平成 26 年度 会津大学 地域との国際交流活動について
国際戦略本部
平成 26 年 12 月 18 日現在
活動名

内容

1
平成 26 年 5 月
会津若松市立松長小学校「英語クラブ」
※中国人留学生

[留学生派遣交流]
会津若松市立松長小学校の英
語クラブに留学生が招聘され、
出身地である中国の紹介を中
心とした交流活動を行った。

平成 26 年 5 月
JENESYS2.0 ASEAN10 カ国およびオースト
ラリア、ニュージーランド、東ティモールの大
学生らとのインターナショナルトーク

[海外からの訪問者との交流]
ASEAN10 カ国および、オースト
ラリア、ニュージーランド、東テ
ィモールの大学生ら 40 名が来
学し、本学の日本人学生と留
学生と交流をした。

平成 26 年 6 月
会津若松市立日新小学校
※中国人、ベトナム人、スリランカ人、ロシア
セネガル人留学生、日本人学生

[留学生派遣交流]
日新小学校の 3～4 年生の英
語の授業に留学生が招聘さ
れ、英語で自己紹介やその国
の紹介や質問を受け交流を図
った。

平成 26 年 6 月
会津若松商工会議所女性会
レディース教養講座
※教員夫人、商工会議所女性会

[交流]
会津若松商工会議所女性会レ
ディース教養講座

2

3

4

5
平成 26 年 6 月
会津若松市立松長小学校「英語クラブ」
※フランス人留学生

6

[留学生派遣交流]
会津若松市立松長小学校の英
語クラブに留学生が招聘され、
出身地であるフランスの紹介を
中心とした交流活動を行った。

平成 26 年 6 月
ケナフで地球環境を考える①
※日本人学生

[留学生派遣交流]
会津美里町立宮川小学校のみ
なさんと、会津大学の学生が一
緒にケナフの栽培を通して、環
境について考えようという交流
活動プロジェクト。（雑草取り、
ケナフの観察）

平成 26 年 8 月
ガーナ共和国高校生とのインターナショナ
ルトーク

[海外からの訪問者との交流]
ガーナ人高校生 23 名が本学を
来学し、会津大生、中国人、ベ
トナム人、セネガル人、スリラン
カ人、ドイツ人留学生と昼食を
含めた交流を行った。

平成 26 年９月
会津若松市立松長小学校「英語クラブ」
※中国人留学生

[留学生派遣交流]
会津若松市立松長小学校の英
語クラブに留学生が招聘され、
出身地である中国の昔の遊び
を紹介し交流活動を行った。

7

8

写真

9
平成 26 年 8 月、10 月
平成 26 年度夏季・秋季オープンキャンパス
研究室公開（国際戦略本部開放）
※ベトナム人、中国人留学生
10
平成 26 年 10 月
JENESYS2.0 ラオス人大学生とのインター
ナショナルトーク
11
平成 26 年 10 月
会津若松市立松長小学校「英語クラブ」
※スリランカ人留学生

12

[国内からの来訪者との交流]
国際戦略本部の概要や国際交
流について高校生や保護者に
説明を行った。また留学生が、
母国の文化等の紹介をした。
[海外からの来訪者との交流]
ラオス人大学生 21 人が来学
し、本学の中国人、ベトナム
人、アメリカ人、セネガル人留
学生と日本人学生が昼食を含
めた交流を行った。
[留学生派遣交流]
会津若松市立松長小学校の英
語クラブに留学生が招聘され、
出身地であるスリランカの紹介
を中心とした交流活動を行っ
た。

平成 25 年 10 月
会津若松市立日新小学校「ハロウィーンパ
ーテイ」
※ベトナム人、中国人留学生、ロシア人教
員の家族

[留学生派遣交流]
坂下東小学校の「ハロウィーン
パーティ」（5、6 年生の英語の
授業）に留学生、本学教員の家
族が招聘され、ハロウィーンの
仮装をして英語での質問や交
流を図った。

平成 26 年 11 月
上海の大学生とのインターナショナルトーク

[海外からの来訪者との交流]
中国人学生 28 名が来学本学
の留学生と日本人学生が、観
光、昼食、餅つきを含めた交流
を行った。

13

14
平成 26 年 11 月
大熊町立 熊町小学校
※中国人、ベラルーシ人、ドイツ人、ベトナ
ム人、アメリカ人

[留学生派遣交流]
大熊町との教育連携事業によ
り、熊町小学校、大野小学校の
1～4 学年（1～4 校時）の授業
「いろいろな国の人とふれあお
う」に招聘され、留学生や教
員、共に様々な国々の紹介をし
交流を図った。

15
平成 26 年 11 月
JENESYS2.0 インド・マレーシア人学生との
インターナショナルトーク

[海外からの訪問者との交流]
インド人高校生 30 名、マレーシ
ア大学生 29 名が来学した。

（別紙）

留学生との交流事業等
平成26年4月～平成27年3月
団体名

活動名

内 容

福島大学

平成26年4月
外国人新入留学生歓迎会

留学生や日本人学生（国際交流サークル等）と
合同で、新入留学生歓迎会を開催した。留学生
と日本人学生が交流し親睦を深めた。

福島大学

平成26年6月
国際理解講座

留学生3名が福島市森合小学校にて国際理解
学習を担当。各国の文化、学校給食について紹
介しました。

福島大学

平成26年6月
ミドルテネシー州立大学（ＭＴ
ＳＵ）短期派遣留学生の受入
れ

協定校であるミドルテネシー州立大学学生を約
２週間受入れる短期プログラムを実施した。福島
県内の視察を行い、福島の現状や魅力を学ん
だ。

福島大学

平成26年6月
留学生対象就職セミナー

日本での就職活動にあたり、留学生が必要な基
本知識や心構えを学習しました。

福島大学

平成26年6月
KAKEHASHI Project-The
Bridge for Tomorrow米国訪
日団福島大学訪問

日本政府が進める青少年事業「JENESYS2.0」の
一環で、北米地域との間の青少年交流を実施す
るKAKEHASHI Projectにより、カリフォルニア大
学アーバイン校の学生23名が本学を訪問されま
した。

福島大学

平成26年7月
オーストリア訪日団福島県大
学生支援プロジェクト

国際ロータリーの招致事業で来日されたオース
トラリア人学生10名が福島大学を訪問されまし
た。

福島大学

平成26年7月
平成26年度福島県北米移住
者子弟研修受け入れ事業

平成26年度福島県北米移住者子弟研修者受け
入れ事業で来県していたホノルルとハワイ島県
人会の子弟6名が、福島大学を訪問しました。

福島大学

平成26年7月
平成26年度福島大学留学生
研修旅行

平成26年度福島大学留学生研修旅行として、留
学生及び日本人チューター21名が栃木県を訪れ
ました。

写 真

福島大学

平成26年11月
国際理解講座（福島県立あさ
か高等学校）

高校生が異文化理解や他国の人々の生き方に
対する理解を深めるための国際理解講座を実施
した。本学の留学生5名を派遣している。

東日本国際大学
（女性文化大学）

平成２６年５月25日
東北復興支援の一つとして無
料公開講座

様々な分野で活躍している方から活動報告によ
り、新たな△への切っ掛けとするためのセミ
ナー。本学経済学部の留学生1名が講演を行っ
た。

東日本国際大学
（いわき市役所）

平成26年６月２８日
男女共同参画オープンセミ
ナー

この講座に本学留学生7名が参加した。

東日本国際大学
（福島県生活環境部
国際課）

平成26年6月28～6月29日
第1回留学生スタディツアー

震災後、福島県の現状をや課題への取り組みの
一環として「福島の今」という第で県内を見学す
るツアーに本学より6名の学生が参加。

東日本国際大学

平成26年8月2日
留学生と市民のつどい「留学
生との異文化交流事業」

本学の調理室にて韓国と中国料理教室。本学
留学生が講師として行った。

東日本国際大学

平成26年8月8日
いわきおどり

地域住民と一緒に本学の留学生は盆踊りに参
加。

東日本国際大学

平成26年8月20日
日本文化・国際交流事業

平成26年度外国人教員・留学生のための「夏期
日本文化研修に教員や留学生が参加。

東日本国際大学
（いわき市日中友好
協会）

平成26年11月8日
中国人留学生との交流会

いわき市内のオート）キャンプでバーベーキュ大
会を通して交流を深める。

東日本国際大学
（いわき市交際交流
協会）

平成２６年11月30日
ホームビジット

地域のボランティアの方々との交流に本学留学
生が参加。

東日本国際大学
（アカデミア・コンソー
シアムふくしま）

平成26年11月15日
国際シンポジウム「お菓子か
ら国際交流！？」

本学から学生6名が参加

東日本国際大学
留学生別科

平成26年1月16日
楢葉南小学校生徒と交流

本学別科生と小学生の交流

日本大学工学部

平成26年6月
第1回留学生スタディツアー

県内の大学等に在籍する外国人留学生を対象
に，スタディツアーを通して「福島の今」を更によ
く理解するために、福島県内の視察を行い、福
島の現状や魅力を学んだ。

日本大学工学部

平成26年7月
外国人留学生との交流会及
びリーダーズ研修会

本学に在籍する外国人留学生と日本人学生と
の相互親睦を図り、併せて生活の円滑化、地域
社会への理解を深め交流を深めた。

日本大学工学部

平成26年8月
第27回ＪＡＰＡＮ ＴＥＮＴ－世
界留学生交流・いしかわ2014
－

日本全国で学ぶ外国人留学生、研修生と市民
がふれあい、ホームステイ体験、石川県の伝統
文化・工芸体験をはじめとし、地元ボランティアと
の交流を深めた。

日本大学工学部

平成26年11月
国際シンポジウム

桜の聖母短期大学にて行われた国際シンポジ
ウムへ参加。他大学の外国人留学生及び日本
人学生とのグループワークを行った。

福島工業高等専門
学校

平成26年4月～6月
仏国カレー科学技術大学から
1名、ランス科学技術大学から
2名を専攻科に受入

コンピューターゲームの試作研究

福島工業高等専門
学校

平成26年4月～
カンボジアからの国費外国人
留学生1名を本科3年次に受
入

物質工学科3年次に受け入れた
国費外国人留学生への各種支援

福島県

外国人留学生文化施設等無
料観覧制度
（通年）

県内の文化施設管理者の協力を得て、留学生
が県内の文化施設を無料で観覧できる制度。福
島県の文化、歴史などに対する理解を深めても
らうことを目的としている。

福島県

県内の大学等に在籍する外国人留学生を対象
留学生スタディツアー
に、１泊２日で県内の視察ツアーを実施した。県
（第１回６月２８，２９日県中、会 内の復興に向けた前向きな取り組みやその状
津、いわき／第２回１月１７，１ 況、食の安全や除染に関すること、その他観光
８日福島市、南相馬市、相馬 の魅力などについて、参加者に正しく理解しても
らい、それぞれのネットワークを活かした海外へ
市）
の情報発信に役立ててもらうことを目的としてい
る。

福島市（福島市国際
交流協会）

通年（申請期間あり）
外国人留学生生活補助事業

福島市在住留学生への国民健康保険税相当額
の助成を行う。

福島市（福島市国際
交流協会）

平成26年6月
ランチパーティ

国際交流協会会員を対象に行っているランチ
パーティ
今年度は、ベトナム人留学生にベトナム料理と
国の紹介をおこなってもらい、会員と留学生の交
流の場を持った。

福島市（福島市国際
交流協会）

平成26年８月
ふれあいバスツアー

福島市の果樹園での、もも狩り体験や、会津
鶴ヶ城、大内宿の見学を通じて、日本の文化・福
島の魅力に理解を深めてもらうとともに、参加者
相互の交流を深めた。

福島市（福島市国際
交流協会）

平成26年9月
結・ゆい・フェスタ2014

市内の民間国際交流団体がブース出展やス
テージ発表を行い、一般市民と交流を深めた。

福島市（福島市国際
交流協会）

平成27年1月（予定）
日本の年中行事 だんごさし

日本の年中行事であるだんごさしを通じて、参加
者相互の交流を深める。

郡山市（郡山市国際
交流協会）

①平成26年6月
②平成27年3月（予定）
国際交流バスツアー

①山形へ行って、さくらんぼ狩りや山寺での座禅
と法話体験をした。
②福島市へ行って、四季の里でのガラス絵付彫
体験、旧堀切邸での足湯、郡山市でのいちご狩
りを行う。

郡山市（郡山市国際
交流協会）

通年
留学生国民健康保険加入助
成制度

郡山市在住留学生へ国民健康保険税相当額の
助成を行う。

郡山市（郡山市国際
交流協会）

通年
留学生住居費助成制度

郡山市在住留学生へ住居費の助成を行う。

郡山市（郡山市国際
交流協会）

通年
留学生市民交通災害共済助
成制度

郡山市在住留学生へ市民交通災害共済加入費
の助成を行う。

いわき市・
（公財）いわき市
国際交流協会

平成26年11月
留学生との交流会

①日本文化体験
（着物の着付け、お茶）
②ホームビジット
（短時間の日本人家庭訪問）

国際ロータリー
第2530地区
米山記念奨学会

平成26年4月6日
新規米山奨学生オリエンテー
ション

米山カウンセラーとの交流

国際ロータリー
第2530地区
米山記念奨学会

平成26年7月19日
第2530地区米山学友会総会

主な活動計画と米山学友、現在米山奨学生と米
山事業にかかわるロータリアンとの交流

国際ロータリー
第2530地区
米山記念奨学会

平成26年9月23日
米山奨学生による体験発表
会

米山カウンセラー、地区米山委員、クラブ会長な
ど100名以上の参加者に、留学生の手作り母国
軽食：韓国・キムチチャーハン；モンゴル・水餃
子；チュニジア・クッキー＆紅茶；マレーシア・
スープ；スリランカ・カツレツとチキンロール；日本
風のサンドイッチなどのお弁当がふるまわれた。

