（別紙）

留学生との交流事業等
平成27年4月～平成28年3月
※留学生との交流事業については、ホームページへの掲載をいたしますので、実施事業の写真がある場合は、データを併せて送付ください。

団体名

福島大学

福島大学

福島大学

福島大学

福島大学

福島大学

活動名

内 容

留学生や日本人学生（国際交流
平成27年4月、11月
サークル等）と合同で、新入留学
外国人新入留学生歓迎会（年２回実 生歓迎会を開催した。留学生と
施）
日本人学生が交流し親睦を深め
た。

平成27年4月
ベトナム・ホーチミン福島県人会会
長との交流会

ベトナム・ホーチミン福島県人会
会長の山谷健介氏が本学を表
敬訪問し、本学のベトナム人留
学生と交流会を行った。

ベトナム・フォンドン大学の学生
２名が本学を訪問し、本学の茶
平成27年7月
道サークル指導のもと、ベトナム
フォンドン大学学生訪問及び歓迎交
人留学生とともに茶道体験を
流会の実施
行ったり、日本人学生との交流
会を実施した。

土湯温泉観光協会及び福島県
中小企業団体中央会の協力を
得、留学生に地域の重要な観光
平成27年7月
資源を体感することで地域への
留学生双方向型インターン実習in土 興味を抱かせることを目的に、
湯温泉
土湯温泉山水荘と向瀧旅館で1
泊2日のインターン実習と伝統工
芸のこけし作り体験を行った。本
学留学生９名が参加した。
協定校であるアメリカ・コロラド州
立大学、ドイツ・ハノーバー大学
及びルール大学ボーフム、オー
平成27年8月
ストラリア・クイーンズランド大
Fukushima Ambassodors ProgramⅦ 学、中国・重慶理工大学の学生
の実施
１５名を約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。
日本での就職を希望している留
学生を対象に、留学生就職セミ
ナーを開催した。セミナーは、８
平成27年8月～平成28年1月（予定）
月、１０月、１２月、１月の年４回
留学生対象就職セミナー（全４回）
開催し、日本企業への就職活動
を行うにあたっての礼儀作法や
知識の習得に努めた。

写 真

福島大学

福島県中小企業団体中央会の
協力を得て、留学生に福島県の
企業の魅力を伝え興味を抱かせ
平成27年10月
ることを目的に、企業見学バス
留学生企業見学バスツアーの実施
ツアーを実施した。留学生１２名
が参加し、二本松市及び福島市
の企業を見学した。

福島大学

平成27年度福島大学留学生研
修旅行として、留学生及び日本
平成27年11月
人チューター21名が会津を訪
平成26年度福島大学留学生研修旅
れ、観光地見学のほか、菓子工
行
場見学や陶芸体験などを行っ
た。

福島大学

高校生が異文化理解や他国の
平成27年11月
人々の生き方に対する理解を深
国際理解講座（福島県立あさか高等 めるための国際理解講座を実施
学校）
した。本学の留学生5名を派遣し
た。

福島大学

平成27年11月
二本松市留学生情報発信

留学生による二本松市情報発
信を目的としたスタディツアーに
本学留学生７名が参加し、二本
松市の観光地見学と岳温泉宿
泊を体験した。参加留学生は、
日本語及び母国語にて、二本松
市の魅力PRを行った。

平成27年12月
留学生企業見学会報告会

10月に実施した留学生企業見
学会の報告会が東日本国際大
学で開催され、留学生５名が参
加した。参加者による報告と学
生、企業関係者、大学職員によ
る「県内企業に対して留学生が
できることは？」というテーマで
のディスカッションを行った。

平成27年12月
福島市笹谷団地ふれあいの集い

福島市笹谷団地町内会が主催
したふれあいの集いにおいて、
本学留学生３名が母国の文化と
日本の文化の比較について発
表し、住民との交流を深めた。

平成27年12月
留学生・日本人学生合同研修旅行

留学生と日本人学生合同で、あ
ぶくま洞、アクアマリンふくしまな
どの県内観光地を訪問し、ま
た、東日本大震災時の体験とそ
の後の復興状況について学習
するプログラムを企画・実施し
た。合計15名の学生が参加し
た。

平成27年12月
福島大学ESSロングプレイ2015

学生サークル・ESSと留学生が
合同で、福島県教育会館におい
て英語劇を開催した。英語劇は
一般公開され、学生や市民約３
０名が観賞した。

福島大学

福島大学

福島大学

福島大学

福島大学

県北振興局が主催した外国人
平成27年12月
留学生モニターツアーに本学留
外国人留学生モニターツアーinけん 学生９名を派遣し、県北地域の
ぽくへの留学生派遣
魅力について、SNS等で母国へ
情報発信を行った。

福島大学

協定校であるアメリカ・ニュー
ヨーク州立アルバニー校、ドイ
平成28年1月
ツ・ハノーバー大学及びルール
Fukushima Ambassodors ProgramⅧ 大学ボーフムの学生９名を約１０
の実施
日間受入れる短期プログラムを
実施し、福島県内の視察を行
い、福島の現状や魅力を学ぶ。

福島大学

平成28年1月
台湾の大学生30名が本学を訪
JENESYS2015台湾大学生との交流 問し、本学学生及び留学生と交
会の実施
流活動を行う。

会津大学

会津大学

会津大学

会津大学

[留学生派遣交流]
平成27年4月
ホーチミン福島県人会会長
ホーチミン福島県人会会長との交流
山谷健介さんとベトナム留学生
会
とのランチミーティングを実施し
※ベトナム留学生6名参加
た。

平成27年5月
会津若松市立松長小学校「英語クラ
ブ」
※スリランカ留学生

[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、
出身地であるスリランカの紹介
を中心とした交流活動を行った。

[留学生派遣交流]
平成27年6月
会津若松市立松長小学校の英
会津若松市立松長小学校「英語クラ
語クラブに留学生が招聘され、
ブ」
出身地であるベトナムの紹介を
※ベトナム留学生
中心とした交流活動を行った。

平成27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

会津大学

会津大学

会津大学

会津大学

会津大学

会津大学

会津大学

会津大学

[留学生派遣交流]
東京の佼成女子高校生15名が
平成27年7月
会津大を訪問、留学生との交流
佼成女子高校（SGH）
の活動を行った。それぞれの出
※中国、ナイジェリア、スリランカ、ベ 身地である中国、ナイジェリア、
トナム留学生
スリランカ、ベトナムの紹介及び
高校生と共にグループディスカッ
シンと発表。

平成27年7月
[留学生派遣交流]
会津田島祗園祭
会津田島祗園祭に花嫁役と屋
※ドイツ、ナイジェリア留学生、日本
台運行に参加
人学生

平成27年8月
郡山女子大学日本文化教室
[留学生派遣交流]
※ナイジェリア、スリランカ、ベラ
郡山女子大学の日本文化教室
ルーシ、中国、台湾留学生、日本人 で浴衣、茶道体験。
学生

平成27年9月
おいしい ふくしま いただきます！
キャンペーン
※ベトナム、ドイツ留学生

[留学生派遣交流]
ふくしま ラジオ主催
県内の学生に対する理解促進
「ふくしまの食と安全安心」セミ
ナー。母国の料理レシピ、作り方
の説明。

[留学生派遣交流]
平成27年9月
会津若松市立松長小学校の英
会津若松市立松長小学校「英語クラ
語クラブに留学生が招聘され、
ブ」
出身地であるセネガルの紹介を
※セネガル留学生
中心とした交流活動を行った。

平成27年8月、10月
平成27年度夏季・秋季オープンキャ
ンパス
研究室公開（国際戦略室開放）
※アメリカ、ナイジェリア留学生、
日本人学生

[国内からの来訪者との交流]
国際戦略室の概要や国際交流
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。

平成27年10月
会津美里町モニターツアー
アメリカ、ナイジェリア、ベトナム、中
国、
スリランカ留学生

[留学生派遣]
外国人目線の観光資源を把握
するためのモニターツアーに留
学生が参加。町内の観光施設な
どを巡って外国人観光客の受入
環境の問題や課題を確認した。

平成27年11月
福島いのちの電話秋季公開講座
パネルディスカッション
※ドイツ留学生

[留学生派遣交流]
パネルディスカッション
“いのち”の大切さを考えるシン
ポジウムにパネラーとして参加。

会津大学

会津大学

会津大学

会津大学

会津大学

[留学生派遣交流]
平成27年11月
会津若松市立松長小学校の英
会津若松市立松長小学校「英語クラ
語クラブに留学生が招聘され、
ブ」
出身地であるアメリカの紹介を
※アメリカ人留学生
中心とした交流活動を行った。
[留学生派遣交流]
大熊町との教育連携事業によ
平成27年11月
り、熊町小学校、大野小学校の1
大熊町立 熊町、大野小学校
～4学年（2～4校時）の授業「い
※ナイジェリア、スリランカ、ベトナム ろいろな国の人とふれあおう」に
留学生
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。

平成27年12月
インターナショナル トーク
※スリランカ留学生（受入）
日本人学生（派遣）

[大学内国際交流]
受入留学生と派遣日本人学生
の発表と意見交換会。

平成27年12月 24日予定
（会津サクラランカ会）
会津大学外国人留学生への米の贈
呈式

[留学生派遣交流]
留学生に対し、会津サクラランカ
会より米の寄附の申し出があ
り、贈呈式を行う。

平成28年1月29日予定
JENESYS2015
ベトナム大学生との交流
※留学生、日本人学生

[海外からの来訪者との交流]
ベトナム大学生24人が来学し、
本学の留学生と日本人学生と交
流を行う。

東日本国際大学 日本文化のふれ合い

日本の文化ふれあい（平城茶
会）に留学生が参加

東日本国際大学 募金活動

ネパール大地震募金活動（1ケ
月間）

東日本国際大学
（スーパーサイエン 留学生とのワークショップ
スハイスクール）

母国紹介・英語でプレゼンテー
ションなど（4回実施）

東日本国際大学
（国際女性教育振 異文化交流
興会いわき）

茶道体験

東日本国際大学
（福島県生活環境 第1回留学生スタディツアー
部国際課）

留学生にふくしまの今を正しく理
解し、県民の生活を身近に感じ
てもらう

東日本国際大学
（いわき市）

いわき市民とともにおどり、日本
文化体験

いわきおどり

東日本国際大学
（JR東日本いわき 第2回外国人交流イベント
運輸区）

留学生と社員達のコニュニケー
ションを図り異文化交流を行う

各国からの留学生との交流活
動・復興の、道のり
東日本国際大学 第7回福島大学短期留学プログラム
（いわき豊野間地区・小名浜地
区）

東日本国際大学
（いわき市）

異文化交流

東日本国際大学
（いわき市日中友好 留学生との交歓会
協会）

東日本国際大学

異文化交流

第14回いわき地球市民フェス
ティバル参加

いわき市内キャンプ場でバー
ベーキュ大会を通して交流を深
める

昌平中学校・高等学校生徒との
異文化交流

東日本国際大学

日本語弁論大会

留学生による弁論大会で、外国
人から見た日本や、母国への思
いなどを熱弁

東日本国際大学

異文化交流

楢葉南北小学校児童との交流

東日本国際大学
（福島県立いわき翠 国際交流
の杜高等学校）

東日本国際大学

日本の自然・文化体験

東日本国際大学
（いわき市交際交流 いわきおどり再発見ツアー
協会）

東日本国際大学

第2回留学生による料理教室

東日本国際大学
（福島県生活環境 第2回留学生スタディツアー
部国際課）

留学生による高校生生徒の交
流

アクアマリンふくしまなど見学

トマト・イチゴ栽培見学 水産物
のモニタリング検査見学

留学生と地域住民の異文化交
流事業として、韓国・中国料理教
室を開き、異文化理解を深める

様々な手段による情報発信を通
じて福島県の現状と魅力を正し
く理解してもらうことに役に立つ
のは目的

東日本国際大学
（いわき市交際交流 日本文化理解及びホームビジット
協会）

日本大学工学部

日本大学工学部

日本大学工学部

いわき市民ボランティアとの交流
会後、ボランティアのご自宅訪問

平成２７年６月２０日～２１日
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「ふくしまの今」を更
によく理解するためのツアーに，
本学より３名の学生が参加し
た。

平成２７年１０月８日
外国人留学生との交流会

本学に在籍する外国人留学生と
日本人学生が，英語のレシピの
みを使用し，グループごとに分
かれて料理を作り交流を深め
た。

平成２８年１月９日～１月１１日
第２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「ふくしまの今」を更
によく理解するためのツアーに，
本学より２名の学生が参加予
定。

物質工学科3年に1名、電気工学
平成27年4月
科3年に1名を受け入れた。
国費外国人留学生2名を本科3年次
福島工業高等専門学校
（写真は、本校で行った日本文
に受入
化見学会における、金澤翔子美
（インドネシア1名、ラオス1名）
術館見学の様子）

平成27年4月～6月
交流協定を締結しているフランス科
学技術大学から4名を専攻科の研究
福島工業高等専門学校
室に受入
（カレー科学技術大学2名、リール科
学技術大学2名）

自動制御ロボットの試作研究な
どの機械工学、他に物質工学分
野での研究を行った。
（写真は校内発表会の様子）

平成27年6月～8月
交流協定を締結しているフランス科 機械工学分野での研究を行っ
福島工業高等専門学校 学技術大学から1名を専攻科の研究 た。
室に受入
（写真は、歓送迎会の様子）
（カレー科学技術大学1名）

平成27年11月～平成28年1月
交流協定を締結しているフランス科
福島工業高等専門学校 学技術大学から1名を本科の研究室
に受入
（リール科学技術大学1名）

建設環境工学科において、情報
処理分野での測量手法の開発
を行っている。
(写真は、いわき市国際交流協
会主催のいわき再発見ツアー参
加の様子)

東北地区6高専で学ぶ外国人留
平成28年1月9日～10日
学生・チューターが一堂に会し、
福島工業高等専門学校 学校の枠を越えた留学生研修に留 研修・情報交換会を通じて、各
学生が3名参加予定
地区の留学生とチューターが交
流を図り、互いの親睦を深める。

福島県

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
外国人留学生文化施設等無料観覧 設を無料で観覧できる制度。福
制度（通年）
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
生を対象にした、１泊２日と２泊３日の県
内視察ツアー。県内の復興に向けた前
向きな取り組みやその状況、食の安全
や除染に関すること、その他観光の魅
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
かした海外への情報発信に役立てても
らうことを目的としている。

いわき市

いわき市・
（公財）いわき市
国際交流協会

国際ソロプチミスト福島

留学生スタディツアー（第１回６月２
０，２１日喜多方、会津／第２回１月
９、１０、１１日郡山、白河、いわき、
南相馬、相馬）

いわき市在住の留学生（学校教
育法に規定する市内の大学（大
通年（申請期間）
学院及び短期大学含む）又は高
いわき市外国人留学生勉学奨励費
等専門学校に在学しているも
補助金の交付
の）に対し、国民健康保険税額
の全部又は一部の補助を行う。

①平成２７年１１月
②平成２８年１月（予定）
留学生との交流会

①いわき市の農作物、水産物の
現状を視察するバスツアーを行
う。
②日本料理体験とホームビジッ
ト（短時間の日本人家庭訪問）を
行う予定。

平成27年11月 留学生交流りんご
狩り

留学生、会員総勢30名が参加しました。
果樹農家を訪問し、直にリンゴ狩り体験
を行いました。楽しい昼食をはさみ、午
後は会員指導のもと日本伝統のお茶の
お点前、お花の体験することで日本文
化を紹介しました。当日の様子は福島
民報新聞に掲載されました。

