
 捜真女学校では6年間に様々な異文化体験の機会があります。どんな海外研修があるのか紹介します。

それぞれの研修に異なった特徴があり、多くは夏休み･春休みの期間を利用した希望制の短期研修です。

外国でどんなことをしてみたいか、どこの国に興味があるか、ご家庭でよく相談して決めて下さい。 

 どの研修においても、研修の内容がより良いものになるよう事前学習会を行います。参加が決まったら

必ず出席し、英会話の練習だけでなく、現地でお世話になる方々への出し物の計画や練習、訪問国や町の

地理･歴史学習など、他の生徒と一緒に真剣に取り組みます。 

 研修の成功のためにはご家族の協力や支えが大切です。研修に興味のある方を対象とした募集説明会と

参加が決まった方のための保護者会は、いずれも生徒と保護者様が対象です。ご都合のつく限り、親子で

ご参加いただき、詳しい研修内容、準備･手続きなどについてご理解を深めていただければ幸いです。 

 

出発までの基本的な流れ 

① 募集パンフレットをよく読む 

② 募集説明会で内容と申込方法をよく聞く 

③ 参加申込書を担任の先生へ提出する 

④ 個人面接で参加したい熱意を伝える 

⑤ 参加が決定したら、パスポートを取得 

⑥ 事前学習会が始まる（出発直前まで） 

⑦ 保護者会で説明をよく聞いて心がまえ 

⑧ 一泊研修（調理実習･出し物の練習など） 

⑨ “自分で”荷物を準備する 

⑩ 元気よく「いってきます！」 

 

 これらの海外研修の他、AFS、YFU、ロータリーク
ラブなどの交換留学で、毎年約10名の高校生が世界 
各国で1年を過ごします。長期留学を希望する場合は、
担任の先生または留学委員会の先生までご相談くださ
い。毎年4月に年間留学説明会を実施しています。 

   10月 募集説明会 
   12月 第1回 保護者会 
     2月 第2回 保護者会 
     3月 第3回 保護者会 
  3月(春休み中) 出発･帰国 
    4月中旬 帰国後報告会 

   アメリカアメリカアメリカ短期研修短期研修短期研修   
（対象: 全学年、主に中学生）（対象: 全学年、主に中学生）（対象: 全学年、主に中学生）   

      1月  募集説明会 
      3月  第1回 保護者会 
      6月中旬  第2回 保護者会 
      7月中旬  第3回 保護者会 
    8月上～下旬  出発･帰国 
      9月上旬  帰国後報告会 

            ｵｰｽﾄﾗﾘｱｵｰｽﾄﾗﾘｱｵｰｽﾄﾗﾘｱ短期研修短期研修短期研修   
               （対象: 高等学部 一 、二年生）（対象: 高等学部 一 、二年生）（対象: 高等学部 一 、二年生）   

    6月  募集説明会 
    9月 第1回 保護者会 
  11月 第2回 保護者会 
  12月 第3回 保護者会 
    1月 出発 
    2月 第4回 保護者会(未定) 
  3月下旬頃 帰国 
    4月 帰国後報告会 

      ｵｰｽﾄﾗﾘｱｵｰｽﾄﾗﾘｱｵｰｽﾄﾗﾘｱ学期研修学期研修学期研修   
（対象: 高等学部 一 、 二年生）（対象: 高等学部 一 、 二年生）（対象: 高等学部 一 、 二年生）   

  7月または10月 募集説明会 
  3月上旬 保護者会 
  3月(春休み中) 出発･帰国 
  4月 帰国後報告会 
   

   カンボジアカンボジアカンボジア研修研修研修   
（対象: 高等学部 一（対象: 高等学部 一（対象: 高等学部 一   ～～～   三年生）三年生）三年生）   

✿「オーストラリア学期研修」以外の研修には、学校からの 
      引率教員が全日程同行します。 



やさしいホストファミリーとの 
心あたたまるホームステイ体験 

屋外アスレチック施設での 

チームビルディング･アクティビティ 

✿行先: オレゴン州･マクミンヴィル 

✿期間: 春休み中の約10日間 

✿滞在: ホームステイ 

✿費用: 450,000～480,000円程度 

✿人数: 15～30名程度 

✿目的: クリスチャン･ホームステイを中心とする異文化体験･理解 

✿背景: 古きよきアメリカのクリスチャン･ホームを捜真の生徒に 
 体験させたいという、2代前の学院長 日野綾子先生の強い 
 願いを形にした研修です。 
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主に中学部 
1 ～ 3 年生 

高等学部 
一、二年生 

老人ホームを訪問し、歌ったり、 英語を使って交流もします 

英会話のクラスでは、時には 踊ったり、ゲームも盛りだくさん！ 

Here! 

捜真の
海外研

修の登
龍門！

 

✿行先: ヴィクトリア州･メルボルン近郊 

✿期間: 8月上旬～中旬   約３週間 

✿滞在: ホームステイ 

✿費用: 450,000～500,000円程度 

✿人数: 最大20名 

✿目的: 現地校およびホームステイ体験を中心とする異文化理解 

✿背景: 2019年に創立95周年を迎えた、オーストラリアにある 
 姉妹校、Strathcona Baptist Girls′Grammar School 
 との信頼関係の上に成り立つ研修です。 

姉妹校
での交

流プロ
グラム

！ 

９年生(中学３年生)が学ぶ、 

テイ･クレガン校舎の前で 

地元ならではの体験もいっぱい！ 

（カヤック､蒸気機関車､動物園など） 

Here! 
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捜真生が英語で紹介する 

日本文化にもオージーは興味津々！ 

電車、バスなどを使って ホストシスターと学校に通います 



高等学部 
一 ～ 三 年生 

高等学部 
一、二年生 

✿行先: ゴールドコーストにある語学学校（現地校入学前の準備学習） 

 および、メルボルンまたはシドニーなどの現地私立女子校 

✿期間: 1月上旬～3月下旬   約３ヵ月間（オーストラリアでのTerm 1） 

✿滞在: ホームステイ 

✿費用: 900,000円～1,000,000円程度 

✿人数: 最大10名程度 

✿目的: 異文化理解を深め、英語力の向上を図る 

✿背景: 1年間も行くことはできないけれど、できるだけ長く、英語圏へ 
 留学体験をしたい方のための研修です。 
 ある程度の英語レベルと精神的に自立することが求められます。 

ゴールド 
コースト 

シドニー 

メルボルン 

帰国後は、そのまま次の学年に
進級できるように準備します。 

まずは語学学校で２～３週間、 現地と英語に慣れることができます 

１月下旬または２月上旬から、 

いよいよ現地では新年度です 

ホームシックになる暇がないほど 

日本とは異なる文化にビックリ!? 

｢体験｣では終わりたく
ない！ 

✿行先: シェムリアップ、プノンペン 

✿期間: 春休み中の約7日間 

✿滞在: ホテル宿泊 

✿費用: 250,000円程度 

✿人数: 15～30名程度 

✿目的: カンボジアの歴史を知り、豊かさや平和について考える 

✿背景: 生徒が中心となって全校からの募金を集め、ピートゥヌー 
 小学校に校舎を贈呈したのが縁で、2002年から子ども達 
 と交流をしています。 

児童養護施設の子ども達と 

様々な方法で心を通わせました 

シェムリアップ 

プノンペン 

同じアジアの国のこと
、 

どれだけ知っています
か？ 

アンコールワット遺跡は 

想像以上の大迫力！ 

人なつっこい現地の子ども達と 
あっという間に仲良くなりました 

空手の演武で盛り上がったり、 
日本文化に興味があるようでした 



アメリカ短期研修、オーストラリア短期研修･学期研修については、留学委員会（以下参照） 
カンボジア研修については、社会科の担当です。興味のある方はお気軽にお問合せ下さい。 

それぞれの研修の特徴  

 海外研修がいくつもあって、結局どれに参加すればいいのか分からないという方もいらっしゃいます。
まずは募集説明会に出席して研修内容について知り、理解してください。どんな背景があり、何を目的と
する研修なのか、活動内容、研修地の様子や気候、ホームステイについてなどを知っていただき、ご心配
なことや疑問に思われることがあれば、早めに解決していただきたいと思います。 

 募集説明会や（参加が決まった方の）保護者会については、開催日が近づくと書面またはポスターなど
でご案内します。様々な事情により、当書オモテ面の日時が変更となる場合もありますので、最新の情報
を必ずご確認くださいますよう、よろしくお願いいたします。 

初海外への安心度 

ホストファミリーとのふれあい度 

英語学習モチベーションアップ度 

とにかく研修内容が楽しい！度 

捜真が大切にすることが分かる度 

ホストシスターと学校へ通える度 

ホストファミリーとのふれあい度 

英語を使って自分から発信する度 

チームワークが求められる度 

オーストラリアの学校体験度 

自分で考え、行動･発信する度 

複数のホストファミリー体験度 

英語力向上のチャンス度 

人間的な成長につながる度 

かわいい子には旅をさせろ度 

知らなかった世界が見える度 

地元の子ども達とのふれあい度 

東南アジアの歴史が理解できる度 

今後の日本･世界に対する意識度 

日頃恵まれていることへの認識度 

 

☺ 高校生のうちに思う存分(本人はまだ足りないようですが)異文化につかってきて、とてもよい経験になった。帰国
後に受けたTOEICが１００点も上がっていたし、英会話の先生の話もとてもよく理解できるとのこと、英語を忘
れないように、毎日CDを聞いている。 

☺ 部活や授業との両立がなかなか思うように進まない時でも、先生方のご指導のおかげで何とか課題をこなし研修に
参加することができました。一つの目標に向かって努力し、その先にはこんなに素晴らしい達成感や喜びがあるの
だということを身を持って学ぶことができる貴重ですばらしい体験だったと言っています。 

☺ 言葉や習慣が異なる国の人たちと共に過ごすことで、異文化に対してオープンで自然な感情が持てること、英語力
向上のモチベーションをあげること、外から日本を見ることを期待して参加させました。予想以上に様々な体験が
楽しく、「またホストファミリーに会いに行きたい。」と言っています。実体験を通して、英語を机上の勉強だけ
ではなく、コミュニケーションツールとして自分から発信するという意識が尐し備わったように思います。 

☺ 何回かある保護者会等に参加し、子どもたちが自分の力で準備している姿に、みんなの熱い思いが感じられ、その
中に娘がいることがとても嬉しいことに感じられた。 

参加生徒の保護者の声  


