
平成24年4月～平成25年3月

団体名 行事名 内　容

福島県
外国人留学生文化施設等無料
観覧制度

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。

福島市（福島市国
際交流協会）

留学生国民健康保険加入助成制
度

福島市在住留学生への国民健康保険加入助成
を行う。

福島市（福島市国
際交流協会）

結・ゆい・フェスタ2012 平成 24 年 9 月
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）

震災復興！ふれあいバスツアー 平成 24 年 11 月
相馬市での震災被害の状況や復興に向かう様
子を視察。また、福島市内の温泉や果樹園など
をバスで巡り留学生一般市民が交流を深めた。

福島市（福島市国
際交流協会）

新年会　～世界のお正月～ 平成 25 年 1 月
留学生に自国の新年の過ごし方や正月の風習
などを紹介してもらいながら一般市民と親睦を深
める。

郡山市（郡山市国
際交流協会）

国際交流バスツアー 平成 24 年
6
11

月
市内等への日帰りバスツアーを通して、国籍を
超えた交流を図った。

郡山市（郡山市国
際交流協会）

第25回<トーク・トーク・トーク」在住
外国出身者による日本語発表会
及び交流会

平成 24 年 11 月
在住外国出身者による日本語発表会と、留学
生・市民との交流を行った。

郡山市（郡山市国
際交流協会）

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保険税相当
額の助成を行う。

郡山市（郡山市国
際交流協会）

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）

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。

（公財）福島県国際
交流協会

結・ゆい・フェスティバル 平成 24 年 9 月
当協会出展ブースにおける外国文化紹介及び
運営補助。

（公財）福島県国際
交流協会

会津若松市国際交流フェスティバ
ル

平成 24 年 10 月
当協会出展ブースにおける外国文化紹介及び
運営補助。

（公財）福島県国際
交流協会

国際理解出前講座：留学生とトモ
ダチ（計４回）

平成 24 年 6～12 月
県内小中学校や公民館に出向き、小中学生等を
対象に母国文化を紹介し、身近に外国人と触れ
合う機会を提供する。

（公財）福島県国際
交流協会

ケビン’ｓワールドカフェ（全７回） 平成 24 年 5～12 月
外国出身県民ゲストと県民が、ゲームや、ディス
カッション、料理などを通して、カフェ形式のリラッ
クスした形で意見交換する。

（公財）福島県国際
交流協会

福島県国際交流事業における通
訳

平成 24 年 7 月
ふくしま多文化共生サポーターとして、福島県が
海外からの訪問団を受け入れる際の歓迎レセプ
ション等における通訳。

RI第2530地区米山
記念奨学会委員会

第2530地区米山記念奨学生歓迎
会

平成 24 年 5 月
２０１2学年度RI第2530地区米山記念奨学金支
給資格を取得した新米山奨学生・既米山奨学生
とそのカウンセラーを対象に開催された。

RI第2530地区米山
記念奨学会学友会

第2530地区米山記念奨学生によ
る体験発表会

平成 24 年 11 月
福島県内在住の米山記念奨学生とその終了し
た人が、体験発表し、ロータリアン（カウンセ
ラー・役員など）を対象。

通年
（申請期間あり）

通年

通年

留学生との交流事業等

時期

通年
（申請期間あり）

通年



RI第2530地区米山
記念奨学会委員会

RI第2530地区米山記念奨学生を
囲む新年会

平成 25 年 2 月
福島県内在住の米山記念奨学生とその終了し
た人とロータリアン（カウンセラー・役員など）の
交流・親睦を目的に。

国際ソロプチミスト
福島

留学生とのリンゴ狩りといも煮会 平成 24 年 11 月

福島大学生と国際ソロプチミスト会員、桜の聖母
短大ボランティア、シグマソサエティ会員と平野
清野果樹園で「リンゴ狩り」及び平野金剛院（お
寺）にて「いも煮会」を実施。中国、韓国、フィリピ
ン人が参加。

日本大学工学部
外国人留学生と工学部学生との
バス旅行

平成 24 年 7 月
外国人留学生と日本人学生との親睦・交流を目
的とした半日の県内バス旅行

福島高等専門学校
（専攻科）

仏国カレー科学技術大学から２名
研修学生の受入れ

平成 24 年 4 月
日本企業及び地方自治体のマネジメントの短期
調査研究

福島大学
ミドルテネシー州立大学（ＭＴＳＵ）
短期派遣留学生の受入れ

平成 24 年 6 月
協定校であるミドルテネシー州立大学学生の約
１週間の受入れを実施

福島大学 飯坂けんか祭り参加 平成 24 年 9 月 地元のお祭りに参加。

福島大学
福島県立月輪小学校　国際理解
講座

平成 24 年 9 月
小学生に対して留学生が、母国の子供の遊びを
教える。遊びを通じてコミュニケーションをとっ
た。

福島大学 震災復興！ふれあいバスツアー 平成 24 年 11 月
福島市国際交流協会のイベントに留学生が参
加。

福島大学 新年会　～世界のお正月～ 平成 25 年 1 月
福島市国際交流協会のイベントに留学生が参
加。



平成 24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２５年１月７日現在 

 

 活動名 内容 写真 

1 

平成 24年 5月  

会津若松市立松長小学校「英語クラブ」 

[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

身地であるアメリカの紹介を中心

とした交流活動を行った。 

 
2 

平成 24年 6月  

会津若松市立永和小学校 

[留学生派遣交流]  

会津若松市立永和小学校に留

学生が招聘され、出身国の文化

紹介や英語のゲームを中心とし

た交流活動を行った。 

 
3 

平成 24年 6月  

会津若松市立松長小学校「英語クラブ」 

[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。 

 
4  

 

平成 24年 6月  

ケナフで地球環境を考える① 

[留学生派遣交流]  

会津美里町立宮川小学校第 4学

年のみなさんと、会津大学の留

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。（草刈り

を一緒にする） 
 

5 

平成 24年 7月  

会津若松市立松長小学校「英語クラブ」 

[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

身地であるロシアの紹介を中心

とした交流活動を行った。 

 
6 

平成 24年 9月  

会津若松市立松長小学校「英語クラブ」 

[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。 

 



7 

平成 24年 10月  

会津若松市立松長小学校「英語クラブ」 

[留学生派遣交流]  

会津若松市立松長小学校の英

語クラブに本学教員の奥様が招

聘され、出身地であるオーストラ

リアの紹介を中心とした交流活

動を行った。 
 

8 

平成 24年 8月、１０月  

平成 24 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） 

[国内からの来訪者との交流]  

留学生が、会津大学の国際交流

の紹介を行い、高校生や保護者

との交流を行った。 

 
9 

平成 24年 10月  

ケナフで地球環境を考える② 

[留学生派遣交流]  

会津美里町立宮川小学校第 4学

年のみなさんと、会津大学の留

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。（刈取り

を一緒にする）  

10 

平成 24年 10月  

会津若松市立神指小学校 

 

[留学生派遣交流]  

会津若松市立神指小学校に留

学生が招聘され、出身国の文化

紹介や英語のゲームを中心とし

た交流活動を行った。 

 
11 

平成 24年 10月  

会津若松市立日新小学校 

[留学生派遣交流]  

会津若松市立日新小学校に留

学生が招聘され、出身国の文化

紹介や英語のゲームを中心とし

た交流活動を行った。 

 
 

平成 24年 10月～25年 3月  

平成 24 年度 大学生の力を活用した集落

復興支援事業 

 

会津大学「ふくしま」を発見、        

世界に発信し隊 

 

[日本人学生・留学生派遣交流]  

日本人学生・留学生がチームと

なり、南会津郡南会津町の集落

での現地調査を基に、地域資源

を活かした活動を展開。 

 

 


