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平成28年4月
市政だよりの取材とアンケートへの
協力
※中国、台湾、ベトナム、スリラン
カ、ロシア、カメルーン、ドイツ、アメ
リカ人
留学生 ２１名参加

［取材、アンケート協力］
市政だより6月１日号特集に「国際交
流」を取り上げるため、その取材とア
ンケートへの協力

平成28年6月
ＫＦＢ福島放送シーズンプロジェク
ト
出演
※中国人留学生

[留学生派遣交流]
KFB福島放送シーズンプロジェクト
2016春、歩いてこその再発見！会津
の伝統と進化を堪能！番組への出
演

平成28年6月
会津若松市立松長小学校
「国際理解教室」
※台湾人留学生 ２名

[留学生派遣交流]
会津若松市立松長小学校の１，２年
生の国際交流理解教室に留学生が
招聘され、出身地である台湾の紹介
を中心とした交流活動を行った。

平成28年6月
東京佼成学園女子高校生との交
流
※カメルーン人、スリランカ人、ベト
ナム人留学生

[受入対応]
東京の佼成学園女子高校生11名が
会津大を訪問、留学生との交流の活
動を行った。それぞれの出身地であ
るカメルーン、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
スカッションと発表。

平成28年7月
会津高校生との交流
※台湾人留学生３名

[受入対応]
会津高校生30名が会津大を訪問。復
興と未来を担うグローバルリーダー
育成事業の生徒課題研究テーマ（台
湾研修）に基づく国際交流活動に留
学生が参加、国紹介とグループディ
スカッションを行った。

平成28年7月
ミラノ大学学生等招へい事業
※日本人学生３名

[学生派遣交流]
福島県がミラノ大より学生を招へい
し、本県の視察、交流などを実施す
るプログラムに本学学生が参加、国
際交流を深めた。

写 真
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平成28年7月
会津田島祗園祭
※スリランカ人留学生

平成28年8月
田村市の「文化の舘ときわ」、
「こどもの国ムシムシランド」、
あぶくま洞での交流
※カメルーン人、ナイジェリア人、ド
イツ人、ベトナム人、中国人、台湾
人留学生、日本人学生

[留学生派遣交流]
会津田島祗園祭に花嫁役に参加

[留学生派遣交流]
田村市（文化の舘ときわ）でたむら八
彩カレー作り、地元の住民との交流
及びこどもの国ムシムシランドの夏
祭りに参加。あぶくま洞の見学。

[留学生派遣]
平成28年8月
外国人観光客誘致のため本県観光
福島民友「外国人に聞く福島観光」 の課題や魅力を指摘してもらう取材
※ベトナム人留学生
に参加、気づいた点などを話してい
ただいた。

平成28年8月
第29回JAPAN TENT
～世界留学生交流・いしかわ2016
※カメルーン人、ナイジェリア人、
ドイツ人留学生

[留学生派遣交流]
ホームスティ体験、石川県の伝統文
化・工芸体験、地元ボランティア学生
との交流などが行われるプログラム
に留学生が参加し交流活動を行っ
た。

平成27年9月
会津若松市立松長小学校
「国際理解教室」
※ベトナム人留学生

[留学生派遣交流]
会津若松市立松長小学校の１，２年
生の国際交流理解教室に留学生が
招聘され、出身地であるベトナムの
紹介を中心とした交流活動を行っ
た。

平成28年8月、10月
平成28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）
※ナイジェリア人留学生、

[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。
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平成28年9月
会津高校生との交流
※台湾人留学生３名

[Skypeによる交流活動]
「復興と未来を担うグローバルリー
ダー育成事業」の生徒課題研究テー
マ及び台湾研修に関するアドバイ
ス、英語運用能力の向上を目指す国
際交流活動に留学生が参加、Skype
を通して交流会を行った。

平成28年9月
日本文化研修「茶道体験」
※中国、台湾、ベトナム、スリランカ
人留学生、日本人学生

[留学生派遣交流]
留学生と日本人学生が地元の方々
から裏千家の茶道におけるマナーや
所作などについて紹介して頂いた。

平成28年10月
会津観光プロモーションイベント
※アメリカ、中国、台湾、ベトナム、
スリランカ、カメルーン人留学生

[留学生派遣交流]
会津の観光地に行き、その感想を会
津デジタルDMOのアンケートとSNS
（facebook、Twitter、Weibo等）に書き
込んで会津観光プロモーションに協
力する。

平成28年10月
会津高校生との交流
※ベトナム人留学生

[留学生派遣交流]
「復興と未来を担うグローバルリー
ダー育成事業」
における研修において留学生がご自
身の経験などを発表し、パネルディス
カッションに参加。

平成28年11月
大熊町立 熊町、大野小学校
「いろいろな国の人とふれあおう」
※ナイジェリア人、スリランカ人、
ベトナム人留学生

[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
（3～4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
がそれぞれの母国の紹介をし交流を
図った。

平成28年11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
ス教養講座での留学生との交流。
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日本大学工学部

平成２８年６月１９日～２０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じ
て「ふくしまの今」をさらによく理解す
るためのツアーに，本学より２名の学
生が参加した。

幼児・小学生が，日本在住の外国人
の方々と交流し，各国の文化として，
平成２８年９月３日
代表的な料理を学んだ。さらに，お祭
日本大学工学部 幼児・小学生と外国人留学生との
りで各国のブースを出し，自分たちが
交流
作った料理を来場者へふるまい，交
流を深めた。

日本大学工学部

平成２８年９月２４日
外国人留学生との交流会

外国人留学生と日本人学生が，グ
ループごとに多国籍料理を作り，交
流を深めた。

平成２８年１０月８日
外部講師を招いて日本企業の状況・
日本大学工学部 外部講師を招いての就職ガイダン 採用スタンス等について，就職活動
ス
における知識を学んだ。

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じ
て「ふくしまの今」をさらによく理解す
るためのツアーに，本学より２名の学
生が参加予定。

日本大学工学部

平成２９年１月１４日～１５日
第２回留学生スタディツアー

東日本国際大学

磐城高校高校生と留学生との国際 留学生の母国紹介と英語のプレゼン
交流研修
テーション（三回実施）
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東日本国際大
学
留学生にふくしまの今を正しく理解
（福島県生活環 平成28年度第一回スタディツアー
し、県民の生活を身近に感じてもらう
境部国際課）

東日本国際大学募金活動

熊本地震の被災者を応援するため、
日本人学生と留学生と共に、募金活
動を行う

東日本国際大学いわきおどり

いわき市民と共に踊り、日本祭り文
化を体験する

東日本国際大
学
（JR東日本水 2016年度品質フォーラム
戸支社）

異文化交流

東日本国際大
学
（いわき市日中 留学生との交歓会
友好協会）

外国人の目線から、JR東日本の接
遇サービスに助言する

第15回いわき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
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異文化交流

異文化交流

昌平中学校、高等学校生徒との異文
化交流

Visit Fukushima 外国人の目

「外国人の目」からいわきの魅力や
課題等について探っていく内容です。

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

異文化交流

楢葉南北小学校の生徒との異文化
交流

東日本国際大
学
（福島県立いわ 国際交流
き翠の杜高等
学校）

東日本国際大
学
（いわき市国 いわき再発見ツアー
際交流協会）

留学生による高校生生徒の交流

書道、茶道などの日本文化体験
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東日本国際大学 第3回による料理教室

留学生と地域住民の異文化交流事
業として、韓国‧ベトナム料理教室を
開き、異文化理解を深める

東日本国際大
学
東日本国際大学
東日本国際大 （福島県生活環境部国際課） 平成 留学生にふくしまの今を正しく理解
学
28年度第二回スタディツアー
し、県民の生活を身近に感じてもらう
（福島県生活環
境部国際課）

平成28年4月
福島工業高等 国費外国人留学生1名とモンゴル
専門学校
政府派遣留学生1名を受入
（カンボジア1名、モンゴル1名）

平成28年4月～7月
交流協定を締結しているフランス
科学技術大学から5名（カレー科学
福島工業高等 技術大学3名、ベテューヌ科学技術
専門学校
大学2名）と、トゥルク応用科学技術
大学から3名を短期留学生として受
入

電気工学科3年に1名、建設環境工
学科3年に1名を受け入れた。
（写真は留学生歓迎会時の様子）

それぞれの指導教員のもと、自律型
ロボットの試作研究といった機械工
学のほか、電気工学分野、建設環境
工学分野及びビジネスコミュニケー
ション分野での研究を各自で行った。
（写真は校内研究発表会時の様子）

福島工業高等 平成28年4月16日
専門学校
アケノボツツジ鑑賞会

広野町にて、長期留学生及びフラン
スからの短期留学生らが、町民と共
に花見とバーベキューパーティーを
行い、交流を図った。

福島工業高等 平成28年4月19日
専門学校
いわきロータリークラブ花見例会

いわきロータリークラブ主催の交流
会に、留学生全員とチューター１名、
校長及び教員１名が招待され、三味
線などの伝統芸能を鑑賞しながら交
流を図った。
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福島工業高等 平成28年6月18日～19日
専門学校
第1回留学生スタディツアー

「ふくしまの今」をさらに良く知ってもら
い、それぞれのネットワークを生かし
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。
今回はモンゴル政府派遣留学生1名
が参加し、鶴ヶ城見学や、民宿で農
業体験などを行った。

福島工業高等 平成28年7月1日
専門学校
留学生日本文化体験ツアー

本校国際交流室が主催し、紙漉き体
験や郷土食のほか、書道美術館を訪
れるなど、日常生活ではなかなか触
れることのできない日本文化の一面
に触れ、体験してもらい、日本文化に
対する理解をより深めてもらうことを
目的として行った。

平成28年7月13日
福島工業高等
メキシコ・グアナファト大学付属高
専門学校
専からの訪問団受入

本校及び長岡・小山・茨城高専と交
流協定を締結しているグアナファト大
学の付属高専学生10名と教職員5名
が来日し、本校では日帰りで授業体
験・見学や交流会を行い、今後の交
流促進を図った。

平成28年10月17日
福島工業高等
JENESYS2016
専門学校
太平洋島嶼国学生受入

対日理解促進プログラムの一環とし
て行われた外務省関係事業で、本校
では日帰りで授業見学や交流会を行
い、それぞれの文化理解の促進を
図った。

福島工業高等 平成28年12月21日(予定)
専門学校
留学生ボーリング大会

本校国際交流室が主催し、留学生と
チューター及び教職員との交流を深
めることを目的とし、いわき市内ボー
リング場にて開催予定である。

日本語科学生の福島ファイヤーボ FSGの連携協力プロスポーツ観戦
FSGカレッジリーグ
ンズの観戦 10月
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ベトナムホーチミンで開催されて
ジャパンフェスティバルに参加
FSGカレッジリーグ
教育セミナー
フェスティバルブース参加

11月19日、20日の2日間、ベトナム
ホーチミンで開催されてジャパンフェ
スティバルにふくしまベトナム友好協
会連携事業で参加。地域連携として
福島市にある福島日本語学院様と共
同で運営しました^_

FSGカレッジリーグ会津若松での福島文化体験

福島県内の文化体験（弓道、伝統
食、民芸体験など）

台湾FSG日本式専門分野教育の
FSGカレッジリーグ
体験実習実施

10月1,2,15日の3日間で台湾の桃園
市、新竹市の11の国立・私立高校
500名参加で実施。

郡山市の夏まつりでコシノブランド協
FSGカレッジリーグうねめ祭のゆかたコンテストに出場 力いただき浴衣コンテスト参加と地域
貢献

FSGはふくしまベトナム友好協会会
員であり、職員が常任理事をつとめ
ふくしま・ベトナム友好協会の「フォ ており ハノイのフォンドン大学から
FSGカレッジリーグンドン大学生研修プログラム」に参 毎年短期留学生を受け入れとホーム
加している学生2人が学校
ステイ受け入れ実施。FSGへのフォ
ンドン大学から5名がビジネスと観光
分野で留学。

BJT(ビジネス日本語能力テスト)の
試験開催。東京以北では唯一の会
FSGカレッジリーグ
場開催。
6月、12月開催

BJT(ビジネス日本語能力テスト)の試
験実施。この試験はビジネス場面で
必要とされる日本語コミュニケーショ
ン能力を測定する試験。日本で就職
を目指す学生の登竜門。今回、東京
以北唯一の会場。学生も受験
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福島県のインバウンド振興関連補助
金事業をFSGの観光学科とデザイン
11月渋谷ヒカリエで開催されている
系学科で日本人と留学生が複数
FSGカレッジリーグ地方創生まちづくりフォーラム「まち
チームでPR媒体と報告をプレゼンす
てん」へ出展
る首都圏の地域創生フォーラムにて
発表した産学官連携事業の2年目

福島大学

福島大学

福島大学

福島大学

福島大学

平成28年4月22月
春季新入留学生歓迎会

平成28年度春季新入留学生15名を
迎え、歓迎会を開催しました。参加者
は100名を超え、国際交流サークル
COLORSの進行のもと、ゲームや先
輩留学生の発表、アカペラサークル
の皆さんによる歌などが披露され、
歓迎会を盛り上げました。

平成28年6月8日
第2回春季新入留学生歓迎会

新入留学生7名を迎えて、今年度2回
目の歓迎会が開催されました。司会・
企画を国際交流サークルCOLORSに
協力いただくとともに、三味線や吹奏
楽、アカペラの披露などが歓迎会を
盛り上げました。今回は英語圏から
の留学生向けに英語で進行され、多
くの学生が交流を深めました。

平成28年6月25月
福島成蹊高校
「ベトナム留学生講演会」

成蹊高校の特進コース1、2年生を対
象に、ベトナム人留学生が講演を行
いました。本講演会は、ベトナム・カ
ンボジアの研修旅行に向けての事前
学習として開催され、講師の留学生
は、日本とベトナムの高校生の相違
点や共通点、その他ベトナムの文化
について紹介しました。

平成28年7月2月
留学生地域交流事業
「日本の料理を作ろう」

留学生と地域住民の交流事業「日本
の料理を作ろう」を国際交流会館多
目的ホールで開催し、日本語教室
「ひなぎく」の皆様の協力のもと、地
域住民の皆様10名、留学生18名が
参加しました。料理教室に先立ち、全
員で災害について勉強し、その後、
おにぎりとおでん作りを体験しまし
た。

平成28年7月7日
ベトナムフォンドン大学生

ベトナムのフォンドン大学から2名の
学生が本学を訪れ、茶道体験や昼食
交流会に参加しました。交流会では、
日本人学生と留学生が一緒にゲー
ムに参加して、短い時間でしたがフォ
ンドン大学の学生と親睦を図ることが
できました。
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福島大学

福島大学

福島大学

福島大学

福島大学

福島大学

平成28年7月31日～8月11日
Fukushima Ambassadors
ProgramⅨ

交流協定校であるコロラド州立大
学、サンフランシスコ州立大学、オ
ザークス大学、ハノーファー大学、重
慶理工大学、アンカラ大学、エーゲ
大学から22名の学生を招き、短期留
学プログラムを開催しました。福島大
学と会津大学から総数61名の日本
人学生が運営協力者として参加し、
留学生と交流を図りました。

平成28年8月5月
福島わらじまつりへの参加

福島大学の教職員団体と一緒に、ア
メリカのコロラド州立大学からの学生
3名が福島わらじまつりに参加しまし
た。事前に行われた、わらじ踊りの練
習にも積極的に参加し、他の参加者
と一緒にわらじ踊りを練習しました。
当日は、沿道の観客からも注目を集
め、市民との交流も図れました。

平成28年9月3日
まなそび超パーリー
「世界屋台村」

郡山市の幼稚園で開催された「まな
そび超パーリー」というお祭りに、ベト
ナム人留学生4名が参加しました。
「世界屋台村」のブースでベトナムの
料理をふるまいながら、幼稚園児、
小学生、保護者と交流しました。

平成28年9月4日～5日
ホテルハマツ
「留学生インターン実習」

郡山市のホテルハマツ様のご協力
で、留学生2名がインターン実習を行
い、宴会場での事前準備・ドリンク
サービスや後片付けを体験しまし
た。インターン2日目は湖南方面で営
業視察をした後、文化体験として婚
礼衣装の着付け体験をしました。

平成28年9月15日
川俣中学校国際理解学習
「留学生との異文化交流」

川俣町立川俣中学校3年の生徒20名
が、福島大学の4名の留学生と異文
化交流体験をしました。中国、ベトナ
ム、ブラジル、ガーナの4名の留学生
が自国の文化について発表を行い、
その後はグループに分かれて各国
の「遊び」を紹介しました。

平成28年11月2日
後期新入留学生歓迎会

後期新入留学生17名の歓迎会が開
催され、学生・教職員を含め95名が
参加しました。歓談中は留学生と学
生達が積極的に交流を図り、絆を深
める良い機会となりました。終盤には
学生よさこいチーム"源種"の皆さん
によるパフォーマンスが披露され、一
層歓迎会を盛り上げました。

留学生との交流事業等
平成28年4月～平成29年3月

福島大学

平成28年11月3日
二本松の菊人形観覧ツアー

福島大学と二本松市が相互協力協
定を締結したことを受け、留学生が
菊人形祭りに招待され、中国、台湾、
オーストラリア、ドイツ、ガーナ出身の
8名の留学生が、日本一の規模で開
催される菊人形展を観覧しました。ま
た、同時期に開催された福島ビエン
ナーレも鑑賞しました。

福島大学

平成28年11月4日
福島県立あさか開成高等学校
「国際理解講座」

あさか開成高校の1年生（5クラス）を
対象に、国際理解講座が開催され、
留学生5名が講師として、自国の文
化や、留学の理由、将来の目標など
について講演を行いました。

平成28年11月12日～13日
留学生研修旅行

留学生19名と日本人学生チューター
1名が参加し、世界遺産・平泉と復興
の街・気仙沼を訪問しました。1日目
は平泉の中尊寺と毛越寺を巡り、2
日目は気仙沼市で地元の語り部によ
る震災と復興についての講話、
シャークミュージアムでの復興シア
ターの鑑賞の後、気仙沼市の名勝・
岩井崎を見学しました。

福島大学

平成28年11月19日
国際ソロプチミスト福島
「りんご狩りと日本文化体験ツ
アー」

国際ソロプチミスト福島様のご協力
の下、「りんご狩りと日本文化体験ツ
アー」を開催し、23名の留学生が参
加しました。午前中はせいの果樹園
でりんご狩り、午後は金剛院にてゆ
かたを着て、茶道と福島わらじ踊りを
体験しました。

福島大学

キャンパスイルミネーションの点灯式
に先立ち開催されたミニコンサートに
平成28年12月2日
おいて、教員、学生、留学生の有志
キャンパスイルミネーション点灯式
団体が合唱を披露しました。参加し
ミニコンサート
た留学生は、各国語で「Let It Go」を
歌いました。

福島大学

福島県ロータリークラブ主催の研修
会が磐梯熱海清陵山倶楽部で開催
され、中国、台湾、ベトナム、モンゴ
ル出身の9名の留学生が参加しまし
た。留学生は自国のお菓子につい
て、福島県内の高校生や中学生に紹
介し、グループワークを通じて交流を
図りました。

福島大学

平成28年12月10日
福島県インターアクトクラブ
「国際理解研修会」

留学生との交流事業等
平成28年4月～平成29年3月

福島大学

福島大学

平成29年1月9日～20日
Fukushima Ambassadors
ProgramⅩ

平成29年1月17日
福島大学附属小学校
「特別授業」

交流協定校であるニューヨーク州立
大学アルバニー校、コロラド州立大
学、サンフランシスコ州立大学、オ
ザークス大学から学生23名を招き、
短期留学プログラム「Fukushima
Ambassadors
ProgramⅩ」を開催し、福島大学の現
在の状況を学び、福島の魅力や実状
を母国で伝えてもらうことを目的に実
施されました。
附属小学校の国語科、国際理解教
育の一環で特別授業が開催され、ド
イツ、中国、ベトナムの留学生3名が
講師を務めました。留学生は1年生
105名を対象に、自国の文化や日本
との習慣の違いについて紹介しまし
た。

福島大学

平成29年1月22日
二本松市地域活性化フォーラム

福島大学地域創造支援センター主催
のフォーラムが、二本松市の安達文
化ホールで開催されました。フォーラ
ムの後半では「観光マーケティングと
情報発信」といったテーマでパネル
ディスカッションが行われ、中国人留
学生1名がパネラーとして参加し、外
国人目線での意見を述べました。

福島大学

平成29年2月26日
相馬市
「わくわくワールドフェスタ」

相馬市国際交流の会主催の「わくわ
くワールドフェスタ」に留学生が参加
予定です。当日は「屋台村」で母国の
料理を販売し、来場者と交流を図り
ます。

福島大学

平成29年3月17日
対日理解促進交流プログラム
カケハシ・プロジェクト
(Tomodachi Kakehashi Inoue
Program)

日本政府（外務省）が推進する事業
「対日理解促進プログラム」の一環
で、北米地域を対象としたカケハシ・
プロジェクトにより、アメリカのセント・
トーマス大学等からの学生が本学を
訪問し、日本人学生と交流を行いま
す。

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設を無料
外国人留学生文化施設等無料観 で観覧できる制度。福島県の文化、
覧制度
歴史などに対する理解を深めてもら
（通年）
うことを目的としている。
今年度は１２月１２日現在１８９名に
発行した。

留学生との交流事業等
平成28年4月～平成29年3月

福島県

いわき市

県内の大学等に在籍する外国人留
学生を対象に、１泊２日で県内の視
察ツアーを実施した。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、
留学生スタディツアー
その他観光の魅力などについて、参
（第１回６月１８，１９日県中、 会津
加者に正しく理解してもらい、それぞ
方面／第２回１月１４，１５日福島
れのネットワークを活かした海外へ
市、南相馬市、郡山市）
の情報発信に役立ててもらうことを目
的としている。（第１回：参加者２０名
うち出身国９か国・・・中国５名、台湾
５名、ベトナム４名、ガーナ１名、スリ
ランカ１名、ネパール１名、ブラジル１
名、ミャンマー１名、モンゴル１名）

通年（申請期間あり）
いわき市外国人留学生勉学奨励
費補助金の交付

いわき市・
平成28年12月11日
（公財）いわき
留学生との交流会
市
国際交流協会

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（大学院及
び短期大学含む）又は高等専門学校
に在学しているもの）に対し、国民健
康保険税額の全部または一部の補
助を行う。

市内の大学等に在籍する外国人留
学生を対象にした、日本文化（書道、
着付、茶道）を体験するツアー。
日本に対する理解を深めてもらうこ
と、日本文化の良さを留学生を通し
て発信してもらうことを目的としてい
る。

ホストファミリーの受入により、その
家族及び地域社会において滞在し
YCE（青少年派遣・来日）事業
様々なことを経験・見聞する。相互理
ライオンズ国際
①来日生（２８．７．１２～８．４）
解を深め親善を促進してもらい、福
協会３２２－D
②派遣生（２８．１２．１８～２９．１． 島の現状を正確に伝え理解して頂
地区
８）
く。派遣生については、最後に体験
発表をしていただき、今後に生かして
もらう。

平成28年11月
国際ソロプチミ 国際交流 日本文化に親しみリン
スト福島
ゴ狩りをして
福島の秋を楽しもう

国際相互理解の促進を目的として、
留学生と会員総勢36名が参加。
果樹園にてリンゴ狩りの体験、会員
指導のもとで、茶道体験、着物の着
付け体験
また、全員で福島のわらじ音頭を踊
り、日本文化の理解を深めた。

