
TGI
OVERSEAS
PROGRAM
& Preparation
Program 

留 学ガイド 2 0 2 2

帝塚山学院泉ヶ丘 中 学 校
高等学校

多様性を理解し、行動できる教養と力を。
帝塚山学院泉ヶ丘 中 学 校

高等学校
〒590-0113 大阪府堺市南区晴美台4-2-1
TEL.072-293-1221  FAX.072-292-2134



2019年度より
「国際教養部」が始動しました。

1984年、全国に先駆けて「国際科」が設置され、以降本校で

はグローバル教育の最先端を駆け抜けて参りました。時代の

趨勢と共にその内容にも変化が求められるようになり、2017

年には「国際科」を発展的に改組し、2019年より「国際教養

部」を新設し、新たなグローバル教育の実現に向けて始動し

ました。

デジタル技術革命の進行に伴い世界が身近になり、地球規

模での教育の在り方が、今後ますます問われて参ります。そん

な中、2020年以降、担任業務も可能なネイティブ教員を新た

に複数名採用しました。本校のグローバル教育の専門集団で

ある「国際教養部」が、ネイティブ教員との協業を果たしなが

ら、海外留学支援、英語資格取得、大学進路実現に向けての

指導を行っております。今後の活動にご期待ください。

帝塚山学院泉ヶ丘中学校高等学校

校 長　江口 宗茂
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学 年 中2・3 高１ 高2

学期・月
1学期 夏休み 2学期 3学期 1学期    夏休　み 2学期 3学期 1学期 夏休み 2学期 3学期

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7  　8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

長期留学
英語力が飛躍的に伸びる
可能性の高い、約1年間
の留学。交換留学と協定
校留学があります。

ターム留学
オーストラリアやニュージー
ランドを中心とした、55校
の協定校への約２か月間
の留学です。

短期留学
夏休みを利用して参加す
るハワイ・オセアニア地域
等の協定校への2週間か
ら1カ月の留学です。

留学準備・
研修

中2から高2生までを対象
に、年間を通じて英語力
向上に向けた多様なプロ
グラムがあります。

ターム留学

英検講座 英検講座

ハワイ語学研修
中2

ニュージーランド語学研修
中3

ターム留学  留  学手続き
 期間

留学手続き
期間

TGI OVERSEAS PROGRAM 
& Preparation Program

中学2年6月から高校2年生の冬にかけて、短期の留学・語学研修から1年
間におよぶ長期留学まで、英語力の向上や異文化理解等、目的に応じた
多様なプログラムがあります。また、留学を予定している生徒に向けた各種
講座もあり、渡航に向けてしっかりと準備ができるので初めての留学でも、
安心してチャレンジすることができます。
渡航先は、オーストラリア、ニュージーランドといった南半球の国と、アメリカ

（ハワイ州）、カナダのほか、ヨーロッパの国々が中心となります。いずれも
穏やかな気候で、治安も良く、安全な学びの環境があります。

留学手続き
期間

長期留学／冬出発

長期留学／夏出発

古くから移民を受け入れてきた歴史があり、留学生へのサポートが手
厚い国です。英語圏で最も日本語学習者が多く、現地の高校で日
本語を学んでいる生徒も多く、親日国としても知られています。また、
オーストラリアは自然豊かで美しい国として世界で知られていますが、
生活の質も高く、6都市が世界のトップ40に選ばれています。

Australia オーストラリア

国土の約３分の１が国立公園や自然保護区に指定され、手つかず
の大自然が多く残っていることから「地球の箱庭」と呼ばれる国。「平
等が当たり前の国」としても知られ、国民性は穏やかで友好的。治安
が良く、初めて留学に訪れる人に特に人気の高い国です。英語圏の
中では比較的、生活費も安く、暮らしやすさにも定評があります。

New Zealand ニュージーランド

カウアイ、オアフ、モロカイ、ラナイ、マウイ、ハワイという6つの主要な
島々からなるハワイ州。オアフ島に州都ホノルルがあり、ハワイの人
口のほとんどがここに集中しています。常に雨が少なく、気温は24か
ら30℃で安定しており、1年中ベストシーズンといえるほど過ごしやす
い点がポイントで、留学先としても人気があります。

Hawaii, USA ハワイ

トロント、オタワのあるオンタリオ州はカナダの他州に比べて温暖な気
候で過ごしやすく、留学先としても人気のあるエリア。帝塚山学院
泉ヶ丘校では、オンタリオ州ウォータールー教育地区※との提携によ
り独自のプログラムを展開しています。ナイアガラの滝（遠足）、有名
大学訪問等、多彩なアクティビティーも用意されています。

Canada カナダ オンタリオ州

主な留学先

Queensland,
Australia

New Zealand

Hawaii,
USA

Ontario,
Canada

帝塚山学院泉ヶ丘校では、近年の世情を鑑み、安心安全を第一に考えて、オセアニア地区とカナダを中心に提携校を広げてい
ます。なお、アメリカについては、長期留学（1年間の交換留学）を行っています。オセアニア地区が短期・中期留学に向いてい
る理由は２つあります。一つは第2外国語としての英語教育（ESL）がしっかりしていることです。もう一つは日本語教育が多数の
高等学校に取りいれられていることです。日本人留学生は馴染みやすく、ウェルカムな形で受け入れられています。

安全安心の留学

※トロント国際空港から車で45分、ナイアガラの滝まで90分に位置。
　教育地区には５つ高校があり、それらの高校と提携をしています。

ジュニアエンパワーメントプログラム
英語集中講座① 中２

ジュニアエンパワーメントプログラム
英語集中講座③ 中3

ジュニアエンパワーメントプログラム
英語集中講座② 中２

ニュージーランド
オンライン語学研修 中3
※夏休み期間中の１０日間

ニュージーランド
オンライン語学研修 中3

ニュージーランド
オンライン語学研修
※夏休み期間中の１０日間

ニュージーランド
オンライン語学研修

オーストラリア語学研修
中3

提携校
同世代交流プログラム

提携校
交換留学プログラム

オーストラリア・クイーンズランド州…28校
サンシャインコースト、ブリスベン、ゴールドコースト、
セントラルQLD、ケアンズ、タウンズビル

ニュージーランド…14校
ニュープリマス、タウポ、タウランガ、
パーマストンノース、オークランド、ホークスベイ

アメリカ・ハワイ州…3校
ホノルル

カナダ…5校
オンタリオ

その他の国・地域…3校
韓国・台湾・シンガポール

▶ 帝塚山学院泉ヶ丘校  海外協定校
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中学
２・３年

まずは、ネイティブや留学生と交流を。
高1・2年次の留学を見据えて学ぶ。
中2の1学期と中3夏休みにはエンパワーメントプログラム、中2中3の春休みにはニュージーランド語学研修（オンライン）を用意しています。これらのプログラムを
通して、教育の違い、異文化に対する柔軟性等を養い、徐々に語学研修、中長期の留学に対する準備をします。
留学の目的の一つに英語力の飛躍があります。長期留学を考えている人は英検2級を取得して中長期の留学を経験すると、高校3年生修了までに準1級をほぼ
手中にできます。中１で４級、中２で３級、中３で準2級を取得しておくと良いでしょう。もう一つの目的が自己発見です。より深く自分の将来に向かって、自分自身が
今後何をしていきたいのかその方向性を探り、見つけてほしいと考えています。

私は、今回の短期留学を通して勉強面はもちろん、多
くのことを学びました。授業では、ドローンを作ったこと
がとても印象に残っています。私が想像していた以上
に飛ばすのは難しく、現地の先生や友達に教えてもら
いながらなんとか飛ばすことができました。先生とは英
語で会話するのですが、それもとても良い経験になった
と思います。ただ、思っていることをとっさに英語で伝え
ることが難しく、様々な場面で自分の英会話能力の未
熟さにも気付かされました。また、放課後には、ショッピン
グセンターに行ったり、海に行ったりと、少し旅行のよう

な感じもしました。とても英語の上手な韓国人の友達も
できました。日本人以外の学生と会話をするのは自身
にとって貴重な経験で、近くの国だけれど、学校の制度
が全く違ったり、逆に流行しているものは同じだったり
と、話をしていてすごく楽しかったです。留学期間中は
寮生活を通して洗濯をしたり、日本では当たり前のよう
に親にしてもらっていることも自分で取り組み、感謝し
ないといけないなと改めて気付かされました。今回の留
学を、将来に活かすことができたらいいなと思います。

 My Experience Studying Abroad

中2・3年次の年間プログラム

留学への
ステップ例

学期
月

1学期 夏休み 2学期 3学期
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

中
2

中
3

留学期間 7月中旬から2週間

対象学年 中学2年生

資　格 英検3級

定　員 15名程度

留学期間 3月中旬から2週間

対象学年 中学3年生

資　格 問わない

定　員 90名

留学期間 7月下旬から2週間

対象学年 中学3年生

資　格 英検準2級

定　員 15名程度

夏休みを利用してハワイ・オセアニア地域の協定校に2週間、留学します。英語語学研修・同世代交流・本科準備コース体験等、選択す
るプログラムによって目的が異なります。長年、培ってきた各国の学校とのパートナーシップをもとにしたTGI独自のプログラムです。短期留学

期　間 ６月中旬／3日間集中

対象学年 中学3年生

資　格 問わない

定　員 中２全体参加

留学期間 7～8月中、3月中の各10日間

対象学年 中学3年生

資　格 レベルチェックテストをパスすること

定　員 約15名（各クラス）

留学期間 ②3月下旬の5日間、③7月下旬の5日間

対象学年 ②中学2年生、③中学3年生

資　格 問わない

定　員 希望者制

将来的に留学をしたいと考えている人に向けた準備講座をはじめ、英検等の資格取得や大学入試対策にも対応可能な各種のプログラ
ムを用意しています。ネイティブ講師による短期集中講座から、年間を通じた英検対策講座まで、目的に応じて英語力向上を目指します。留学準備・研修

「ジュニアエンパワーメ
ントプログラム英語集
中講座①」を受講。

中学2年  6月
「ジュニアエンパワーメ
ントプログラム英語集
中講座②」を受講。

中学2年  3月
夏休みを利用し、英語
語学研修のために「ハ
ワイ語学研修」受講。

中学3年  7月
英語力を大きく伸ばす
ために、協定校留学で

「長期留学」に出発。

高校1年  8月

CASE.01　グローバルな進路を目指したい

「ジュニアエンパワーメ
ントプログラム英語集
中講座①を受講。

中学2年  6月
「ジュニアエンパワーメ
ントプログラム英語集
中講座②」を受講。

中学2年  3月
友人たちと共に、教員
随行の「オーストラリア
語学研修」に参加。

中学3年  3月
英語力にだんだん自信
がついてきたので「ター
ム留学」に挑戦。

高校1年  1月

CASE.02　広い視野・見識を身につけたい
ハワイへの短期留学を終えて 中学3年 嶋田 京子さん

ワイキキビーチからほど近い環境に立地する英語学校で、午前
中は語学研修を受け、午後からはハワイ観光を通して異文化
体験のほか、ハワイが取り組む環境保護を学習します。現地中
学校での体験も予定しています。一人一家庭のホームステイ
体験を通して海外の文化に触れられる、語学研修コースです。

イギリス、アメリカ、ニュージーランド等、各国出身の14名の外
国人講師を迎えて実施する、15時間集中の英語発信力養成
講座。少人数クラスに分かれて世界の様々な国や文化につい
て学習し、グループワークによるレッスンを進めます。最終日はク
ラス内でコンテストを行い、文化ホールにて各クラスの代表グ
ループが英語発信力を競います。

ケンブリッジ大、オックスフォード大の学生や、東京大、京都大、
早稲田大等に留学中の学生（院生）達と、小グループ編成で、
世界の諸問題等について考え、意見を交換し、個人・グループ
プレゼンをする訓練を行います。本プログラムは、すべて英語で
行われ、プログラム全体を指導するファシリテーター（外国人講
師）等との交流から多くを学びます。

ニュージーランドの北島オークランドにある、語学学校との提携
による10日間の語学研修プログラム。海外の語学学校の授
業で、留学体験ができます。まず体験授業を行い、その後、希望
者にレベルチェックテストを行います。

ニュージーランド・オークランドにある国立大学付属語学学校に
おける英語研修、提携現地公立高校との同世代交流、文化
交流等を行います。

例年、約80名の希望者が参加し、ブリスベン近郊の高校に約
20名ずつに分かれて、英語学習、現地授業、アクティビティーを
行います。携帯電話の持ち込みは禁止です。滞在中は、一人一
家庭のホームステイプログラムを組んでおり、コーディネーターと
教員が各高校に随行するので初めての留学でも安心です。

ハワイ語学研修 

英語集中講座① 英語集中講座②・③ ニュージーランド オンライン語学研修

ニュージーランド
オンライン語学研修

受講者メッセージ

ニュージーランド語学研修 オーストラリア語学研修

ジュニアエンパワーメント
プログラム

ジュニアエンパワーメント
プログラム

ジュニアエンパワーメントプログラム 英語集中講座②ジュニアエンパワーメントプログラム 英語集中講座①

ハワイ語学研修

ニュージーランド語学研修

ジュニアエンパワーメントプログラム 英語集中講座③ オーストラリア語学研修

ニュージーランド
オンライン語学研修

ニュージーランド
オンライン語学研修 ※夏休み期間中の１０日間

みんながうまく聞き取れなかった英語表現をチャット機能を使って
伝えてくれて、とてもよくわかりました。

はじめは緊張してあまり喋られなかったけど、受講していくにつれ、
自分からチャットしたり発言したりできるようになってすごく嬉しかっ
たです。とても楽しかったです。

長期留学に
向けた手続き 各留学

斡旋団体による
合同説明会

4月下旬～
5月初旬

学校へ
希望申込

5月下旬

内部選考

5月下旬～
6月初旬

選考結果
発表

6月下旬

各留学
斡旋団体の
試験を受検

7月以降

長期留学　留学時期… ◎夏出発 高１の8月～高2の6月
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高校
1・2年

飛躍的な英語力の向上を目指して。
確かな準備を経て中・長期留学へ。
留学の目的の一つに英語力の向上があります。長期留学前高1の夏までに最低、英検準2級以上
を取得して中長期の留学を経験すれば、高校卒業までに準1級、TOEFL70点以上を目標としたさ
らなる飛躍が期待できます。先輩達はそれを成し遂げてきています。
もう一つの目的が自己発見です。自分自身が今後何をしていきたいのかその方向性を探り、“それが
何か”を留学を通して見つけてほしいと考えています。

中・長期留学に向けた手続き

留学時期には2種類、高校1年生の夏（8月）出発と、冬（1月）出発があります。交換留学プログラムとして斡旋団体を通して行う「交換留
学」と、ＴＧＩの協定校に直接留学する「協定校留学」という２つの方法があり、英語力を飛躍的に伸ばしたい人に最適です。長期留学

提携校プログラム
説明会

第１回参加希望者
説明会

内部選考
開始

第２回参加希望者
説明会

7月

各留学
斡旋団体による

合同説明会

4月下旬～
5月初旬

学校へ
希望申込

5月下旬

内部選考

5月下旬～
6月初旬

選考結果
発表

6月下旬

各留学
斡旋団体の
試験を受検

7月以降

9月中旬8月下旬 10月中旬

ターム留学　留学時期…1月下旬～3月下旬

長期留学　留学時期… ◎夏出発 高１の8月～高2の6月 ◎冬出発 高１の1月～高2の12月

帝塚山学院泉ヶ丘校が協定を結
ぶオセアニアを中心とした55校に
留学するプログラムです。協定校
一校につき、本校から留学できる生
徒は、原則一人。日本語を話す機
会を最小限にし、英語にひたる環
境を最大限に利用しながら、英語脳
を鍛えることができます。滞在中は
ホームステイとなります。

派遣地域 オーストラリア、ニュージーランド、カナダ

留学期間 １月下旬～３月下旬

資　格 英検準2級、欠課時数、成績等の条件あり

定　員 約３０名

オーストラリア・ニュージーランドを中心とした協定校に約10週間、留学します。南半球の温暖な気候の中、ESLのレッスンや現地の授業、
プログラム等を受講します。日本を離れた生活を通じ、異文化や多様な考え方を身につけるとともに、自身の未来を切り拓く心と力を養います。ターム留学

交換留学斡旋団体のテストを受験し、合格すると、成績や面
接、各国の空き状況等の結果を踏まえ、交換留学生として派
遣されます。留学先は、基本的には各団体が指定します。試
験は各団体による英語試験で、合格の目安としては2次試験
も含めた英検2級程度の英語力が必要です。なお、滞在中は
ホームステイとなります。

協定校留学プログラムでは、帝塚山学院泉ヶ丘校が各高校
教育水準を審査（特に日本理解、第2外国語としての英語教
育）した上で、協定を結んでいる高校に派遣されます。よって、
渡航する国だけでなく、留学する地域やどの高校で学ぶのかと
いったことを、予め知ることができます。なお、滞在中はホームス
テイとなります。

交換留学

派遣地域 オーストラリア

留学期間 7月下旬から2週間

資　格 英検準2級取得が望ましい

定　員 約25名　※希望者数により校内選考あり

派遣地域 オーストラリア、ニュージーランド、カナダ

留学期間 7月下旬から4週間

資　格 英検2級以上。学内面接、成績、欠課時数を考慮

定　員 5名

夏休みを利用してオーストラリアの協定校に2週間から1カ月間、留学します。同世代交流や提携校との交換留学等、選択するプログラムに
よって目的が異なります。長年、培ってきた各国の学校とのパートナーシップをもとにしたTGI独自のプログラムです。短期留学

午前はESL（英語研修）のクラスに入り、午後は協定校である
マルチドール高校の生徒と同世代交流し、アクティビティーを
実施。留学生を生徒がサポートする「バディシステム」により、
現地高校生と親密な関係を構築します。また、一人一家庭の
ホームステイプログラムで、英語に浸る環境で過ごします。

一つの例としてゴールドコーストにある有名進学校オールセイン
ツ高校との交換留学プログラムです。高校1・2年生から3名が選
抜され、Science、Novel、Responsibility and Rights等の学習を
します。尚、オールセインツ高校からも3名が帝塚山学院泉ヶ丘
校に留学生として渡航し、12月に約1ヶ月間、滞在して学びます。

提携校 同世代交流プログラム 提携校 交換留学プログラム

協定校留学 ▶ 高1年次 8月出発
派遣地域 アメリカ、カナダ、ヨーロッパ

留学期間 高1年次 8月中旬～高2年次 6月下旬

資　格 ELTiS等、留学用英語試験に合格すること

▶ 高1年次 1月出発
派遣地域 オーストラリア、ニュージーランド

留学期間 高1年次 1月下旬～高2年次 12月下旬

資　格 ELTiS等、留学用英語試験に合格すること

実施期間 通年

資　格 特になし

定　員 高１国際英語は授業内。その他は希望者制

実施期間 主に2学期の土曜日

資　格 英検2級受講…準2級／英検準1級受講…2級取得

定　員 30名

費用 10,000円

留学をしたいと考えている人に向けた準備講座をはじめ、留学で伸ばした英語力を帰国後さらに強化したい人のためのプログラム等、各種
の英語プログラムを用意しています。英検等の資格取得や、大学入試対策にも対応しています。英語プログラム

セブ島にセンターのある外国人講師と１対１の会話を行う、４
技能・５領域の「やりとり」に特化したレッスンです。即興性を重
要視し、１レッスンで２つのテーマを扱います。会話を潤滑にす
すめるために、レッスンにあたっては事前・事後学習を行い、会
話に役立つ表現や語彙を身につけていきます。

年間を通じて、集中的に映像講座とオンラインを使って、英検
の2次対策までサポートします。英検準1級・2級では、2次試験
の面接でスピーキング技能の測定があります。当講座ではオン
ライン英会話により2次試験に合格するための発音・語彙・コ
ミュニケーション力等を身につけます。

ニュージーランドの北島オークランドにある、語学学校との提携
による10日間の語学研修プログラム。海外の語学学校の授
業で、留学体験ができます。まず体験授業を行い、その後、希望
者にレベルチェックテストを行います。定員を超えた場合は、各
クラス上位から選抜します。

オンライン英会話プログラム 英検準１級・２級映像対策講座 ニュージーランド オンライン語学研修

留学期間 7～8月中、3月中の各10日間

対象学年 高校1年生

資　格 レベルチェックテストをパスすること

定　員 約15名（各クラス）

オーストラリア  ブリスベン

オーストラリア  ゴールドコースト

ニュージーランド  タウランガ

ゴールドコースト・オールセインツ校に1ヶ月通って感じた日本と
の大きな違いは、授業中のディスカッションの多さです。オースト
ラリアでは日本と同様に教科書は読むものの、その内容につい
て徹底して生徒同士で話し合います。
また、留学時の一番の思い出は、ホスト先でルームメートだった
ブラジル人留学生のタリアさんです。私の拙い英語を一生懸命
に聞いてくれて、いつも助けてくれました。ほかに思い出深いの
は、日本食を紹介するためにホスト先でうどんを一緒に打ったこ
と。家にある材料を使って一生懸命作ったうどんは、今まで食べ
た中で一番美味しく、ホストファミリーもとても喜んでくれました。

オーストラリア留学体験 山裾 美緒さん
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留学について  Q&A

海外の教育は、一言でいえば「人を自由にし、個性と才能を引き出す教育」です。日本では
見つけることができなかった個 の々才能や、本当にやりたい事に気付く機会をあたえてくれ
ます。各 の々個性が尊重され、よいところをさらに伸ばす教育を経験することは、大変重要
な自信と将来の指針を与えてくれることになります。海外では高校時にサバイバルキャン
プ、ボランティア活動、寮生活等を通して、自立していきます。日本の中高生に比べ、成長が
早いのはこの教育システムにあります。
ただ、海外で学ぶには厳しい面もあります。ご両親のもとを離れて生活をし、他言語で学習
をするわけですから、想像以上に困難があります。日本での生活は、ぬるま湯のようなもの
で、大きな成長は望めません。だからこそ皆さんには中高生のうちに留学を通じ、こうした新
たな環境に身を置いて学ぶということに、是非、チャレンジしてほしいと思います。そして、世
界中のどこへ行っても生きて行けるような逞しい人間に育ってほしいと願っています。

留学先での困難が成長の糧に。
中学校3年の春休みに本校のオーストラリア語学
研修に参加し、もっと本格的に海外で英語を学びた
いと思い、同じオーストラリアに1年間、長期留学しま
した。留学当初、英語よりもまず人間関係に苦労し
ました。というのも、ホームステイ先のホストファミリー
とうまくいかなかったのです。最終的には、現地の
コーディネーターさんや国際教養部の先生の協力
のおかげでホストチェンジできたので一件落着しまし
たが、自分の意見を英語ではっきりと伝えること、1人
で困難を乗り越えることなど、その過程で経験した多
くのことが自身の成長につながりました。

周りからの刺激が新たな道を切り拓いた。
高校卒業後の進学先をアメリカの大学にした理由
は、アメリカに一年間、留学をして英語ができるよう
になり、語学だけではなく、自身が興味のある分野を
英語で学びたいと思うようになったためです。留学時
のホストファミリーがクリスチャンだったことや、周りの
友人が政治に興味があったりしたことなど、今、振り
返ってみると、出会った多くの人たちが自分に刺激を
与えてくれたことがきっかけとなって、人として大きく
成長することができたように思います。特にアメリカ
の友人が自分に与えてくれた影響は大きく、自分が
興味の持てる分野をみつけることができました。

多くの人に留学を体験してほしい。
現地ではさまざまな人種や民族の人と触れ合う機会
があり、多様性を受け入れる姿勢や異文化を体感
できました。今、振り返ると、留学前にネイティブの先
生に現地のお金の数え方や使い方など、海外の文
化を教えてもらっていたこともありがたかったです。ま
た、国際教養部の先生には留学前だけでなく、留学
中もお世話になり感謝しています。将来は、自身がし
てもらったように、留学生をサポートできるような仕事
に就きたいです。長期留学を経験して、人間的に成
長し、人生が変わるくらいの衝撃がありました。同じよ
うな経験をたくさんの人に味わってもらいたいです。

プログラムにある「語学研修」と「留学」には、どういった違いがありますか。Q.1

語学研修は、現地の英会話学校での英語学習と高等学校の同世代交流プログラムが中心となります。留学は中長期ともに現地高校
の実際の授業を受けて、留学生として現地生徒とともに単位を取得していくところが大きく違います。A.1

中長期の留学プログラムにある「交換留学」と「協定校留学」の違いは何ですか。Q.2

交換留学とは、国際交流機関を通じて行う留学です。長期留学はこのタイプの留学を薦めています。協定校とは帝塚山泉ヶ丘校が
各国各州の教育委員会を通して、直接受入を行うこととのできる高校のことです。ターム留学はこの協定校を通じて行っています。A.2

留学先の高校で履修した科目の、単位認定について教えてください。Q.3

長期留学中（10ヶ月以上）に取得した単位は一括認定されます。よって原級留置することなく、進級することができます。（もちろん、
生徒、保護者の希望により原級留置する場合もあります。）A.3

留学中の学校生活をサポートしてくれる「バディ」とは、どういった人ですか。Q.4

バディとは、現地の高校において語学研修中の世話役のことです。学校についての紹介だけではなくて、研修中ほとんどの時間を
ともに過ごすクラスメート的役割をします。A.4

「ターム留学」「長期留学」のホームステイプログラムについて教えてください。Q.5

一人一家庭を基本としています。日本人以外の留学生がいるファミリーはより良い効果を望めますが、同じホームステイ先に日本人が
二人入ることはないことを条件としています。A.5

留学中に滞在するホストファミリーについて、どのように決定されるのですか。Q.6

相手側受入先高校や教育委員会に、ホストファミリーに対する希望条件、語学研修・留学予定者の健康状態、ワクチン接種状況、
アレルギー等の情報を送ります。希望が全てかなえらることはありませんが、情報を考慮してホストファミリーが選ばれます。A.6

協定校でのESL（English as a Second Language）とは、どのようなものですか。Q.7

ESLとは留学生のように英語を母国語としない生徒用の英語クラスです。留学をする際にこの種類のクラスを教えているかどうかは大変重
要な項目の一つです。ネイティブの先生でもESLに関しての資格があるくらい通常の英語クラスとは違い、各国との文化の違いや言語の違
い等を理解する必要があります。

A.7

留学で身につけた英語力を武器に
目指していた上智大学に合格。

アメリカへの1年間の留学で、
海外大学への進学を決意。

国際英語コース 2022年卒

髙島 咲来さん

国際英語コース 2022年卒

井阪 美宥さん

My Experience Studying Abroad

● 上智大学
● University of Washington 
　（世界ランク22位）
● University of Oregon
● University of California San Diego
　（世界ランク34位）
● University of California San Diego
　 Wait List

大学合格実績

※参考　東京大学…世界ランク35位
　　　　京都大学…世界ランク61位

海の向こうへ行かないと身につけられない力を。 世界で学び、内に秘めた個性と才能を引き出そう。

帝塚山学院泉ヶ丘校 国際教養部
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