
新入生の皆さん、星林高校に

国際教育部

文化理解や語学、コミュニケーション能力の向上を

促進するために、様々なサポートをしています。気

軽に訪ねて来てください！

主に、次のようなことを行っています。

 

⑴語学研修や留学などの相談・紹介

⑵TOEIC

検定の応援

⑶異文化理解や異文化コミュニケーションに関

する講演やセミナーなどの企画、実施

⑷姉妹校等との交流事業の企画、実施

⑸雑誌の貸出や閲覧

  

    

    

  

 

 

 

 

 

               

本年度

ぜひとも受け入れにご協力ください。

～よくある質問～

Q1:

A1:

Q２

A2

る方

できる学生も多く、また、

日本語や日本に興味が

ある学生たちですので

なんとかなります。星林生徒諸君、君たちの実力

発揮のときです。

事前に、条件や事情を確認しますので、興味の

あるご家庭は

April 12nd

新入生の皆さん、星林高校に

国際教育部（テニスコート横の棟

文化理解や語学、コミュニケーション能力の向上を

促進するために、様々なサポートをしています。気

軽に訪ねて来てください！

主に、次のようなことを行っています。

語学研修や留学などの相談・紹介

TOEIC、英語・中国語・韓国語・スペイン語

検定の応援 

異文化理解や異文化コミュニケーションに関

する講演やセミナーなどの企画、実施

姉妹校等との交流事業の企画、実施

雑誌の貸出や閲覧

 貸出：ENGLISH

     中国語ジャーナル

     韓国語ジャーナル

 閲覧：JICA

               

本年度もホームステイが予定されて

ぜひとも受け入れにご協力ください。

～よくある質問～

Q1:１人部屋が必要ですか？

A1:相部屋でもかまいません。

２:言葉がわかりません。

A2:簡単な英

方なら大丈夫です。英語が

できる学生も多く、また、

日本語や日本に興味が

ある学生たちですので

なんとかなります。星林生徒諸君、君たちの実力

発揮のときです。

事前に、条件や事情を確認しますので、興味の

あるご家庭は

2nd，201

新入生の皆さん、星林高校に

（テニスコート横の棟

文化理解や語学、コミュニケーション能力の向上を

促進するために、様々なサポートをしています。気

軽に訪ねて来てください！

主に、次のようなことを行っています。

語学研修や留学などの相談・紹介

、英語・中国語・韓国語・スペイン語

 

異文化理解や異文化コミュニケーションに関

する講演やセミナーなどの企画、実施

姉妹校等との交流事業の企画、実施

雑誌の貸出や閲覧 

ENGLISH JOURNAL

中国語ジャーナル

韓国語ジャーナル

JICA 機関誌 等

               

ホームステイが予定されて

ぜひとも受け入れにご協力ください。

～よくある質問～ 

１人部屋が必要ですか？

相部屋でもかまいません。

言葉がわかりません。

簡単な英会話に興味のあ

なら大丈夫です。英語が

できる学生も多く、また、

日本語や日本に興味が

ある学生たちですので

なんとかなります。星林生徒諸君、君たちの実力

発揮のときです。語学の勉強にもなりますよ。

事前に、条件や事情を確認しますので、興味の

あるご家庭は、ぜひとも登録をお願いします。

2017 国際教育部

新入生の皆さん、星林高校にはもう慣れましたか

（テニスコート横の棟 1

文化理解や語学、コミュニケーション能力の向上を

促進するために、様々なサポートをしています。気

軽に訪ねて来てください！ 

主に、次のようなことを行っています。

語学研修や留学などの相談・紹介 

、英語・中国語・韓国語・スペイン語

異文化理解や異文化コミュニケーションに関

する講演やセミナーなどの企画、実施

姉妹校等との交流事業の企画、実施

JOURNAL 

中国語ジャーナル 

韓国語ジャーナル 

等 

                

ホームステイが予定されて

ぜひとも受け入れにご協力ください。

１人部屋が必要ですか？ 

相部屋でもかまいません。 

言葉がわかりません。 

味のあ

なら大丈夫です。英語が

できる学生も多く、また、

ある学生たちですので

なんとかなります。星林生徒諸君、君たちの実力

語学の勉強にもなりますよ。

事前に、条件や事情を確認しますので、興味の

ぜひとも登録をお願いします。

国際教育部 Vol.1

はもう慣れましたか

1 階）では、異

文化理解や語学、コミュニケーション能力の向上を

促進するために、様々なサポートをしています。気

主に、次のようなことを行っています。 

 

、英語・中国語・韓国語・スペイン語 

異文化理解や異文化コミュニケーションに関 

する講演やセミナーなどの企画、実施 

姉妹校等との交流事業の企画、実施 

ホームステイが予定されています。

ぜひとも受け入れにご協力ください。 

なんとかなります。星林生徒諸君、君たちの実力

語学の勉強にもなりますよ。

事前に、条件や事情を確認しますので、興味の

ぜひとも登録をお願いします。

Vol.1 

はもう慣れましたか♪ 

では、異

文化理解や語学、コミュニケーション能力の向上を

促進するために、様々なサポートをしています。気

 

 

います。 

なんとかなります。星林生徒諸君、君たちの実力

語学の勉強にもなりますよ。 

事前に、条件や事情を確認しますので、興味の

ぜひとも登録をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

本校では、

交流・ホームステイを通しての国際交流活動、国

際理解教育を実践しています

今年

タイ国

チョンブリー校

旅行を実施します。

文化に触れて

部まで！

 

  

受験希望者は

国際教育部まで

オーストラリア

ルーサラン

（6

4 月

4 月

5

随時受付

5

国際交流科

本校では、海外の高等学校の学校活動への参加

交流・ホームステイを通しての国際交流活動、国

際理解教育を実践しています

今年度の交流活動の一つとして、

タイ国立カセサート大学付属

チョンブリー校

旅行を実施します。

文化に触れてみよう！

部まで！ 

 

受験希望者は 4

国際教育部まで

受験日：

受験料：

オーストラリア

ルーサラン カレッジ訪問団受入

6 月 12 日～

案内 

締切 

月 18 日 
ブルネイ・異文化体験と青少年

月 27 日 

5 月上旬 

随時受付 

長期（

【

5 月末 

国際交流科 

全員 

海外の高等学校の学校活動への参加

交流・ホームステイを通しての国際交流活動、国

際理解教育を実践しています

度の交流活動の一つとして、

カセサート大学付属

チョンブリー校への訪問研修

旅行を実施します。ホーム

文化に触れてみよう！ 

4 月 17 日

国際教育部まで!! 

受験日：6 月

受験料：5 級

４級

オーストラリア グッドシェパード

カレッジ訪問団受入

日～6 月 16 日

韓国姉妹校訪問団

（日程調整中）

ブルネイ・異文化体験と青少年

【和歌山県主催】（

（

長期（1 年間）留学派遣〈

【AFS、YFU、

中国

（10.22

国際交流科

（

海外の高等学校の学校活動への参加

交流・ホームステイを通しての国際交流活動、国

際理解教育を実践しています。 

度の交流活動の一つとして、

カセサート大学付属 

への訪問研修 

ホームステイを

 興味のある人は国際教育

日(月)までに

月４日（日）

級 3,200 円 

４級 3,700 円 

グッドシェパード  

カレッジ訪問団受入 

日 4 泊 5 日）

韓国姉妹校訪問団 受け入れ

（日程調整中）       

プログラム名

（派遣期間）

ブルネイ・異文化体験と青少年

【和歌山県主催】（8.5

タイ訪問研修

（7.30～8.８

年間）留学派遣〈

、EF、CIEE、ロータリーなど】

中国姉妹校訪問研修

10.22～10.27

国際交流科 1 年生海外研修旅行

（3.7～3.13

海外の高等学校の学校活動への参加

交流・ホームステイを通しての国際交流活動、国

度の交流活動の一つとして、 

をしながら、

興味のある人は国際教育

までに 

日（日） 

  

 

 

日） 

受け入れ   

       

プログラム名 

（派遣期間） 

ブルネイ・異文化体験と青少年交流 2017

5～8.12） 

訪問研修 

８） 

年間）留学派遣〈2018 年出発〉

、ロータリーなど】

姉妹校訪問研修 

10.27） 

年生海外研修旅行 

13） 

教室掲示

海外の高等学校の学校活動への参加

交流・ホームステイを通しての国際交流活動、国

、異

興味のある人は国際教育

 

    

        

2017 

 

年出発〉 

、ロータリーなど】 

 

教室掲示 


