
平成29年4月～平成30年3月

団体名 活動名 内　容 写　真

会津大学

2017年5月
駐日アラブ首長国連邦特命全権大使
来学
※スリランカ、フィリピン、ナイジェリア、
カメルーン、フランス、アメリカ人留学
生、日本人学生

[受入対応]
駐日アラブ首長国連邦特命全権大使
が来学、留学生、日本人学生と共に交
流を行った。

会津大学

2017年6月
全国植樹祭2018
大会1年前記念イベントでの交流
※ブラジル、スリランカ、イラン、ベトナ
ム、モンゴル、中国人留学生、日本人
学生

[留学生派遣交流]
全国植樹祭ふくしま2018の開催に向け
ての大会1年前記念イベントに留学生と
日本人学生が参加。福島県における他
の森林に関わる活動の現状を学び、森
林への興味・関心を高めた。

会津大学

2017年7月
アラブ首長国連邦学生との交流
※ナイジェリア、イラン、ベトナム人留学
生、日本人学生

[受入対応]
リーダーシップを学ぶ研修旅行で来日
したアラブ首長国連邦の学生たちが会
津大学を訪れ、日本人学生・留学生と
共に昼食を含めた交流活動を行った。

会津大学

2017年8月
インターナショナル　トーク
「モンゴルの魅力を味わおう！」
※モンゴル人留学生

[大学内国際交流]
モンゴル人留学生にモンゴルの魅力や
文化などについて話してもらい国際理
解を深めた。

会津大学

2017年8月
2017年度夏季
オープンキャンパス
研究室公開（グローバルラウンジ開放）
※イラン人、カメルーン人留学生

[学外からの来訪者との交流]
留学や国際交流について小・中・高校
生や保護者に説明を行った。またイラン
人、カメルーン人留学生が、母国の文
化等の紹介をした。

会津大学

2017年8月
第29回JAPAN TENT
～世界留学生交流・いしかわ2017
※ナイジェリア、スリランカ、イラン人留
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。

会津大学

2017年8月
農家民宿モニターツアー
※モンゴル、ベトナム、中国、スリラン
カ、イラン、ナイジェリア、フラ
ンス、ブラジル人留学生、日本人学生

留学生派遣交流]
インバウンド（外国人）の方を対象として
県北地方の農家民宿の魅力向上や誘
客拡大に繋げるための事業に外国人
留学生が参加し交流活動を行った。

留学生との交流事業等
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団体名 活動名 内　容 写　真

会津大学

2017年8月
商店街サーベイ
※中国、ベトナム、モンゴル、イラン、ア
メリカ人留学生

[留学生派遣交流]
七日町のお店を訪ね、観光客の立場で
アドバイスをする福島県のプロジェクト
に参加。

会津大学

2017年9月
ガーナ高校生との交流
※ベトナム、イラン、スリランカ、ナイ
ジェリア、カメルーン人留学生、日本人
学生

[学生派遣交流]
日本研修で来日したガーナの高校生を
迎え、日本人学生・留学生と交流活動
を行った。

会津大学

2017年9月
AERAムック取材対応
※ベトナム人留学生

[受入対応]
朝日新聞出版のAERAムックとのインタ
ビューに参加

会津大学

2017年10月
2017年度秋季
オープンキャンパス
研究室公開（グローバルラウンジ開放）
※フランス人、ブラジル人留学生

[学外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
て小・中・高校生や保護者に説明を行っ
た。またフランス人、ブラジル人留学生
が、母国の文化等の紹介をした。

会津大学
2017年10月
Aizu Tour and SNS Photo contest

[留学生派遣]
会津地方で撮った写真をSNSを通して
世界に発信するイベントに参加。

会津大学

2017年11月
第15回うつくしま育樹祭
※ベトナム、ロシア人留学生

[留学生派遣交流]
県民の皆様に、緑や森林とふれあう大
切さを感じていただくために、植栽木の
手入れや体験・交流のイベントに留学
生が参加した。

会津大学

2017年11月
“今の福島県”魅力発見ツアー
※会津大学留学生8名が参加

[留学生派遣]
風評被害を払拭することを目的とした
魅了発見ツアーに留学生が参加し、元
気で楽しい福島県の情報発信に協力し
た。

会津大学

2017年11月
インターナショナル　トーク
「ブラジルの魅力に触れてみましょ
う！」
※ブラジル人留学生

[大学内国際交流]
ブラジル人留学生にブラジルの魅力や
文化などについて話してもらい国際理
解を深めた。
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団体名 活動名 内　容 写　真

会津大学

2017年11月
県国際交流協会日本語フィールドワー
ク
※中国人、ベトナム人、ドイツ人留学生

[留学生派遣交流]
留学生と地域との連携の構築を図る行
事に留学生が参加し、市民とのコミュニ
ケーションを楽しんだ。

会津大学

2017年11月
会津稽古堂での講義
※中国人、ベトナム人留学生、日本人
学生　20名参加

［留学生派遣交流]
会津大学の講義を会津稽古堂で実施。
「科学史」をテーマに学生と市民が一緒
に学習し、交流を行った。

会津大学

2017年11月、12月
インバウンド向け実証実験のモニター
ツアー

[留学生派遣]
海外のお客様の日本滞在での満足度
をあげることを目的とするモニターツ
アーに留学生が参加。

日本大学工学部
平成２９年４月１５日
第１回外国人留学生との交流会
（オリエンテーション）

外国人留学生と日本人学生が，昼食を
とりながら自己紹介やビンゴゲームを
行い，学生相互で親睦を深めた。

日本大学工学部
平成２９年４月２６日
第２回外国人留学生との交流会
（ランチミーティング）

外国人留学生と日本人学生が，ランチ
ミーティングを行い，「母国の食事」など
をテーマにして相互理解を深めた。

日本大学工学部
平成２９年５月２４日
第３回外国人留学生との交流会
（レクリエーション）

外国人留学生と日本人学生が，学内体
育館において卓球を行った。卓球部を
中心に練習や試合を行い，良い雰囲気
の中，交流を図った。

東日本国際大学 タイ青少年日本語研修

本学がタイ青少年語学研修団を受入れ
50日間の研修（日本語学習のほか、い
わき市内の文化施設の訪問、生まれて
始めての雪合戦、着物や日本舞踊、書
道や本学のスポーツ部活生とのスポー
ツ体験など多彩なプログラム）を実施。
また、いわき市からも施設等の協力あ
り

東日本国際大学 演奏交流
平成29年4月25日に本学留学生・日本
人学生とタイ青少年語学研修団と母国
の演奏を通しての交流
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団体名 活動名 内　容 写　真

東日本国際大学
（いわき市）

いわき野菜アンバサダー」認定の講習
会

いわきの農作物の豊かさとおいしさを
楽しみながら学び、発信する“野菜大
使”です。講習では、いわきおいしさノー
トを見ながら、いわき野菜の特色やお
いしさ、素材を生かしたレシピを学ん
だ。

東日本国際大学 料理を作って情報発信

留学生は互いの料理を食べたり、居合
わせた市民の方々にも試食をしていた
だいたりして、いわきの野菜の美味しさ
を再確認し、SNSで世界に発信しました

東日本国際大学
（福島県　国際課）

太平洋・島サミット絆交流事業

平成29年8月7日～9日で「第8回太平
洋・島サミット」開催に先立ち、それぞれ
の国や地域の将来を担う東嶼国出身
留学生と福島県内の学生が集い、意見
交換や交流を通じて友情やお互いへの
理解を深める。（ミャンマー・タイ・ネ
パール・韓国）

東日本国際大学 龍谷大学との交流会

東日本国際大学と龍谷大学（京都府）社会
学部生との交流会が8月10日、ラトブ６階研
修室で開かれた。今回グループディスカッ
ションを行い、「県外から見た福島の印象」
や「福島県民として県外の人にどう見てほ
しいか」などについて、それぞれの立場か
ら活発に意見を交わした。（韓国・ミャン
マー・ネパール学生が参加）

東日本国際大学
（福島県）

「ふくしまに来て、見て、感じるスタディ
ツアー」

福島県主催で８月２２日（火）から２４日
（木）に開催され、昨年に引き続き、本
学から１５名（留学生6名）が参加。（「い
わき・相双エリア」担当）首都圏から参
加した学生や県内学生の皆さんと「福
島県の魅力や復興への取組」の継続的
情報発信について議論した。」

東日本国際大学
（いわき市民間国際
交流・協力団体連

絡会）

いわき地球市民フェスティバル（スピー
チコンテスト）

第１６回いわき地球市民フェスティバル
が１０月１日、いわき市のラトブ6階産業
創造館展示企画ホールで行われた。こ
こでは、初の試みとして「外国にルーツ
をもつ市民による日本語でのショートス
ピーチコンテスト」が行われ、本学の留
学生５名が出場。

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、地域の方々
へ、外国人から見た日本や母国への思
いを熱弁。

東日本国際大学
（いわき市国際交流

課）
留学生交流市内見学

いわき市内の観光地を見学。（新入留
学生及び在学留学生20名）
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団体名 活動名 内　容 写　真

東日本国際大学
（いわき市日中友好

協会）
留学生との交歓会

いわき市内のキャンプ場でバーベ
キューを通して交流を深める。

東日本国際大学
キラキラジャパン（ミャンマー）テレ
ビ番組の撮影

ミャンマーの有名な女優さんであり、ミ
スユニバースでもあるmoesetwineさん
が司会をする番組がいわきを取材。本
学ミャンマー学生が出演。

福島工業高等
専門学校

平成29年4月
国費外国人留学生1名とマレーシア政
府派遣留学生2名を受入
（タイ1名、マレーシア2名）

機械工学科3年に1名、電気工学科3年
に1名、物質工学科3年に1名の計3名
の長期留学生を受け入れた。
（写真は留学生歓迎会時の様子）

福島工業高等
専門学校

平成29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4名（ルアーブル科学技
術大学3名、ベテューヌ科学技術大学1
名）と、同じく交流協定を締結している
フィンランドトゥルク応用科学技術大学
から2名を短期留学生として受入

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
専門学校

平成29年4月25日
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。

福島工業高等
専門学校

平成29年6月30日
留学生日本文化体験ツアー

本校グローバル化推進センターが主催
し、会津地方の大内宿等を訪れ、起き
上がりこぼし絵付け体験や郷土食のほ
か、足湯を楽しむなど、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。

福島工業高等
専門学校

平成29年10月21日
留学生との交流事業

いわき市国際交流協会といわき市の共
催で、留学生に“いわき”の良さを知っ
てもらうための事業として行われた。本
校からは、長期留学生5名及び引率教
員1名が参加し、市内のフラワーセン
ター、石炭化石館、三崎公園、塩屋埼
灯台等を訪れ、いわきについての理解
を深めながら交流を行った。

福島工業高等
専門学校

平成29年12月15日(予定)
留学生交流ボーリング大会

本校グローバル化推進センターが主催
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。
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団体名 活動名 内　容 写　真

福島大学
平成29年4月19日
前期新入留学生歓迎会

新入留学生歓迎会が開催され、留学
生、福大生、教職員合計57名が参加し
ました。沢山の人と自己紹介をするアイ
スブレーキングで打ちとけた参加者た
ちは、積極的に交流を図り楽しんでい
ました。

福島大学

平成29年6月24日
多文化交流コンサート
（第2530 地区米山記念奨学会学友会
20 周年記念イベント）

郡山市で開催された、第2530 地区米
山記念奨学会学友会主催のコンサート
を、中国、ベトナム、オーストラリアの留
学生が観覧しました。コンサートには山
形大学の留学生も参加し、参加者同士
で交流を図ることができました。

福島大学
平成29年6月24日
ベトナム留学生講演会
（福島成蹊高等学校）

ベトナムの留学生２名が福島成蹊高等
学校の授業に講師として招かれ、ベト
ナムの生活・文化や高校生活について
発表を行いました。

福島大学
平成29年6月30日
外国語コミュニケーション授業
（福島大学附属小学校）

福島大学附属小学校5年生と6年生の
外国語コミュニケーション授業に中国と
ベトナムの留学生が講師として招かれ
ました。英語での自己紹介や、自国の
文化についてのインタビューを通じて、
交流を図りました。

福島大学
平成29年7月14日
ベトナム・フォンドン大学短期研修生訪
問

短期研修で福島県を訪問中のフォンド
ン大学日本語学科2年生　グエン　ティ
チュ　ハさんとグエン　ティ　チュ　トゥイ
さんが、本学を訪れました。懇親会には
福島大学の日本人学生とベトナム人留
学生が多数参加し、ゲームや歓談を通
して、交流を深めていました。

福島大学
平成29年8月4日
「福島わらじまつり」への参加

中国、マレーシア、ドイツ、オーストラリ
ア、アメリカ出身の留学生14名が、日本
人学生や教職員と共に「福島わらじま
つり」に参加しました。当日は、「福島大
学」の名入りのオリジナル浴衣に身を
包み、一人ひとりの笑顔が光る息の
合った踊りを披露しました。

福島大学
平成29年8月7日～9日
太平洋・島サミット 絆交流事業
（福島県国際課）

平成30年5月にいわき市で開催予定の
太平洋・島サミットに先立ち行われたイ
ベントに、フィジー出身の留学生が参加
し、福島県内の日本人大学生と交流を
通じ、相互理解を深めました。

福島大学
平成29年8月15日～26日
Fukushima Ambassadors ProgramⅪ

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、本学の協定校である、アメリ
カ・カナダ・英国・ドイツ・中国の５カ国６
大学から留学生２１名を招聘して短期
プログラムを実施しました。
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団体名 活動名 内　容 写　真

福島大学

平成29年9月17日
「ふくしま荒川」学生観光ＰＲアワード＆
モニターツアー
（ふくしま荒川ミュージアム推進会議）

ふくしま荒川ミュージアム推進会議が主
催するモニターツアーに中国の留学生
が参加し、荒川周辺の施設や土木遺産
群を散策しながら、他の参加者と交流
を深めることができました。

福島大学
平成29年9月22日
国際理解講座
（あさか開成高等学校）

中国とベトナム出身の留学生があさか
開成高等学校の国際理解講座での講
師として招かれ、出身国の文化や自身
の留学理由等について発表を行いまし
た。

福島大学

平成29年10月7日
第２７回国際交流フェスティバル「ザ・ま
つりin飯坂」
（飯坂国際ロータリークラブ）

飯坂国際ロータリークラブ主催の「まつ
りin飯坂」に本学の多数の留学生が参
加し、お神輿を担いで飯坂町内を練い
たり、日本文化を体験したりして、参加
者や地域住民との交流を図りました。

福島大学
平成29年10月15日
外国人のための霊山登山
（伊達市）

福島県伊達市主催の霊山登山ツアー
に、中国、ベトナム、ハンガリー、ドイツ
の留学生が参加し、紅葉の見頃となっ
た霊山へ登山を行い、参加した市民や
留学生と交流を楽しみました。

福島大学
平成29年10月18日
後期新入留学生歓迎会

後期新入留学生21名の歓迎会が開催
されました。参加した日本人学生たちも
積極的に留学生と交流を図っていまし
た。留学生からは「ここに来れてよかっ
た、一年間良い思い出を作っていきた
い」との感想が述べられました。

福島大学
平成29年10月22日
和体験～民家園を着物で巡ろう～
（福島市国際交流協会）

福島市国際交流協会主催のイベント
に、ハンガリー、ルーマニア、ドイツ、中
国からの留学生が参加し、和服の着付
けを行い、お辞儀等の日本の作法を学
んだりして、日本文化体験を行いまし
た。

福島大学
平成29年11月18日～19日
福島県内留学生モニターツアー
（福島商工会議所連合会）

福島商工会議所連合会が主催する福
島県の魅力発見ツアーに、中国やハン
ガリーの留学生が参加し、県内の様々
な観光地を訪問した。また、ツアーに参
加した、会津大学や福島県立医科大学
の留学生とも交流を図った。

福島大学
平成29年11月25日
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主催の「りんご
狩りと日本文化体験ツアー」に１８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、午後は金剛院にて着物着
付け、茶道、福島わらじ音頭を体験しま
した
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団体名 活動名 内　容 写　真

福島大学
平成29年12月2日
留学生研修旅行

留学生18名が参加し、コミュタン福島
（三春町）やアクアマリンふくしま（いわ
き市）を見学し、福島の環境を学習しま
した。また、いわき市では語り部による
震災についての体験談を聴き、東日本
大震災への理解を深めました。

福島大学
平成29年12月8日
キャンパスイルミネーション点灯式

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おい
て、教員、学生、留学生の有志団体が
合唱を行い、参加した留学生は、各国
語での歌を披露しました。

福島大学
平成30年2月6日～16日
Fukushima Ambassadors PrograⅫ

本学の協定校である、アメリカ・イギリス
等の大学から留学生を招聘して短期プ
ログラムを実施予定です。プログラムで
は、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
ことを目的としています。

福島大学
平成30年2月18日
わくわくワールドフェスティバル
（ＮＰＯ相馬国際交流の会）

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」で母国の料理や
菓子を販売し、来場者と交流を図りま
す。

福島大学

平成30年3月15日～16日
対日理解促進交流プログラム
KAKEHASHI Project
（一般財団法人 日本国際協力セン
ター）

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
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。
　平成２９年度は１１月１日現在１３３名
に発行した。

福島市 福島市外国人留学生生活補助

出入国管理及び民認定法第2条の2第2
項、別表第1の4の「留学」の在留資格を
有し、福島市内に住居地を有する者
で、国民健康保険に加入し、市内の大
学（短期大学、大学院を含む）及び専修
学校の専門課程に在学する者に対し、
国民健康保険税に相当する額を、予算
の範囲内で定める額を上限に補助す
る。

県中地域福島空港
活性化推進会議
（事務局：郡山市）

平成29年11月11日（土）
県中地域福島空港活性化推進会議
（事務局：郡山市）
「ふくしま県中テイクオフ事業」
※留学生（ベトナム人、中国人、インド
ネシア人、タイ人、ミャンマー人、バング
ラディッシュ人、ネパール人）

福島空港の活性化のため、留学生等を
対象に県中地区の地域資源をめぐるモ
ニターツアーを実施 。参加者には、地
域の魅力や地域住民の交流をＳＮＳ等
での情報発信やアンケート協力を依頼
した。
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団体名 活動名 内　容 写　真

いわき市
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
期大学を含む）又は高等専門学校に在
学している者）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。

いわき市・
（公財）いわき市
国際交流協会

平成29年10月21日
留学生との交流会

　市内の大学等に在籍する外国人留学
生を対象にし、施設見学を通していわ
きの魅力を体験するツアー。
　いわきに対する理解を深めてもらうこ
と、いわき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。

ライオンズクラブ国
際協会332－D地区

ＹＣＥ（Youth Camp &　Exchange）
青少年交換留学事業
①来日生
夏期：（7/10～8/3）フィンランド1名
②派遣生
夏期：（7/8～8/7）ポルトガル1名
冬期：（12/21～1/9）マレーシア2名

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様々なことを
経験・見聞し知識を深める。　　　相互
理解を深め親善を促進する。福島県の
現状を正確に伝え、理解して頂く為の
国際親善大使として活躍する。最後に
体験発表をし、今後の活動に生かす。
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