
タンザニアに留学したいという理由から 
国際教養学部に入学したものの、提携校ではなくなっていた。 

希望するところに行けないのであれば、 
就活で箔が付くようなところに留学したい 

卒業年数を伸ばしたくないから交換留学に応募 
 

お金が欲しいのでトビタテ に応募したい 

大学に交換留学して社会学を学ぶ 
実践活動として高校生留学団体でのボランティア活動をして、 

大学の講義で学んだことを実証研究として落とし込む。 
それによって、環境が人に与える影響を研究する。 

将来は、途上国の環境を整えることで、 
日本のパートナー国の増加に貢献する。 

本音 

留学計画 



【メインクエスチョン】 

どうして留学をしなけれ
ばいけないのか？ 

【メインメッセージ】 
 
 
 

【キーメッセージ】 
 
 
 
 
 
 

【キーメッセージ】 
 
 
 
 
 
 

【キーメッセージ】 
 
 
 
 
 
 

【キーメッセージ】 
 
 
 
 
 
 

① 
 
 

② 
 
 

③ 
 
 

① 
 
 

② 
 
 

③ 
 
 

④ 
 
 

① 
 
 

② 
 
 

③ 
 
 

④ 
 
 

① 
 
 

② 
 
 

③ 
 
 

④ 
 
 

④ 
 
 

【問い】 

何がまだ足りなくて 
何を学びたいのか？ 

【問い】 

帰国後 
どう活かすのか？ 

【問い】 

すでにあるスキルで 
何を活かせるのか？ 

【問い】 

将来何をしたいか？ 



【キーメッセージ】 

帰国後は社会学の知識を持っ
た上で、教育学を学びたいと
思っている。その結果として将
来的には日本からの支援で「世
界中の子供たちに教育を」を達
成し、日本の魅力を高めたい。 

【キーメッセージ】 

現時点では、学業の一部として
のみ社会学を学んでいるので、
社会学の研究がすすでいる米
国で学び、同時に知識を活用し
た実践研究を行いたい。特に、
多様な人種や社会階層の集ま
る大学でそれを行いたい。 

【キーメッセージ】 

早稲田大学で学んだ知識と教
育経験があり、それらを深める
ために、英語で学ぶ能力と強い
意欲がある。 

①社会学の学びを活かし、教
育を考えられるようになる。 
 

②日本のジェネラリスト教育の
中で、社会学という専門性を持
つことでグローバル人材となる。 

③社会学と教育学の知識で各
国に適した教育を考え、「世界
中の子供に教育を」を達成する。 

①高いレベルの知識が足りな
いので、社会学の研究が一番
進んでいる米国で学びたい。 

②今までに学んだ理論を実際
の社会に当てはめて考える経
験がないので、実践したい。 

③多様な人が一緒に生活して
いることが日本には無いので、
その中で研究したい。 

④社会学の研究が深く、高いレ
ベルで行われている大学で学
びたい。 

①国際教養学部で身につけた
英語力を活かし、留学先の授
業を理解することができる。 

②早稲田大学で学んだ基礎的
な教育社会学の知識 

③サークルやアルバイトで小学
生中学生高校生と関わった経
験 

④強いパッションがあるため、
留学先で環境が大変な中でも
がんばることができる。 

④日本としての教育支援を世
界に行うことで、日本の将来的
パートナー国を作っていく。 

【キーメッセージ】 

世界中の子供たち全てが学校
教育を受けることで、貧困のサ
イクルから抜け出し、豊かで平
和な社会を実現したい。 

①教育を世界中の子供たちが
受けられる社会を作りたい。 

②中国に住んでいた時に、学
校に通えてない子供をみた経
験からそう思った。 

③学校教育を受けられている
のか否かで大きくチャンスが変
わると思うから。 

④世界中の子供たちが自分で
貧困から抜け出せる世界を作
りたい。 

【メインクエスチョン】 

どうして留学をしなけれ
ばいけないのか？ 

【メインメッセージ】 

世界中の子供が学校にいける社会のためには環境的な影響
を考える必要があり、それを一番深く学ぶ事ができる大学に留
学し、そこで同時に学んだことを実際の状況に当てはめて考え
る、実証研究を行ないたい。 

【問い】 

何がまだ足りなくて 
何を学びたいのか？ 

【問い】 

帰国後 
どう活かすのか？ 

【問い】 

すでにあるスキルで 
何を活かせるのか？ 

【問い】 

将来何をしたいか？ 



【キーメッセージ】 

帰国後は社会学の知識を持っ
た上で、教育学を学びたいと
思っている。その結果として将
来的には日本からの支援で「世
界中の子供たちに教育を」を達
成し、日本の魅力を高めたい。 

【問い】 

何がまだ足りなくて 
何を学びたいのか？ 

【問い】 

帰国後 
どう活かすのか？ 

【問い】 

すでにあるスキルで 
何を活かせるのか？ 

【キーメッセージ】 

現時点では、学業の一部として
のみ社会学を学んでいるので、
社会学の研究がすすでいる米
国で学び、同時に知識を活用し
た実践研究を行いたい。特に、
多様な人種や社会階層の集ま
る大学でそれを行いたい。 

【キーメッセージ】 

早稲田大学で学んだ知識と教
育経験があり、それらを深める
ために、英語で学ぶ能力と強い
意欲がある。 

①社会学の学びを活かし、教
育を考えられるようになる。 
 

②日本のジェネラリスト教育の
中で、社会学という専門性を持
つことでグローバル人材となる。 

③社会学と教育学の知識で各
国に適した教育を考え、「世界
中の子供に教育を」を達成する。 

①高いレベルの知識が足りな
いので、社会学の研究が一番
進んでいる米国で学びたい。 

②今までに学んだ理論を実際
の社会に当てはめて考える経
験がないので、実践したい。 

③多様な人が一緒に生活して
いることが日本には無いので、
その中で研究したい。 

④社会学の研究が深く、高いレ
ベルで行われている大学で学
びたい。 

①国際教養学部で身につけた
英語力を活かし、留学先の授
業を理解することができる。 

②早稲田大学で学んだ基礎的
な教育社会学の知識 

③サークルやアルバイトで小学
生中学生高校生と関わった経
験 

④強いパッションがあるため、
留学先で環境が大変な中でも
がんばることができる。 

④日本としての教育支援を世
界に行うことで、日本の将来的
パートナー国を作っていく。 

【問い】 

将来何をしたいか？ 

【キーメッセージ】 

世界中の子供たち全てが学校
教育を受けることで、貧困のサ
イクルから抜け出し、豊かで平
和な社会を実現したい。 

①教育を世界中の子供たちが
受けられる社会を作りたい。 

②中国に住んでいた時に、学
校に通えてない子供をみた経
験からそう思った。 

③学校教育を受けられている
のか否かで大きくチャンスが変
わると思うから。 

④世界中の子供たちが自分で
貧困から抜け出せる世界を作
りたい。 

【メインクエスチョン】 

どうして留学をしなけれ
ばいけないのか？ 

【メインメッセージ】 

世界中の子供が学校にいける社会のためには環境的な影響
を考える必要があり、それを一番深く学ぶ事ができる大学に留
学し、そこで同時に学んだことを実際の状況に当てはめて考え
る、実証研究を行ないたい。 

あなたが 
掲げる未来 
について 

考える
SECTION 

留学を終えた
あなたがどう
社会に影響を
与えるのかを

考える 
SECTION 

１ 

どうしてあなたが留学しなければいけないのかを考えるSECTION 

３ 

２ 

「自分の強み」
を理解する

SECTION 

留学で、何をし
なければいけ
ないのかを具
体的に考える 

SECTION 

(留学先国、大
学、実践活動) 



【メインクエスチョン】 

留学を活かして、将来何
をしたいのか？ 

【メインメッセージ】 
 
 
 

【キーメッセージ】 
 
 
 
 
 
 

【キーメッセージ】 
 
 
 
 
 
 

【キーメッセージ】 
 
 
 
 
 
 

【キーメッセージ】 
 
 
 
 
 
 

① 
 
 

② 
 
 

③ 
 
 

① 
 
 

② 
 
 

③ 
 
 

④ 
 
 

① 
 
 

② 
 
 

③ 
 
 

④ 
 
 

① 
 
 

② 
 
 

③ 
 
 

④ 
 
 

④ 
 
 

【問い】 

何がまだ足りなくて 
何を学びたいのか？ 

【問い】 

帰国後 
どう活かすのか？ 

【問い】 

なぜ留学を 
したいのか？ 

【問い】 

すでにあるスキルで 
何を活かせるのか？ 



【メインクエスチョン】 

留学を活かして、将来何
をしたいのか？ 

【メインメッセージ】 

留学先で、社会学を大学で学ぶと同時に、実証研究を行うこと
で、各国に最適な教育方法を見つける。それによって、将来的
には、世界中の子供が学校教育を受けられる社会を作りたい。 

【キーメッセージ】 

帰国後は社会学の知識を持っ
た上で、教育学を学びたいと
思っている。その結果として将
来的には日本からの支援で「世
界中の子供たちに教育を」を達
成し、日本の魅力を高めたい。 

【問い】 

何がまだ足りなくて 
何を学びたいのか？ 

【問い】 

帰国後 
どう活かすのか？ 

【問い】 

なぜ留学を 
したいのか？ 

【問い】 

すでにあるスキルで 
何を活かせるのか？ 

【キーメッセージ】 

現時点では、学業の一部として
のみ社会学を学んでいるので、
社会学の研究がすすでいる米
国で学び、同時に知識を活用し
た実践研究を行いたい。特に、
多様な人種や社会階層の集ま
る大学でそれを行いたい。 

【キーメッセージ】 

早稲田大学で学んだ知識と教
育経験があり、それらを深める
ために、英語で学ぶ能力と強い
意欲がある。 

【キーメッセージ】 

各国の環境面での影響も考え
た上で、世界中の子供たちが
学校教育を受けられる社会を
作りたい。そのために留学した
い。 

①社会学の学びを活かし、教
育を考えられるようになる。 
 

②日本のジェネラリスト教育の
中で、社会学という専門性を持
つことでグローバル人材となる。 

③社会学と教育学の知識で各
国に適した教育を考え、「世界
中の子供に教育を」を達成する。 

①高いレベルの知識が足りな
いので、社会学の研究が一番
進んでいる米国で学びたい。 

②今までに学んだ理論を実際
の社会に当てはめて考える経
験がないので、実践したい。 

③多様な人が一緒に生活して
いることが日本には無いので、
その中で研究したい。 

④社会学の研究が深く、高いレ
ベルで行われている大学で学
びたい。 

①国際教養学部で身につけた
英語力を活かし、留学先の授
業を理解することができる。 

②早稲田大学で学んだ基礎的
な教育社会学の知識 

③サークルやアルバイトで小学
生中学生高校生と関わった経
験 

④強いパッションがあるため、
留学先で環境が大変な中でも
がんばることができる。 

①社会学を深く学びたい 

②中国での経験から、教育を
広める活動をしたく、そのため
に社会学が必要だと思ったから。 

③社会学を学ばないと、各国に
適切な教育とは何かがわから
ないと思ったから。 

④各国に適切な教育を学んで、
将来はそれを広げていく活動を
したいと思ったから。 

④日本としての教育支援を世
界に行うことで、日本の将来的
パートナー国を作っていく。 



【メインクエスチョン】 

留学を活かして、将来何
をしたいのか？ 

【メインメッセージ】 

留学先で、社会学を大学で学ぶと同時に、実証研究を行うこと
で、各国に最適な教育方法を見つける。それによって、将来的
には、世界中の子供が学校教育を受けられる社会を作りたい。 

【キーメッセージ】 

帰国後は社会学の知識を持っ
た上で、教育学を学びたいと
思っている。その結果として将
来的には日本からの支援で「世
界中の子供たちに教育を」を達
成し、日本の魅力を高めたい。 

【問い】 

何がまだ足りなくて 
何を学びたいのか？ 

【問い】 

帰国後 
どう活かすのか？ 

【問い】 

なぜ留学を 
したいのか？ 

【問い】 

すでにあるスキルで 
何を活かせるのか？ 

【キーメッセージ】 

現時点では、学業の一部として
のみ社会学を学んでいるので、
社会学の研究がすすでいる米
国で学び、同時に知識を活用し
た実践研究を行いたい。特に、
多様な人種や社会階層の集ま
る大学でそれを行いたい。 

【キーメッセージ】 

早稲田大学で学んだ知識と教
育経験があり、それらを深める
ために、英語で学ぶ能力と強い
意欲がある。 

【キーメッセージ】 

各国の環境面での影響も考え
た上で、世界中の子供たちが
学校教育を受けられる社会を
作りたい。そのために留学した
い。 

①社会学の学びを活かし、教
育を考えられるようになる。 
 

②日本のジェネラリスト教育の
中で、社会学という専門性を持
つことでグローバル人材となる。 

③社会学と教育学の知識で各
国に適した教育を考え、「世界
中の子供に教育を」を達成する。 

①高いレベルの知識が足りな
いので、社会学の研究が一番
進んでいる米国で学びたい。 

②今までに学んだ理論を実際
の社会に当てはめて考える経
験がないので、実践したい。 

③多様な人が一緒に生活して
いることが日本には無いので、
その中で研究したい。 

④社会学の研究が深く、高いレ
ベルで行われている大学で学
びたい。 

①国際教養学部で身につけた
英語力を活かし、留学先の授
業を理解することができる。 

②早稲田大学で学んだ基礎的
な教育社会学の知識 

③サークルやアルバイトで小学
生中学生高校生と関わった経
験 

④強いパッションがあるため、
留学先で環境が大変な中でも
がんばることができる。 

①社会学を深く学びたい 

②中国での経験から、教育を
広める活動をしたく、そのため
に社会学が必要だと思ったから。 

③社会学を学ばないと、各国に
適切な教育とは何かがわから
ないと思ったから。 

④各国に適切な教育を学んで、
将来はそれを広げていく活動を
したいと思ったから。 

④日本としての教育支援を世
界に行うことで、日本の将来的
パートナー国を作っていく。 

今までの 

人生、実体験、
価値観、思い
を振り返る 

SECTION 

１ 

２ 

トビタテがあなたに投資する理由を考えるSECTION 

３ 

留学を終えた
あなたがどう
社会に影響を
与えるのかを

考える 
SECTION 

「自分の強み」
を理解する

SECTION 

留学で、何をし
なければいけ
ないのかを具
体的に考える 

SECTION 

(留学先国、大
学、実践活動) 



【メインクエスチョン】 

留学を活かして、将来何
をしたいのか？/どうして

留学をしなければいけな
いのか？ 

【メインメッセージ】 
 
 
 

【キーメッセージ】 

帰国後は社会学の知識を持っ
た上で、教育学を学びたいと
思っている。その結果として将
来的には日本からの支援で「世
界中の子供たちに教育を」を達
成し、日本の魅力を高めたい。 

【問い】 

何がまだ足りなくて 
何を学びたいのか？ 

【問い】 

帰国後 
どう活かすのか？ 

【問い】 

すでにあるスキルで 
何を活かせるのか？ 

【キーメッセージ】 

現時点では、学業の一部として
のみ社会学を学んでいるので、
社会学の研究がすすでいる米
国で学び、同時に知識を活用し
た実践研究を行いたい。特に、
多様な人種や社会階層の集ま
る大学でそれを行いたい。 

【キーメッセージ】 

早稲田大学で学んだ知識と教
育経験があり、それらを深める
ために、英語で学ぶ能力と強い
意欲がある。 

①社会学の学びを活かし、教
育を考えられるようになる。 
 

②日本のジェネラリスト教育の
中で、社会学という専門性を持
つことでグローバル人材となる。 

③社会学と教育学の知識で各
国に適した教育を考え、「世界
中の子供に教育を」を達成する。 

①高いレベルの知識が足りな
いので、社会学の研究が一番
進んでいる米国で学びたい。 

②今までに学んだ理論を実際
の社会に当てはめて考える経
験がないので、実践したい。 

③多様な人が一緒に生活して
いることが日本には無いので、
その中で研究したい。 

④社会学の研究が深く、高いレ
ベルで行われている大学で学
びたい。 

①国際教養学部で身につけた
英語力を活かし、留学先の授
業を理解することができる。 

②早稲田大学で学んだ基礎的
な教育社会学の知識 

③サークルやアルバイトで小学
生中学生高校生と関わった経
験 

④強いパッションがあるため、
留学先で環境が大変な中でも
がんばることができる。 

④日本としての教育支援を世
界に行うことで、日本の将来的
パートナー国を作っていく。 

留学計画の 
目的と概要 

自由記述欄：
困難を克服し

た経験 

留学先 
機関情報： 
主な活動 

 
自由記述欄：
留学によって
どんな自分に
なりたいか 

【問い】 

将来何をしたいか？ 
/ 

なぜ留学を 
したいのか？ 

留学計画の 
目的と概要 

留学計画のタイトル 


