丁寧な事前・事後学習により
海外研修の効果を最大限に引き出す
山形東高等学校（山形・県立）

学術都市ボストンで
グローバルリーダーの資質を育成
県内屈指の進学校である山形東高等学校は、1
年次希望者を対象に11日間のアメリカ研修を実施
している。この数年間、普通科の一部改編による探

アメリカ研修の概要
ねらい

訪問先

（１）世界を知り視野を広げることで将来の進路選択の幅を広げるとともに、
学ぶ意欲を更に高める。
（２）
日本と全く異なる環境で一人一人がリーダーシップを発揮し、より自主
的・協力的に行動する力を高め、
自ら考える力を養う。
アメリカ（ボストン）

究科の立ち上げ（2018 年度開設）
を軸とした学校

対象／定員

１年生（希望者）／30人程度

改革に取り組んでおり、その一環として2015 年度

時期／期間

12月／９泊11日

より海外研修を開始した。
訪問先は世界有数の学術都市ボストン。研修の
メインテーマは、観光や語学の習得ではなく、視野の
拡大と、
グローバルリーダーとしての資質を育むこと
だ。また、進路について考えを深める機会にもなって
いる。

主なプログラム
事前学習

オリエンテーション４回、訪問先についての調べ学習、語学力測定

事後学習

報告書の作成、ポスターセッションなどでの発表

生徒負担費用

>>

事前・事後学習

一人ひとり目標を明確に

ホームステイをしながら、
語学学校の授業、
語学学校に通う他国生との交流、
マサチューセッツ工科大学やハーバード大学などの訪問と日本人学生との交
流、現地で活躍する日本人ビジネスマンの講演・交流 など

研修開始

約４０万円

>> プログラム

多様な人からの刺激を重視

>>

2015年度

業務負担の軽減

代理店や他教員と役割分担

事前オリエンは全４回実施。研修趣

研修プログラムは多様な「人」
との交

研 修 実 施にあたって教 育 旅 行 代 理

旨に基づき、各自が研修で伸ばしたい力

流を重視して設計されている。午前は語

店にサポートを依頼。プログラム設計や

や乗り越えたい課題を個人目標として設

学学校にて、
目的意識や学習意欲の高

現地コーディネートは代理店の力を借り

定し、さらに、先輩たちの学びの記録を

い他国生と共に授業を受講。午後は、

ることで、教員は生徒への対応・指導に
注力することができ、実施初年度から充

参考に自分たちの取り組み方を話し合う

ハーバード大学やＭＩＴに通う日本人学

などし、
目的意識を引き上げる。それが研

生に大学を案内してもらったり、現地で

実した研修になったという。また、研修に

修中、先を争って外国人留学生に話し

活 躍する日本 人 起 業 家と交 流したり。

は代理店スタッフと共に教員1人が同行

かけるなど積極的な行動に。研修中は

異国で挑戦する人たちの視野の広さや

（費用は学校負担）。引率教員の授業

要所で振り返りを行って気持ちを引き締

考え方に刺 激を受け、自分を見つめ直

や他業務は全校体制でフォローし、負担

め、帰国後はレポートを作成・発表する。

す機会としている。

が集中しないよう配慮している。

先生からひと言

主体的・積極的な学校生活、高い進路目標設定に好影響
アメリカ研修を開始して３年が経ちますが、希

て行動してみてうまくいったという達成感や、思う

望者は年々増加傾向にあり、昨年度は対象学

ようにコミュニケーションがとれなかった悔しさな

年の約５人に１人が参加しました。背景には、海

ど、様々な思いを抱えて帰国します。居心地のよ

外経験への関心の高まりのほか、参加して成長

い日本を出てはじめて自分の視野の狭さに気づ

した先 輩たちの影 響もあるのではないでしょう

く生徒も多いでしょう。そうした経験が、学校生活

か。
研修には各自が目標をもって臨み、
勇気を出し

での主体性や積極性、高い進路目標につながっ
ていると感じます。
（ 森 美千子先生）

参加費以外の学校負担費用
約

34 万円

※ 引率教員の旅費
（県費 国際探究科支援事業より）

教育企画課および
1 年次団
アイエスエイ

● 学校プロフィール >> 学科：普通科・探究科／入学定員：240人／進路（2018年３月卒業生）
：大学157人・短大1人・専門学校2人・その他80人
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高 校 の留 学・海 外 研 修 事 例

2

交流の深さを重視した
姉妹校間の相互ホームスティを実施
板橋有徳高等学校（東京・都立）

多彩な国際理解体験を行うなか
姉妹校交流もスタート

姉妹校交流（台湾訪問）の概要
ねらい

大学進学から就職まで幅広い進路希望の生徒
が学ぶ板橋有徳高等学校。学校の特色として国際

訪問先

理解教育の充実を掲げており、国内外で英語コミュ

（１）
自校の教育活動を振り返り、誇りをもつ
（2）英語力の向上
（3）相互の文化理解を深める
（4）継続的な交流を通して、国際理解を深める
台湾（台北）

ニケーションや異文化について体験的に学ぶ機会

対象／定員

１・２年生／10～20人程度

の充実を図ってきた。さらに2015 年度、台湾の台

時期／期間

３月／３泊４日

北市立成淵（チェンユアン）高級中学校と姉妹校

主なプログラム

提携を締結。17 年度から、希望生徒を募って互い
の国を訪問する学校間交流を始めた。１月に台湾

事前学習

台湾の文化についての学習や中国出身生徒による中国語講座など全 6回の
講座、バディとなる生徒との情報交換

事後学習

感想文提出

の生徒が同校で学校生活を体験するとともに、同校
生徒の家庭に２泊ホームスティ。３月に同校生徒が
台湾を訪れ、同様の交流を行っている。

>>

姉妹校提携

過去の交流を土台に関係構築
姉 妹 校 提 携の相 手は、台 湾 修 学 旅

生徒負担費用

>>

姉妹校訪問、市内観光、ホームスティ

交流開始

約７万円

相互ホームスティ

より親密な交流が可能に

>>

2017年度

生徒の意識

自主的に海外に行く動きも

姉妹校交流に参加する生徒には、相

全員を対象として、
１学年では国内語

行実施の際に交流したことのある学校

手校訪問時に学校や家庭で一緒に過

学研修施設での研修、
２学年では海外

だ。そうした関係性をベースにしたので、

ごすバディを設定。バディとは対面前か

修学旅行を実施。Ｊ
ＩＣＡや国際ＮＧＯを

お互いの学 校を行き来するという定 期

らインターネットを通じて情報交換し、受

招いた学習とも絡め、国際社会に対する

的な交流への発展も、比較的スムーズ

け入れ時と訪問時の２回対面する。それ

関心や英語コミュニケーション力の底上

だったと思われる。同校では昨年度、こ

によって、各３日間という短期間の交流

げを図っている。そうした経験が、希望者

のプログラムを使って９人が 台 湾を訪

でも、相手国・人を深く理解し、親密な関

対象の姉妹校交流への参加や、都が主

問。台湾からの受け入れも行うことで、

係に。昨年度は同校生徒が台湾を発つ

催する長期海外研修への挑戦、個人的

台湾を訪問しない生徒も国際交流の機

際、バディと抱き合い涙を流し別れる姿

な留学など、
生徒が自主的に海外に行こ

会をもつことができている。

もあったという。

うという意欲につながっているようだ。

先生からひと言

最初の一歩を踏み出す後押しに
本校には温和で大人しい生徒が多く、海外に

参加費以外の学校負担費用

勉強しよう」
と思ったり、将来の活動の場を海外

対する関心がもとから高いわけではありません。

も含めて考えるようになったり、
それぞれ刺激を受

そんな生徒たちに、学校が海外交流の機会を設

けて帰ってきます。

定し最初の一歩を支援することも必要でしょう。

私たちの大きな願いは、生徒たちが生きる力を

台湾の姉妹校の生徒は勉強や進学に対する

身に付けること。様々な経験から成長のきっかけ

意識が高く、海外交流にも積極的です。訪問し

を掴み、広い視野と主体性をもって生きていって

た本校生徒は、自分の生ぬるさに気づき「もっと

ほしいですね。
（ 成田由美先生）

約

20 万円

※ 引率教員の旅費等。
受け入れ時の雑費含む（都費より）

総務部 国際交流担当

近畿日本ツーリスト

● 学校プロフィール >> 学科：普通科（単位制）／入学定員：240人／進路（2018年３月卒業生）
：大学101人・短大20人・専門学校等69人・就職12人・その他21人
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3

進路決定後の時期を有効活用し
モチベーションアップを図る
近畿大学附属高等学校（大阪・私立）

早期に進路決定した３年生に
海外で挑戦し成長する機会を提供

近畿大学入学前 英語研修の概要

全国の高校でも近年増加している推薦・AO入試
での合格者と同様に、近畿大学附属高等学校では
約半数が３学年２学期のうちに特別推薦制度を使

ねらい

・英語コミュニケーション力向上
・人間力を高めること

訪問先

オーストラリア（ヌーサほか）

っての近畿大学進学が決まる。そのため、残りの高

対象／定員

近畿大学進学が内定している３年生／なし（例年５0人程度）

校生活において、彼らのモチベーションと学力をい

時期／期間

１～２月／３週間

主なプログラム

・語学学校通学
・ホームスティ

かに引き上げるかが課題となっている。その対策の
１つとして、同校は2010 年度から近畿大学進学内
定者を対象としたオーストラリアでの英語研修（希
望制）
を開始。ホームスティしながら語学学校に通う
という、英語漬けの３週間のプログムを展開してい
る。

事前学習

２回程度のオリエンテーション

事後学習

振り返り、感想文提出

生徒負担費用

>>

早期進路決定者対象

次の目標に目を向けさせる

>>

事前準備・プログラム

「個人留学」のつもりで鍛錬

進路決定という１つの目標をクリアし、

研修開始

約３８万円

2010年度

>> 引率教員

教員も現地で語学学習が可

事前オリエンテーションでは、
「 進路が

同研修には、参加生徒数に応じて２

気が緩んでいる生徒には、海外研修は

決まった今は、
ゴールではなく、将来グロ

～３人の教員が同行する。現地では教

次の目標に向けて動き出すきっかけに。

ーバル社会で活躍するためのスタート地

員も生徒対応の合間に語学学校の授

また、既に次のステージに目を向け始め

点。次の目標に向かって頑張ろう」
とメッ

業を受講可としており、担当教科によら

た生徒にとっては、思い切りジャンプでき

セージを送り、
「個人留学」のつもりで自

ず自己研鑽意欲の高い教員が手を挙げ

るよい機会となる。参加生徒の多くは、

分を鍛えるよう指導している。現地で生

て引率している。過去の引率者のなかに

語学力を鍛えるだけでなく、
日常にはない

徒は２～３校の語学学校に分かれ、
レベ

は、語学学校の授業の手法を参考に自

さまざまな刺激から「大学進学後も頑張

ル別クラスで受講。ホームスティは１家

身の授業を改善したり、語学の面白さに

ろう」
という気持ちを育んで卒業していく

庭に１人 。研 修 中は基 本 的に「 O n l y

目覚めて新たに英語科教員免許を取得

という。

English」で過ごす。

した他教科教員もいるという。

先生からひと言

大学でよいスタートを切れるように
家庭にとっては大学進学費用がかさむ時期の

時点の成績は、高校時代の成績とはあまり相関

研修ですが、実施初年度から予想を大きく上回る

がないのですが、大学１年次の成績とは相関が

60人前後の参加がありました。仕事で英語力や国

みられます。入学時によいスタートを切ることが、

際感覚の必要性を痛感されている保護者も多いよ

大学生活全般を充実させる１つのカギといえる

うで、生徒の挑戦を後押ししてくださっています。

のではないでしょうか。海外研修を活用し、最大

我々の役割は生徒の進路が決まれば終わり
ではありません。卒業生調査によると、大学卒業

限に生徒のモチベーションを高めて大学へ送り
出したいですね。
（ 教頭・田中聖二先生）

参加費以外の学校負担費用
約

80 万円

※ 引率教員の旅費等
（学校予算より）

高大一貫教育部
アーク・スリー・インターナ
ショナル、
ネクシスジャパン

●学校プロフィール >> 学科：普通科／入学定員：640人
（ほかに附属中学校からの内部進学約280人）
／進路
（2018年３月卒業生）
：大学897人・短大４人・専門学校等22人・就職３人・その他81人
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海外の自治体と教育交流協定を結び、
教育委員会が主催して行うケースも
広島県教育委員会

お互いの生徒の現地滞在費を負担
安価な短期海外留学プログラムを実現

短期留学プログラムの概要
ねらい

英語での異文化交流や学習を通じて、国際的な感覚や視野を広げ、
グロー
バルな社会で活躍できる人材を育成する

「滞在費」
「 渡航費」、そして「人件費」。滞在先をホ

訪問先

台湾

ームステイにしたり、格安航空 (LCC)を用いる事例

対象／定員

1・2・3年生／15名（応募は79名）

時期／期間

8月／5泊6日

海 外 留 学 費 用として大きなシェアを占めるのが

も出始めている。
広島県教育委員会では、渡航先の自治体と協定
を結ぶことで、お互いの生徒の現地滞在時の費用

主なプログラム

を負担しあったり、引率を県教委で行なうことや、日
本から渡航先の引率を行わない( 現地ガイドはあり)

英語サマーキャンプ、現地学校授業参加、演劇練習、ホームステイ

事前学習

地元のこと、
自分の思い、家族や友達のことなど様々なことを「プレゼン」する
準備。参加者同士の事前交流。

事後学習

設定無し

生徒負担費用

約5 万円

ことで人件費を削減。
ホームステイはコストの削減という意味合いだけ
でなく、生徒の学びの機会を広げることにつながり、
県教委が主催、同行することも、申し込む生徒や保
護者にとっても大きな安心につながっているようだ。

生徒も変わった！

高校時代の２度の海外経験が
学ぶ意欲を大きく育てた
筑波大学 国際総合学類 原田賢志さん

高校２年の修学旅行で初めて海外に行った原田さん。台湾

も、議論はやはり聞き手に回るしかなかった」
という。ところが、こ

での３泊４日は、楽しかったという経験と、ある程度自信を持って

の経験が原田さんの学びへの動機付け、
目的意識を大きく高め

いた英語に対する自信喪失の経験へとつながった。
「事前に準

ることになる。

備していた英語は話せても、全然聞き取れないし、受け応えも全
く。」 転機は二度目の海外、
３週間の海外留学で訪れた。
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帰国後、
もっと広く国際教養を身に着け、本格的に地域開発
学を学びたいと考えた原田さんは、筑波大学国際総合学類へ

県内で広島創生イノベーションスクールに参加し、地域課題

の進学を志し、推薦入試にチャレンジすることを決める。志望動

解決や、地方創生について同県他校の高校生と学び合いを続

機書と学校からの推薦書を用意し、小論文と面接試験に臨ん

けることで、世界の学生とも議論したいと思った。
「この時は１年

だ。
「志望動機書と面接では、高校時代にやってきたこと、大学

間地方創生に取り組んできたし、修学旅行のときの反省も踏ま

での学びの方向性、将来への考えを伝えました」小論文と面接

え、
自分の意思でしっかり準備して留学に臨みました」 そして

では、
それぞれ英語での問いもあったというが、
「留学後も課題感

留学。アメリカでの世界中から集まった学生との地域課題解決

を持って学び続けられたので、
うまくできたと思います」
と笑顔を

に関する交流は、万全の準備をしてきたつもりが「発表はできて

のぞかせた。

海外 修 学 旅 行 の今

「何を経験し何を学ぶか」が重視される方向へ
2017 年度、海外修学旅行を経験した高校生は

海外修学旅行の参加生徒数の推移（高等学校等）

増加に転じた。
「数」の増加だけでなく、
「 内容」
も着
実に変化。海外に行くこと自体が目的ではなく、海

163,165

外のフィールドを使って「何を経験し何を学ぶか」が

178,323 179,933
151,419

168,668 164,929

179,910（人）

一層重視されるようになってきている。例えば、
グロ
ーバル社会で求められる資質・能力の育成を明確
に打ち出し、高校の学びの集大成として位置付けた
り、
キャリア教育として設計したりする学校も。希望
者だけではなく学年全体で取り組む修学旅行だから
こそ、
日常の教育活動との連動を図ることで幅広い
生徒の成長が期待できそうだ。

2004

2006

2008

2011

2013

2015

2017（年度）

出典：文部科学省調査「平成29年度高等学校等における国際交流等の状況について」

３年間の探究学習の一環として
学科の学びに合う３コースを実施
富士市立高等学校（静岡・市立）

タイでの異文化体験旅行を
生徒主体でプロデュース
かえつ有明高等学校（東京・私立）

「総合探究科」
「ビジネス探究

かえつ有明高等学校の「高校新クラス」*の修学旅行は、行先

科」
「スポーツ探 究 科 」の３つ

からプログラムまで生徒主体でプロデュースする。学校から提示

の探究科をもつ富士市立高等

する条件は、
「 学びがある」
「 安全である」
「 学校が定める予算と時

学 校 。全 学 科において、総 合

期の範囲内」の３点。これらをクリアすれば行先は国内でも海外

的な学 習の時 間を核とした探

でもよく、活動内容も自由だ。

究学習に取り組んでいる。２学
年 の 修 学 旅 行（ 海 外 探 究 研

ボストンで現地高校生と。

修）
も、単発イベントではなく、
３年間の体系的な探究学習の一部

「自由で楽しそうに思われますが、白紙状態から、全員の合意形
成を図りながら創り上げていくのに、毎年とても苦労しています。
そのプロセスにおいて、与えられたものにはない難しさと面白さに

という位置付けだ。
「 見識を広げ、探究力を試す」
を共通テーマ

気づき、1人ひとりが何かを学び取る機会にしてほしいと考えてい

に、各学科の特性に合わせた行先とプログラムを設定。１学年か

ます」
（ 福冨高彦先生）

ら学んできたことについて、海外と比較したり、視野を広げて点検

今年度は生徒から海外の２案があがった。単なる多数決ではな

したりする機会としている。

く、
どうすればみんなが納得した選定ができるかから議論。紆余曲折

「海外旅行経験のない生徒が多く、研修では『価値観がひっくり

の末、
「 高校生のうちから国際体験を積み、
これからのグローバル社

返った』
といった声も。次のステップに向けて自ら動き出すきっか

会のために視野を広げる」
をテーマにタイへ行くことを決めた。活動

けになっています」
（ 富士市教育委員会 富士市立高等学校教

内容は一人ひとりが書いた企画書を集約して基本案とし、旅行会

育推進担当 指導主事 遠藤 健さん）

社と相談しながら進めている。

研修後の授業や学校行事では、意識的に生徒主体の活動を拡
大。研修で醸成された意欲や主体性を活かす場を用意している。

「タイで現 地の人にふれるな
か、日本との価 値 観の違いに
おおいにショックを受けてほし

「海外探究研修」の概要
学科
行先

※2017年度の場合（12月／６日間）

総合探究科

ビジネス探究科

スポーツ探究科

アメリカ

台湾

オーストラリア

（ボストン）

（台北）

（ゴールドコースト）

主な
内容

現地大学の学生へ
のプレゼン・意 見
交 換 、現 地 高 校 生
との交流など

現地企業での研
修 、現 地 高 校での
授業体験や生徒と
の交流など

スポーツセンターで
の 体 験 的な活 動 、
現地の学生とのス
ポーツ交流など

費用

約24万円

約16万円

約24万円

● 学校プロフィール >> 学科：総合探究科・ビジネス探究科・スポーツ探究科／入学
定員：計240人／進路（2018年３月卒業生）
：大学85人・短大26人・専門学校72
人・就職44人・その他6人

い、
と期待しています」
（ 同）
* 本質的な学びの実践を掲げて設置
したコース

「高校新クラス」修学旅行の概要

自分たちのプランを保護者にプレゼン。

※2018年度予定

行先

タイ（バンコクなど）

主な内容

現地大学生とのディスカッション・交流、
スラム街孤児院訪問

時期・期間

10月／6日間

費用

約15万円

● 学校プロフィール >> 学科：普通科／入学定員：80人（ほかに内部進学約160人）
／進路（2018年３月卒業生）
：大学127人・専門学校4人・その他16人
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海外体験サービス最 新 事 情

国内でもこんな異文化交流・体験ができる！
費用や語学力の問題で、留学に消極的な生徒も少なくないはず。
そんな生徒には、
まず国内で異文化交流・体験する機会の提供から始めてみてはいかが？

WEBで

海外の学校とつながってみる
例1
＞＞ Global

Classmates

街で

観光ガイドボランティアを
導入してみる
例3

海外の高校生と定期的に意見交換

イベントで

休日にできる個人活動を
紹介してみる
例5

全国各地で訪日外国人旅行者が増加す

NPO 法人 Kizuna across culturesが運

るなか、地域の観光協会などと連携し、英語

営する「 Global Classmates 」
は、
日米の高

学習やグローバル教育として英語による観光

校生をつなぐ半年間のオンライン文化言語

ガイドのボランティアに取り組む高校もある。

交流プログラムだ。公募・審査を経た日米の

生徒は実践的な英語コミュニケーションを体

参加校がペアを組み、語学の授業や部活動

験できるとともに、外国人の視点で地域の歴

などの時間に活動している。生徒は自国にい

史や文化を見つめ直すことで日本の良さを再

ながら海外の同世代と友達
（クラスメート）
にな

発見することもできる。

り、週１回程度、幅広いトピックに関する写真

＞＞ HLAB

国境・世代を越えてディスカッション
高校生が日本と海外の大学生と合宿生活
を送りながら学ぶ、
「リベラルアーツ」
をテーマと
したサマースクール「ＨＬＡＢ」。夏休み期間中、
東京都・長野県・徳島県・宮城県の４地域にて、
８泊９日あるいは６泊７日で実施している。
プログ
ラムは地域ごとに異なるが、
ハーバード大学をは
じめとする海外大学生が中心となって展開する

や動画を交えたやり取りを行う。そのなかで、

少人数セミナーや、社会で活躍する有識者に

友情を育み、相手と自らの文化への理解を深

よる講演、
社会人ゲストを交えた参加者同士の

めていく。自然と語学

対話など、いずれも世代や国境を越えて様々な

力の向上にもつなが

価値観にふれられる内容になっている。

るという。
教育交流用ウエブサイト上
ディスカッショントピックに
基づいて、
カジュアルに楽し
く意見を投稿し合う。

施設で

英語を使う施設で
研修をしてみる
例2
＞＞ TOKYO

GLOBAL GATEWAY

英語を用いたグループワークを体験
小・中・高等学校などが授業や学校行事で
利用できる体験型英語学習施設「 TOKYO
GLOBAL GATEWAY 」
が2018年９月６日、
東京都江東区にオープン。海外のホテルや
学校を模したゾーンで英語「を」使ってみるアト
ラクション・エリアと、
映像制作やビジネス・プロ
グラムなどに英語「で」挑戦するアクティブイマ
ージョン・エリアがあり、
幅広い英語力に対応し

セミナーでは海外大
学生と日本人学生
がペアになり全て
英語で実施するが、
逐 一 通 訳 等 のサ
ポートを行う。

家で

ホームスティ受け入れを
勧めてみる
例4

※日本人海外大生による同様のプログラム提供団体として
「留学フェローシップ」
もある

例6

＞＞ AFS受け入れプログラム

＞＞ ヤングアメリカンズ ジャパンツアー

外国人の文化・価値観にふれる

言葉の壁を越え歌と踊りで一体に

高校生の国際交流を支援する公益財団

ヤングアメリカンズ（ＹＡ）
は、音楽を通じた

法人ＡＦＳ日本協会は、世界約50の国・地域

教育ワークショップ「ミュージック・アウトリーチ」

から来日する留学生のため、
常時、
ホストファミ

に取り組む米国の非営利団体。現在、
春・夏・

リーを募集している。ホストファミリーの条件と

秋の年３回、
オーディションで選ばれたＹＡメン

して
「英語力」
や
「家の広さ」
は問わず、
期間は

バーが来日し、
日本の各地を回るツアーを実施

１週間程度から１年間まで様々なケースがあ

している。小学生から高校生までの受講生

る。家族の一員として留学生を迎え入れ生活

が、
ＹＡメンバーと共に歌やダンスのショーをつ

することで、海外との文化や価値観の違いを

くり上げる基本３日間のワークショップを通じ

深く知ることができ、多様性の理解に効果が

て、
自らを自由に表現する楽しさや、言葉の壁

あるという。

を越えて仲間と協働することの素晴らしさを学
んでいる。

た多彩なプログラムが用意されている。
旅行や留学を想定し
た、
飛行機内での英会
話を体験できるゾーン。

英語で映像制作プロ
グラムに挑戦するため
の
「メディアラボ」。

12

ＡＦＳ日本協会のアンケート調査によると、
ホストファミ
リー経験者の76％が「満足」
と回答。

2018年夏は全国37会場で開催され、それぞれ200
～300人の子どもたちが参加。

留学大図鑑（Webサイト）で情報収集もできる！
2020年2月現在、約1500 名の先輩高校生・大学生の留学経験談が掲載されています。
国別やテーマ・分野別、
よくあるお悩み別にも検索して情報収集が可能です！

留学したいんだけど、
まずは何をすべきかな…
留学大図鑑って知ってる？
え！なにそれ！知らない！
1000人以上の留学経験者の体験談が載っているんだよ。
どうやって見ればいいのかな？

留学大図鑑を見てみよう！

1 国別で。

留学大図鑑では、国からの検索も可能！

2 連絡も取れちゃう。

気になる先輩にはFacebook Twitter Instagram
を通じて連絡を取ることも可能！

4 詳細なスケジュールも！

大まかな期間だけではなく、
いつ何をしたかなど
具体的なスケジュールも。

5 費用もわかる。

留学にお金の悩みはつきもの。
留学大図鑑では総費用はもちろん、
学費や住居費など、
費用詳細もわかる！

3 不安・疑問の解決法を知れる。
このタブでは、先輩が経験した語学や単位、
生活にまつわる様々な悩みの解決法を掲載！

留学体験談をもとに、
計画の立て方や課題の解決方法も
検索できる！

などなど
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お役立ち情報
お悩み

1

留学機運がこれまでになく
高まってきていますので、
どこも親切に
対応してくれますよ！

お悩み

2

お悩み

3

いざ具体的に高校での留学を検討してみようとすると、わか
そんなときはこちらのページを参考に、相談や情報収集を行

提携校を探したい！
提携校のある国と
海外交流プログラムを始めたい！

始めての海外留学でとにかく不安！
まずは既存のパッケージから選びたい

都道府県や市町村など属する
自治体が持つリソースや
サポート体制・奨学金など相談したい

文部科学省の留学促進キャンペーン

「トビタテ！留学JAPAN」
官 民 協 働で日本 の 若 者 の 海 外 留 学 への 気 運を醸 成する「トビタテ！留 学
JAPAN 」。ホームページでは奨学金を支給する「日本代表プログラム」のご案内だ
けでなく、留学にまつわるさまざまな情報をご紹介しています。

まずはこちらにご登録ください。最新情報をお届けします

●トビタテ！留学JAPAN公式メールニュース
https://tobitate.jasso.go.jp/mail/
Facebook
Twitter
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https://www.facebook.com/ryugakujapan/
https://twitter.com/ryugakujapan

らないこと、相談したいこともでてくるはず。
ってみてください。

毎年、高校の先生向けのセミナーを開催する国もある。各国の大規模な留学フェアは
情報の宝庫であり、例えば日本語で現地校のスタッフ（日本人スタッフがいる学校もあ
る）
に直接相談できます。

各国大使館

●トビタテ公式HPのコンテンツ「国別留学ガイド」
※一部情報をまとめています。

https://www.tobitate.mext.go.jp/hs/countryguide/01.html
各国大使館のメルマガ、SNSのフォローも最新情報獲得に最適です。

エージェントによりサービス内容、費用、契約形態などは様々なので、運営団体の信頼
性も含め、幅広い情報収集をし、慎重に比較検討することが大切です。

留学エージェント

●一般社団法人海外留学推進協会（JAOS）
https://www.ryugaku.or.jp/

●NPO留学協会

http://www.ryugakukyokai.or.jp/

定期的に都道府県、市町村に貴校が利用できる留学や、その準備となる国内で出来
るグローバル教育に関するサポート制度等について、
ヒアリングしておくとよいです。ま

自治体

た、近年では公費だけでなく、ふるさと納税を活用した留学奨学金も増えているので、活
用を検討してみてくだ さい。

公式ホームページでも様々な情報を展開しています。
（ 下記は一例です）

●高校の先生のための留学サポートガイド

https://www.tobitate.mext.go.jp/faculty_staff/

●多様な個人の留学体験談が検索できる留学大図鑑
https://tobitate.mext.go.jp/zukan/

●海外大学進学ガイドページ

※海外大学進学についての無料電話相談、
オンライン相談サービスを開始。

https://www.tobitate.mext.go.jp/hs/bachelor_degree/index.html

●奨学金情報／トビタテ！留学JAPANによる官民協働海外留学支援制度「日本代表プログラム」
https://www.tobitate.mext.go.jp/hs/program/

その他、公私の様々な種類の奨学金をテーマ別に検索できます。
https://www.tobitate.mext.go.jp/scholarship/

15

留学なんて
大学に入ってからでも
遅くはないでしょ！？

大学入試に
集中できなくなったら
大変！

留学なんて少数派。
無理に
行かせなくても！

「高校時代の留学」
が
大きな意味を持ちます！

大学入試があるからこその
留学です！

実は、
生徒は前向きです！

P2～4

P3

P5

そんなに長い期間
留学なんて
させてられない！
短期間でも、
十分変わります！
P6～10

発行：文部科学省

忙しい先生の

よくある
お悩み

海外修学旅行じゃ
そんなに
変わらないよね？
今、海外修学旅行も
大きく変わり始めています！
P11

やっぱり
すぐに海外は
敷居が高いなぁ

わからないことも多いし、
相談できる
相手もいない

いや、
何がわからないかも
わからない状況だから

国内でできる
異文化交流・情報収集も！

それなら
コチラ！

ぜひこちらの冊子を
ご覧ください！

P12～13

P14～15

P1～16

官民協働海外留学創出プロジェクト
「トビタテ！留学ＪＡＰＡＮ」

