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海外語学研修(2018年度紹介) 
～ 世界に友だちをつくろう ～ 

Let’s make friends in the world. 

CCA高校との交流 
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（１）「世界に友だちをつくろう」 

  Let’s make friends in the world 

■目標（goal） 

①have a wide international perspective 

      広く国際的な視野に立つことのできる人間 

②develop a practical communication ability 

     実践的な語学学習とコミュニケーション能力 

③have more sensitivity 

                  through an intercultural experience  

     異文化体験による豊かな感性 

④ understand  other countries and our country 

         自国・他国に対する理解とグローバルな視点 

 

→reflect on our way of life  
 自己の在り方・生き方を振り返る 
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(２)海外語学研修の概要 

the outline of the language training in America 
 

• アメリカ西海岸、サンディエゴ９～１０日間 

    stay at American West Coast and San Diego for 10days 

• 希望者のみ（昨年度は５４名の参加） 

     voluntary participation 

• 生徒は二人一組でのホームステイ 

     paired homestay  

• 現地高校生や大学生との交流、大学訪問、特別講義、語学学校での研修等 

  interact with local students, learn at local university and  

    English language school, and so on 

• 事前研修（英語１２回、自主１０回、報告会１回 グローバルキャンプ、オンラ
イン英会話 など） 

     about 30times pre-training class 



月日 曜 時刻 

 
1日目 

 

3月26日 月 

 
午後 

 

成田空港集合 

飛行機にてロサンゼルスへ                 【機内泊】 

午前 

ロサンゼルス空港に到着 
入国審査・手荷物審査後、バスでサンディエゴへ移動 

ホストファミリー宅へ                【ホームステイ泊】 

2日目 3月27日 火 
午前 

午後 

語学学校にて英語レッスン(４クラス) 
カリフォルニア大学サンディエゴ校にて 

日本人研究員の特別講義・キャンパスツアー 【ホームステイ泊】 

3日目 3月28日 水 
午前 

午後 

語学学校にて英語レッスン(４クラス) 
カリフォルニア大学サンディエゴ校にて、アメリカ人大学生と 

ディスカッション＆プレゼンテーション      【ホームステイ泊】 

4日目 3月29日 木 
 

終日 
 

現地高校への体験入学・交流          【ホームステイ泊】 

5日目 3月30日 金 
 

終日 
 

現地高校への体験入学・交流          【ホームステイ泊】 

6日目 3月31日 土 終日 

 
現地高校の生徒とフィールドワークやアクティビティを行いながら 
オールドタウン観光＆ビーチパーティ      【ホームステイ泊】 
 

7日目 4月  1日 日 
 

終日 
 

ホストファミリーとの休日              【ホームステイ泊】 

8日目 4月 2日 月 
午前 
午後 

ホストファミリーと別れ、バスでロサンゼルスへ移動 
南カリフォルニア大学にて、現地学生とキャンパスツアー＆ディスカッション。その後、ハリウッド観光。
夕食後、8日間を振り返るReviewing Meeting を実施                【ホテル泊】 

9日目 4月 3日 火 
午前 
午後 

ホテルからロサンゼルス空港へ移動 
飛行機にて成田空港へ                    【機内泊】 

10日目 4月 4日 水 午後 成田空港到着後、解散 

(３)スケジュール 
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(４)語学学校での研修 

(learn at local language school) 
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(５)大学訪問①  

interaction with a local university 
カリフォルニア大学サンディエゴ校 
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(５)大学訪問② 

  interaction with a local university 

  南カリフォルニア大学 
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(６)現地高校CCAとの交流➀ 

interaction with a local high school  
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(６)CCA（アクティビティ）② 

interaction with a local high school 
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(７)ホストファミリーとの出会い 

life with a host family 
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(８)総括  (最終日に一人一人が学んだことを英語で語る) 

     talk about summary of the training 

 


