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世界へ広がる国際感覚を

日本人から「地球人」へ
〜より多くの東海大福岡生にグローバルのきっかけを与えたい〜



セコラ・スリ・ベスタリ校
マレーシア文化交流プログラム（10日間）

国境を越えて繋がる友人の輪
　このプログラムは今年で 5 年目を迎えます。毎年数十
名の生徒が福岡からクアラルンプール郊外のベスタリ校
へ行き、現地の交流プログラムに参加します。毎年この
プログラムは一新されており、様々な体験ができるよう
準備されています。また、英語が苦手な生徒でも気軽に
参加でき、かつ国境を越えた友人を作り、１１月には福岡
での歓迎プログラムで再会するというような事もあり、生
徒からとても人気が高いのも特徴です。マレーシアの伝
統料理体験や伝統の遊びの体験、日本文化プレゼンテー
ション、ホームステイなど活動も多岐に渡り、現地のバディ
生徒とベスタリ教員のサポートも万全です。

村本耕太さん（２年連続参加・卒業生）体験談
マレーシアの方々はとても優しく、初対面でも優し
くフォローしてくれて感銘を受けました。現地で英
語を使うことで、今まで見えなかった課題やもっと
うまくなりたいと思うようになりました。また、この

経験で自分自身の視野が広がり、現在でもマレーシアの友人と連絡を取り
合って、国境を越えた友人が出来ました。

費用：約10万円（昨年度）　対象：全校生徒
7月下旬〜8月上旬 

修学旅行選択制（海外コース）
オーストラリア（5 泊 7 日）／グアム（4 泊 5 日）

文化にも触れ、語学にも触れた修学旅行を

費用 ： オーストラリア（約２８万円）、
グアム（約１９万円）

対象：2年生　3月上旬実施

希望者

希望者

　修学旅行オーストラリアコースでは、文化
的な学びだけではなく、語学研修も兼ねてい
ます。内容も充実したものとなっており、語
学学校での英会話授業・シティ船による市内
散策ツアー・オージー流BBQ体験・ボディボー
ド体験・ホームステイなど語学を使って学ぶ
要素が他の修学旅行よりも多くあります。語
学学習しながら、楽しい修学旅行を目指して
います。このコースも３年目を迎え、進化し
ています。（昨年度：13 名、一昨年度：36 名）
　グアムコースでは、現地ならではの学びと
なります。活動内容は、太平洋戦争に関わる
平和学習、マリンスポーツ（バナナボートや
シュノーケリング、ビーチフラッグ）、BBQ、現
地の学校との交流となっております。非常に
充実した修学旅行で、気軽に行け、冬でも夏
を感じることができ、生徒からの人気も高い
コースとなっております。毎年100名程が参
加しています。

短期研修：個人の海外旅行では出来ない異文化交流を体験したい方、
長期留学への 1st ステップとして。国際交流のきっかけに！



セコラ・スリ・ベスタリ校
マレーシア交換留学プログラム

（３カ月）

シティポイント・クリスチャンカレッジ校
オーストラリア中期留学プログラム

（ブリスベン：約70日間）

より長く、より深い学びを

充実した留学生活を

　今年度より実施されるプログラムで、国際交流プログ
ラムの中でも最長の 3 カ月留学となっております。マレー
シアで姉妹校ベスタリ校の生徒とともに、英語の環境の
中で文化に触れ、語学力を伸ばし、国際感覚を養うプロ
グラムです。ホームステイ先は、ベスタリ校の中で、厳
選されたホストファミリー邸に滞在し、安心して生活する
ことができます。本校生徒に人気があるベスタリ校プロ
グラムの中期留学となっております。

花田愛美さん（在校生）　体験談
この中期留学プログラムを体験して、私はこのプログ
ラムでオーストラリアの文化や英語でのコミュニケー
ションの取り方を学びました。この経験を通して、今後、
外国の方との交流の幅を広げたいと考えるようになり、

国際交流につながる様々な活動に積極的に参加し、色々な事を学びたいです。
また、大学では海外の事をもっと詳しく学び、行ったことがない国へ行き、見
識を広めたいと思います。

費用：約 45 万円（昨年度）　催行人数：2 名
対象：１〜２年生　英検 3 級以上保持、CEFR：A2 以上

（英検準 2 級以上が望ましい）その他、成績条件あり。
（詳細は、マレーシア中期留学募集要項にて）
7 月下旬〜 10 月下旬

　このプログラムでは語学力を向上させるカリキュラム、
オーストラリアの文化に触れ、実践的な英語力を向上さ
せる活動が準備されています。シティポイント校は日本
の高校生を、英語検定で準２級、２級、準１級、１級へ
と英語力をアップさせた実績を持っている学校です。昨
年度よりこのプログラムは実施され、本校から 5 名の生
徒が留学しました。
※プログラムの一部抜粋
メントープログラム（お世話役が付き、学校生活をサポー
ト）オージーペアレントプログラム（教会から選ばれた、
オーストラリア人が、週１回マンツーマンで文化などを会
話形式でレッスン）
ホームステイサポー
ト、ゴールドコース
ト観光ツアー、調理
実習メントーピクニッ
クなど。

条件あり

条件あり

たっぷり時間をつかって、交流と体験をし、
多様な文化への理解を深め、視野・考え方をもっと広げたい方。中期留学：

費用：約 140 万円　催行人数：1 名〜15 名
対象：１〜２年生　英検３級以上保持、
CEFR：A2 以上（英検準 2 級以上が望ましい）
1月下旬〜4月上旬



ハワイ東海インターナショナルカレッジ（HTIC）
SHIPプログラム（約50日間）

ハワイの学園施設で充実した留学生活を

費用：約110万円　対象：高校３年生
毎年1月〜2月

　Hawaii Tokai International College
で毎年実施されており、高校 3 年生の 1 月
から約 2 カ月間、独自のプログラムでみっちり 
と英語を鍛えられ、ディスカッションやリサー
チ、実地調査などを経て自主的に学ぶ機会
が提供されます。また、フィールドトリップ 
や現地高校生との交流会、寮内で一緒に生
活するアメリカ人の生徒やアジアからの留
学生との共同生活を通して、異文化理解を
深めます。
　また、このプログラムは東海大学の付属
高校生から構成されており、「実践的な英
語力の向上」「大学にて必要となる学習スキ
ルと学習習慣の習得」「異文化の認識と理解」

「自立心と協調性の確立」という４つのテー
マを主題として、研修が行われます。毎年、
6 月上旬から募集を募り、付属高校生 30
〜 40 名が参加しています。

希望者

東海大学ならではの学園スケールで、
ワンランク上の国際交流。

　東海大学の付属高校は全国に１４校あります。その付属
高校生徒と一緒にヨーロッパのデンマーク、フランス、ド
イツ、オーストリアなどを回ります。他の学校の生徒たち
との交流会や報告会・研修もあり、充実した研修旅行を
体験できます。12 月下旬に毎年実施されており、毎年
本校からも参加しております。ヨーロッパの本場のクリス
マスを味わうことができます。

佐野 想くん（卒業生）　体験談
普段日本では見ることができない細部にまでこだ
わられた建築物やアートはとても興味深く本当に
面白かったです。その中でも最も心に残ったのは
フランス・パリでした。ルーブル美術館では、心
を弾ませてモナ・リザを探したことを覚えていま

す。この研修旅行で培った感性や得た経験や知識を、将来の夢である
デザイナーの道に活かして、今後も努力を続けていきたいです。

ヨーロッパ研修旅行（10日間）

東海大学の付属高校生とともに広い視野を手に入れる

費用：約50万円　対象：全校生徒
12月下旬実施

学園主催の国際交流：

希望者



宗像フェス〔福津市恋の浦〕：
日韓環境文化交流プログラム  〜釜山外国語大学〜

本校にて：
ベスタリ校歓迎プログラム（7 日間）

身近な国際交流を福岡で

東海大福岡で繋げる国境を越えた国際交流
　毎年 11 月上旬に、約 20 名前後の生徒が
ベスタリ校からやってきます。ほとんどのクラス
に 1 名ずつ入り、国際交流の一環として教室
で学び、毎年多くの生徒が積極的に交流を図
り、貴重な体験ができるプログラムです。また、
バディやホストファミリーに立候補することもで
きます。このプログラムの特色は、国内にいな
がら日頃の生活の中で国際交流ができることで
す。卒業後も連絡を取り合って、国境を越えて、
ベスタリの友人と会う人もいます。
　プログラムの内容は、両校の生徒同士が制
服体験やマレーシア文化プレゼンテーションマ
レーシア料理体験など様々な活動を通して、国
際交流を行います。本校のバディ生徒の多くは
自主的に、このイベントの運営に携わり、ベス
タリ校生徒の日本での生活のサポートを行いま
す。国際交流の第一歩としてこのプログラムに
参加してみてはいかがでしょうか？

費用：0円　対象：全校生徒　6月〜9月

費用：0円　対象：全校生徒
11月上旬〜中旬

　2018 年度から始まり、日韓の学生・生徒が協働で大陸文化の
交流と歴史、環境の実態と今後の課題を学びあいながら学生同士
の友情を育むプロジェクトです。昨年は７月に、本校生徒が韓国
の釜山外国語大学へ行き、プロジェクトの事前打ち合わせを行い、
活動計画の立案をしました。共同イベントの内容は、日韓共同海
洋プラスティックリサイクル事業や宗像フェス共同出店など 6 月か
ら 8 月にかけて、幅広い分野で活動します。11 月には日本人学
生による釜山外国語大学での出前授業も行いました。宗像フェス
では、ブース運営に本校生徒約 20 名が、釜山外国語大学の生徒
と協力して韓国料理の共同出店を行いました。次年度以降も釜山
外国語大学・福岡教育大学・日赤看護大学の学生と協力して、フィー
ルドワークを通して、友好を深めつつ、国際交流を行う予定となっ
ております。このプログラムは福岡で気軽に参加できます。

中村美湖さん（卒業生）　体験談
私は日韓環境文化交流プログラムに参加して、韓
国の大学生と一緒に食ブース運営に携わりました。
韓国に行って打合せや研修など大変でしたが貴重な
体験となりました。現在は東海大学のアジア学科に
進学し、さらに専門性を身に付け、将来は日本と韓
国の架け橋となる仕事に就きたいです。

全員可

全員可

国内での国際交流：東海大福岡なら留学生との交流はもちろんのこと、
様々な企画で国際交流を実施しています。



入試イベント

オープンスクール 入試対策説明会
〈中学生と保護者対象〉 〈中学生と保護者対象〉

国際交流などについて
個別相談ブースを設けます。
ぜひ、ご利用ください。

本校の教員からの直前アドバイス。
入試説明会終了後、個別に相談可能です。
イベント全日程において、赤間駅より本校のスクール
バスで送迎します。

https://www.fukuoka.tokai.ed.jp/

東海大福岡 検索〒811-4193 福岡県宗像市田久1丁目9番2号　TEL：0940-32-3311／ FAX：0940-33-7466

詳しくは
WEBへ!

※お問い合わせ・ご質問は、WEB サイトからお気軽にどうぞ。

舟越万祐さん 
（卒業生） 
体験談
私の夢は一流のホテ
ルコンシェルジュにな
ることです。 英語を
話せるようになるた

めには厳しい環境下へ行き、現地で英
語を学ぶことが１番だと感じ、東海大学
ハワイキャンパスへ付属推薦を利用して
進学を決めました。ハワイキャンパス卒
業後はアメリカの大学へ編入して、より
高い知識を身に付け、将来の夢を実現
させたいです。

　本校には、近い将来海外で活躍できる英語の専門性を身に付けるための他の高校に
はない独自のルートがあります。それが、東海大学ハワイインターナショナルカレッジ
です。本校生徒は、高校卒業後の進路先の１つとして、付属校推薦制度を利用して、
入学することが可能です。この学校は、米国西地区・大学協会の基準認定を受けてお
り、米国短期大学士の学位を取得できます。HTIC 卒業後は、提携協定を結んでいる
日本の４年制大学、アメリカ州立大学やアメリカの４年制大学に編入することも出来ま
す。勿論、日本に戻り、東海大学へ編入することもできます。
　近年の就職活動では、他の学生とは異なった経験を持つ学生を欲しがる大手企業が
多くあります。その就職活動を大きなアドバンテージを持って臨むことができます。あ
るいは英語に携わる仕事に就く、英語のプロフェッショナルになる進路がここ、東海大
学付属福岡高校には存在します。

ハワイ東海インターナショナルカレッジ
（HTIC）

夢を広げて、世界へと

対象：高校３年生
2018年度 進学実績2名

付属
推薦

東海大福岡を卒業したらハワイへ進もう! ２年後には成長した自分と世界が舞台となるステージ
が待っています（東海大及び他の大学に編入可能）




