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報道関係各位 
株式会社留学ジャーナル 

留学ジャーナル『2018 年中高生夏休み留学動向』を発表 

中高生の夏休み留学予定者が過去 10 年で最多※ 

～高校 1年生が 24％増と留学の若年化が進む。人気留学先は 5年連続バンクーバーが 1位～ 
※毎年 5 月末時点での夏季短期留学プログラム（8 週間以内）申込者数の比較による 

 
雑誌「留学ジャーナル」の発行元であり、日本最大級の留学エージェントでもある株式会社 

留学ジャーナル（本社：東京都新宿区信濃町 34 JR 信濃町ビル、代表取締役社長：髙木 憲一郎、

以下「留学ジャーナル」）は中学生・高校生の今夏の短期留学申込み状況を「2018 年中高生夏休み

留学動向」としてまとめましたので、以下の通りご報告いたします。 
 

＝調査結果トピックス＝ 

【「2018 年中高生夏休み留学動向」申込者データより抜粋】 
■中高生の夏休み留学予定者が過去 10 年で最多。高校 1 年生は昨年比 24％増。 
中高生の夏の留学申込者数は過去 10 年で最多となりました。学年別の申込者数では高校 3 年生を

除く全ての学年で前年より増加となり、特に高校 1 年生では昨年比 24％と大きく増加する結果とな

りました。 
 
■留学期間は 6 割が「2 週間」を選択。部活動や夏期講習など日本での活動に影響を与

えない期間が人気。 
留学期間ではすべての学年で、2 週間の割合が最も高くなりました。一般的に、夏休み期間は、学校

で行われる補講や部活動、塾の夏期講習などスケジュールが多く入る時期のため、これらの活動に

影響を与えない比較的短い期間での留学が選ばれやすくなっていると推測されます。 
 
■中高生の人気留学先はカナダ・バンクーバーが 5 年連続 1 位を獲得。 
国別では「カナダ」「オーストラリア」「アメリカ」が 5 年にわたり 1～3 位を独占。 

中高生の人気留学先はバンクーバーが 5 年連続 1 位と、人気留学先として安定した地位を築いてい

ます。国別の留学先ランキングでは過去 5 年にわたり 1～3 位を「カナダ」「オーストラリア」「アメ

リカ」が独占する結果となりました。 
 
◆出版・印刷物等へデータを転載する際には、必ず「留学ジャーナル」とクレジットを入れ、下記までご一報くださいま

すようにお願いいたします。 

【中高生向け関連イベントのご紹介】 
留学ジャーナルでは、中高生向けの関連イベントとして、留学の基本やトビタテ！留学 JAPAN 高校

生コースについてもわかる留学フェア「中学生・高校生のための留学を考える一日」を全国 5 拠点の

留学ジャーナルカウンセリングセンターで開催します。 
【開催日】東京 8 月 19 日（日）、大阪・名古屋・広島・福岡 8 月 25 日（土） 
【費 用】入場無料、セミナー・個別無料相談要予約（※個別無料相談は東京会場のみ予約不要） 

※イベント詳細につきましては本リリース 4 ページ目をご参照下さい。なお、取材をご希望の際は下記ま

でお問い合わせくださいますようお願いいたします  
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■調査結果サマリー 

「2018 年中高生夏休み留学動向」 
【データ概要】 

調 査 対 象：2018 年 5 月末時点における、2018 年 7 月～9 月に 8 週間以内の短期留学プログラム※ 

での出発予定の中学生・高校生 
※8 週間以内の弊社留学プログラム 

 
調査データ：2018 年 5 月 31 日までに留学ジャーナルの短期留学プログラムに申し込まれた中学生・

高校生のデータ 
 

＜夏の短期留学 申込み状況＞ 
■中高生の夏休み留学予定者が過去 10 年で最多。高校 1 年生は昨年比 24％増。 
中高生の夏の留学申込者数は過去 10 年で最多となりました。学年別の申込者数では高校 3 年生を

除く全ての学年で前年より増加となり、特に高校 1 年生では昨年比 24％と大きく増加する結果と

なりました。年々、国内の大学で留学制度の充実化が図られている中、大学進学後、長期留学をし

たいと考える高校生が、今のうちに短期留学で海外経験を積んでおきたいと考え動いていること

が、増加の要因のひとつとなっていると考えられます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■留学期間は 6 割が「2 週間」を選択。部活動や夏期講習など日本での活動に影響を与えない

期間が人気。 
留学期間ではすべての学年で、2 週間の割合が最も高くなりました。一般的に、夏休み期間は、学校

で行われる補講や部活動、塾の夏期講習などスケジュールが多く入る時期のため、これからの活動

に影響を与えない比較的短い期間での留学が選ばれやすくなっていると推測されます。一方高校 3
年生では、約 4 割が 3 週間以上の留学申込みをしており、高校卒業後に海外進学を見据えている層

が、英語力を伸ばすために長い期間留学をしていることが伺えます。 
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■中高生の人気留学先はカナダ・バンクーバーが 5 年連続 1 位を獲得。 
国別では「カナダ」「オーストラリア」「アメリカ」が 5 年にわたり 1～3 位を独占。 

中高生の人気留学先はバンクーバーが 5 年連続 1 位と、人気留学先として安定した地位を築いてい

ます。国別の留学先ランキングでは過去 5 年にわたり 1～3 位を「カナダ」「オーストラリア」「アメ

リカ」が独占する結果となりました。カナダは、治安が良い留学先として、常に人気があり、特に、

夏休みシーズンは日没時間が遅く夜でも明るいことから、安全面を心配する高校生の保護者から選

ばれやすくなっていると考えられます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

中高生の留学先ランキング（都市別） 

2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

1位 バンクーバー(CA) バンクーバー(CA) バンクーバー（CA） バンクーバー（CA） バンクーバー（CA）

2位 パース(AU) トロント(CA) パース（AU） パース（AU） サンディエゴ（US）

3位 トロント(CA) パース(AU) トロント（CA） トロント（CA） パース（AU）

4位 ロサンゼルス(US) ロンドン(GB) オークランド（NZ） オークランド（NZ） トロント（CA）

5位 オークランド(NZ) オークランド(NZ) ロサンゼルス（US） ケンブリッジ（US） オークランド（NZ）

6位 ケンブリッジ(GB) ロサンゼルス(US) サンディエゴ（US） ボストン（US） ロサンゼルス(US)

7位 ロンドン(GB) ケンブリッジ(GB) ロンドン（GB） ロンドン（GB） ロンドン（GB）

8位 ヌーサ(AU) ヌーサ(AU) ケンブリッジ（GB） ケンブリッジ（GB）

9位 シドニー(AU) ブリスベン（AU） ブリスベン（AU）

10位 ピッツバーグ（US） サンフランシスコ（US）
サンディエゴ（AU） シドニー（AU） サンフランシスコ（US）

サンディエゴ（US）
サンタバーバラ（US）

サンフランシスコ（US）
ブリスベン（AU）

中高生の留学先ランキング（国別） 
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＜中高生向け関連イベントのご紹介＞ 
■留学の基本や、トビタテ！留学 JAPAN 高校生コースについてもわかる留学フェア 
「中学生・高校生のための留学を考える一日」全国 5 会場で開催 
留学ジャーナルでは留学の基本や、トビタテ！留学JAPAN高校生コースについてもわかる留

学フェア「中学生・高校生のための留学を考える一日」を全国5拠点の留学ジャーナルカウンセリング

センターで開催します。 

当フェアは、留学に興味のある中学・高校生やその保護者の方向けに、留学の基本から、留学を成

功させるポイントまでトータルにわかる留学フェアです。様々なセミナーを通して、1週間の短期留学

から大学留学まで、中高生ができる・目指せる留学をわかりやすくご紹介します。また、東京・大阪

の会場では、トビタテ！留学JAPAN高校生コースについて、例年の募集内容や条件などをわかりや

すくご説明するセミナーも開催します。なお、すべての会場で、経験豊かな留学カウンセラーに留

学の不安や疑問に思うことを相談できる無料相談コーナーをご用意しています。 

【開催日】東京 8 月 19 日（日）、大阪・名古屋・広島・福岡 8 月 25 日（土） 

【費 用】入場無料、セミナー・個別無料相談要予約（※個別無料相談は東京会場のみ予約不要） 

【一般参加者のお問い合わせ、ご予約】 
フリーコール（携帯からも受付可）：0120‐890‐987 
WEB サイト： https://www.ryugaku.co.jp/high_stu/tobitate/  

【個別カウンセリング時間】 
東京 13:35～17:00 大阪、名古屋、広島、福岡 13:00～18:00 

【セミナー内容と時間】 

セミナー内容 東京 大阪 名古屋 広島 福岡 

トビタテ！留学 JAPAN 高校生コース 
がわかるセミナー 13:00~13:35 13:00~13:35 ----- ----- ----- 

体験者に聞く！中高生の留学 13:45~14:25 ----- ----- ----- ----- 

今から準備！短期留学セミナー 14:35~15:05 13:45~14:15 13:00~13:30 14:00~14:50 13:00~13:50 

海外の高校で学ぶ！高校留学セミナー 15:10~15:40 15:00~15:30 13:45~14:15 15:00~15:50 14:00~14:50 

日本と海外併願もできる！ 
大学進学留学セミナー 15:50~16:30 15:40~16:20 14:30~15:10 16:00~16:50 15:00~15:50 

【会場】 
＜東京会場＞東京留学ジャーナルカウンセリングセンター 

所 在 地：東京都新宿区信濃町34 JR信濃町ビル6F 
アクセス：JR総武線「信濃町駅」駅直結徒歩30秒 

＜大阪会場＞大阪留学ジャーナルカウンセリングセンター 
所 在 地：大阪市北区梅田1-11-4 大阪駅前第4ビル21F 
アクセス：JR「大阪駅」より徒歩6分、地下鉄御堂筋線「梅田駅」より徒歩5分 

＜名古屋会場＞名古屋留学ジャーナルカウンセリングセンター 
所 在 地：名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋 6F 
アクセス：JR名古屋駅（桜通口）出口、名古屋市地下鉄（中改札口／北改札口）より徒歩1分 

＜広島会場＞広島留学ジャーナルカウンセリングセンター 
所 在 地：広島市中区立町2-29 朝日日通広島ビル8F 
アクセス：広島電鉄 路面電車 立町電停向かい 

＜福岡会場＞福岡留学ジャーナルカウンセリングセンター 
所 在 地：福岡市中央区天神1-6-8 天神ツインビル6F 
アクセス：西鉄福岡（天神）駅より徒歩1分、地下鉄空港線「天神駅」より徒歩5分、 

地下鉄七隈線「天神南駅」より徒歩7分 

https://www.ryugaku.co.jp/high_stu/tobitate/

