
 

International Exchange in Campus 

◆NOIE(Network of International Exchange) 

This is a program that consists of International and Japanese students, who are interested in 

international exchange and volunteer-work. They take part in international exchange activities in schools 

and local communities as paid or unpaid volunteers. 

＊We ask for participants/volunteers every April and October via MOMIJI. 

Receive information about international exchange activities, volunteer work etc. from the International 

Center, and take part in all kinds of activities. Activities organized by International Center may include:  

・Requests from the community (Studying International Understanding in the Classroom): Cooperation 

of international exchange activities within the community－elementary school, junior high school, 

city etc. This requires a participation orientation meeting, where you join these activities.   

・International exchange activities at the university: Support activities organized by the International 

Center 

・Other types of cooperation or participation in part-time jobs about international exchange 

  

International Understanding programs for Japanese elementary 

school students 

Exchange with international students and Japanese 

students through calligraphy. 

 

◆Conversation Partner 

This program aims to improve the language abilities of international students and Japanese students 

through mutual learning. Please talk with your partner and decide a place, time and language.  Many 

international students and Japanese students from different Faculties and grades enjoy the 

conversations and cross-cultural understanding. 

＊We will ask for participants every April and October via MOMIJI. 

  

Get a partner at the orientation meeting Conversation in English, Japanese and other languages 



 

◆International Luncheon 

 The International Center holds “International Luncheon”  

every Thursday at lunch time. International students and 

Japanese students introduce their daily life, to improve 

mutual understanding of different cultures.  

Date & Time：Every Thursday 12:10-12:40 

Place：Student Plaza 1F, free space(east side)  

Language：Free 

Conditions：Bring your own lunch. No Application needed.  

 

◆Regional world cooking 

 The International Center will hold “Regional World Cooking” 

 once a month. Lecturers will not only introduce their country’s 

 traditional cuisine，but also teach how to cook it. 

Date: Once or twice per term  

Time: 10:00-14:00                    

Place: Student Plaza 1F 

Language: English and Japanese 

Participation fee: About 500 yen.  

 

◆なるほど！ Cross Cultural Discussion 

This is an international exchange event for Japanese students 

and international students that is aimed at understanding 

differences in ways of thinking through the group discussion 

on various topics that we will provide in English. 

Date: Once a month                 

Time: 18:00-20:00 

Place: Student Plaza 1F 

Language: English 

 

◆Bus tour 

This is an international exchange project for  

Japanese students and international students 

to visit tourist sites mainly in Hiroshima by bus. 

Date: Once a term                  

 

 

◆◇Contact Address◇◆ 

Ayami NAKAYA, Ph.D. Associate Professor (Education Building K309), International Education Division, 

International Center   TEL: 082-424-6289 

Shoko KUWAHARA (Student Plaza 3F), International Exchange division, International Center 

TEL: 082-424-4541 

E-mail: elife@hiroshima-u.ac.jp 

 

Please see the MOMIJI for details. 

MOMIJI > Campus Life Information > 

International Exchange 

mailto:elife@hiroshima-u.ac.jp


 

キャンパスでの国際交流 

◆NOIE(Network of International Exchange) 

国際交流に関心のある学生が，学校や地域の国際交流活動に参加するための情報を提供する仕組みです。

学部も学年も様々な留学生と日本人学生が登録しており，それぞれの興味や関心に合わせて活動に参加

しています。 

＊毎年新入生が入学する 4月と 10月に「もみじ」を通じて募集を行います。 

広島大学国際センターから国際交流などに関する情報を得て，自主的に国際交流活動に参加します。

国際センターが主催・共催する国際交流活動への参加・協力も含まれます。主な活動の内容は以下のと

おりです。 

・（留学生のみ）地域からの依頼（国際理解教育講座）：小学校や中学校，市役所などの国際交流体験

への協力。これに参加するためには，オリエンテーションを受けてもらう必要があります。 

・大学での国際交流：国際センター主催・共催の国際交流事業への参加 

・その他：国際交流に関するアルバイトなどへの参加・協力 

・（主に日本人学生）留学生などのサポート：留学生の生活・学習支援 

  

小学生への国際理解教育 留学生と日本人学生の書道体験会 

 

◆会話パートナー（Conversation Partner） 

留学生と日本人学生がお互いに学びたい言語を話す練習相手になり，お互いの語学力の向上を目指す

ためのシステムです。パートナー同士でお互いに都合のいい時間に自由に会話をします（英語のみでな

く、中国語を学びたい人も大歓迎です）。学部も学年も様々な留学生と日本人学生が，パートナーとと

もに語学のみでなく，異文化理解も深めています。 

＊毎年新入生が入学する 4月と 10月に「もみじ」を通じて募集を行います。 

  

オリエンテーションでパートナー決定 パートナーが決まったら、自己紹介をして次に会う日を決めます！ 

 



 

◆International Luncheon 

昼食を食べながら、各国の日常生活の違いを紹介し合い、 

異文化理解を深めるイベントで下記の日時に実施しています。 

日時：毎週木曜日 12:10～12:40 

場所：学生プラザ 1F フリースペース（東側）         

言語：自由 

参加条件：自分のお弁当を持参すること 

 

 

◆Regional world cooking 

外国人の講師を招き，日本人学生と留学生が一緒に 

その国の伝統的な料理を作り，食べることを通して 

世界各国の食文化を深く学ぶためのイベントです。 

実施日：学期に 1～2回                              

時間：10:00‐14:00                   

場所：学生プラザ 1F                 

使用言語：英語と日本語 

参加費：約 500円 

 

◆なるほど！Cross Cultural Discussion 

日本人学生と留学生が、毎回与えられる様々なテーマに 

ついて、主に英語を使用しながらグループディスカッション 

を行います。 

実施日：1ヶ月に 1回 

時間：18:00-20:00 

場所：学生プラザ 1F 

使用言語：英語 

 

 

◆バスツアー 

広島大学の日本人学生と留学生が、主に広島県の 

観光スポット等をバスで巡る国際交流企画です。 

実施日：半期に１回 

 

                             

 

 

 

◆◇お問い合わせ先◇◆ 

国際センター国際教育部門 准教授 中矢礼美（教育学部 K309）TEL: 082-424-6289 

国際センター国際交流部門 桑原 晶子（学生プラザ 3F）TEL: 082-424-4541 

E-mail: elife@hiroshima-u.ac.jp  
詳しくは「もみじ」をご覧ください。 

もみじ＞学生生活のサポート 

＞国際交流 


