
2010年度広島大学国際交流ボランティア派遣事業報告書
1 派遣事業数　　　　　　　9件

2 派遣延べ留学生数　　38名

3 派遣学生の出身国　11ヶ国
4 実施内容等

No 事業名 依頼主 実施日時
派遣
人数

種別 留学生出身国 実施内容

1
瀬戸内～多島美と神話の国～極上サ
イクリングジャーニー

㈱TSSプロダクション 2010年10月4日（月）～8日（金）終日 1 TVレポーター 台湾
台湾向けの瀬戸内海の観光PRのテレビ番組において，瀬戸内海の観光
地を旅行しながら案内するレポーターを留学生が担当した。

2 フレンドシップ事業 教育学部　逸見香織

2010年
 7月10日（土）13:00～15:00
11月13日（土）13:00～15:00
11月27日（土）10:00～12:00
　　　　　　 　　13:00～15:00

8
大学事業・小学生と
の交流

7/10：アメリカ(1)，フィンランド
(1)
11/13：中国(5)
11/27am：中国（4），ベトナム
(1)
11/27pm：中国（3）

教育学部初等教員養成コースの学生を対象に開港されている集中講義。
広島大学に東広島市内の子供たちや下見地区の方が集まり学生の企画
した活動に参加する。その中の「ぐろーばるグループ」の活動に留学生が
参加し，フィンランド料理を一緒に作ったり，アメリカとフィンランドの食文化
について紹介した（7/10）。また，中国とベトナムのお正月文化について紹
介し，凧揚げをしたり，年賀状を書くなどの交流を行った（11/13,27）。

3 第2回錦帯橋国際シンポジウム
岩国市産業振興部観光振興
課

2010年11月13日（土）13:00～18:00
　　　　　　　14日（日）10:00～17:00

1 シンポジウム通訳 中国
第2回錦帯橋国際シンポジウムにおける，中国人講師の現地視察の際の
通訳を留学生が行った。また，留学生はシンポジウムにも参加し，専門分
野の学習の機会を得た。

4 御調中高国際交流セミナー 尾道市立御調中学校 2010年11月20日（土）9：00～15：00 3 中学校の交流会
マレーシア
ラオス
ネパール

中学校で行われた「国際交流セミナー」に留学生が参加し，ゲームや料
理，お茶，書道，琴等の日本文化体験などを通して中学生・高校生と交流
した。

5
平成22年度　日中友好広島県議会議
員連盟　講演会

日中友好広島県議会議員連
盟

2010年12月13日（月）16:30～19:00 3 講演会・交流会 中国
日中友好広島県議会議員連盟の講演会に留学生が参加した。また，交流
会でにて留学生がスピーチを行った。

6
文化支援“トルコの伝統工芸品展”ヘ
レケの絨毯＆キリム

東亜ヒューマンネットワーク
2010年12月23日（木）10:00～15:00
2010年12月24日（金）10:00～17:00

2 文化展 トルコ
トルコの伝統工芸品展にて，留学生が来場者にからの質問に答えつつ，ト
ルコについて紹介した。

7 平成23年度広島市成人祭 広島市
2011年1月10日（月・祝日）
12:00～13:30

7 公的行事 中国，韓国 広島市の成人式へ留学生が参加し，日本の成人式を体験した。

8 広島少年院入所者の通訳・翻訳 広島少年院
2011年1月～3月（月1回程度）の予
定だったが，依頼者の都合により中
止。

通訳・翻訳 ブラジル
広島少年院入所者（ブラジル人）の母親との面会の通訳または手紙の翻
訳を留学生が行う予定であったが，依頼者の都合により1度も実施されな
かった。

9 PechaKucha Night
広島経済大学の交換留学生
Miriam and Maggie

2011年1月21日（金）　18:00～21:00 10 学生自主企画 フィリピン（1），日本（9）
広島経済大学の留学生が企画した国際交流イベントへ，留学生1名，日
本人9名が参加し，パワーポイントを使った発表をしたり，発表について意
見交換を行った。

10 三和小学校国際交流会への参加 神石高原町立三和小学校 2011年2月14日（月）　11:30～14:30 3 中学校の交流会
トルコ
ロシア
韓国

小学校の国際交流の日に，留学生が自国の文化紹介などを行い，給食を
食べたり，クイズやゲームなどを通して交流を行った。留学生1人当たり2
学年を担当し，1～6年全学年と交流した。

11 カナダ弁護士協会との交流 神洲トラベル
2011年4月12日（火）の予定であった
が東日本大震災の影響のため中止

国際交流
日本を訪問するカナダ弁護士協会のOB/OGと留学生が，食事をしながら
英語で交流する予定であったが，東日本大震災を受けて中止になった。

2010年度広島大学国際交流ボランティア交流事業（国際センター共催）報告
1 実施事業数　　　　　　　2件
2 参加延べ留学生数　　14名
3 派遣留学生の出身国　9ヶ国
4 実施内容等
No イベント名 依頼主 実施日 人数 種別 派遣した学生の国名 実施内容

1
東広島ロータリークラブと留学生との
食事会

東広島ロータリークラブ 2010年10月2日（土）10：50-14：30 9 交流会

中国，台湾，韓国，インドネシ
ア，バングラディシュ，マレー
シア，ラオス，ベトナム，フィリ
ピン

東広島ロータリークラブが留学生のサポートをするために，留学生と食事
をしながら，留学生が困っていることをヒアリングした。

2
名古屋大学教育学部附属中学校の
学生による留学生インタビュー

名古屋大学教育学部附属中
学校

2010年11月11日（木）13:30-15:00 5 インタビュー
中国，台湾，韓国，バングラ
ディシュ，ラオス

名古屋大学教育学部附属中学校の学生から，被爆都市ヒロシマに住む
留学生に平和についてインタビューを行った。時間内に聞けなかった内容
は，留学生に質問状を作り回答してもらった。



2010年度広島大学国際交流ボランティア交流事業（国際センター主催）報告
1 実施事業数　　　　　　　2件
2 参加延べ留学生数　　17名
3 派遣学生の出身国　5ヶ国
4 実施内容等
No イベント名 講師名 実施日 人数 種別 参加した学生の国名 実施内容

1
白拍子体験とオリエンタル音楽のミニ
コンサート！／‘Shirabyoushi’ &
Oriental music concert!

桜井真樹子氏，
桜井直樹先生（ゲスト出演）

2010年12月18日（土）13:30～17:45 8 文化体験 中国（2），日本（6）
白拍子の説明，楽譜の読み方，基礎的動きの体験，講師による白拍子実
演の鑑賞，オリエンタル音楽のコンサートの鑑賞を行った。

2

風呂敷の作法に見る和の心／The
Japanese Spirit of Harmony
expressed by the proper use of
‘furoshiki’

藤野完二氏 2011年1月22日（土）13:30～15:30 9 文化体験
中国（2），台湾（1），インドネ
シア（1），フィリピン（2），日本
（3）

風呂敷の文化の紹介，風呂敷の使い方の実演を行った。

2010年度広島大学Face to Face事業（国際センター主催）報告
1 実施事業数　　　　　　　5件
2 参加延べ留学生数　
3 派遣学生の出身国　
4 実施内容等
＊目的：グローバルリテラシー（国際的な対話能力）の向上国際的な交流・学習活動を共に行ないたいと思う学生同士でネットワークを広げる
No テーマ 実施日

1 世界の若手リーダー育成について
2010年10月28日(木)
16:20-18:00

2 Clean Energy
2010年1１月25日(木)
16:20-18:00

3 International Students In Japan ①
2010年12月21日(火)
16:20-18:00

4 Cross-Cultural Conversation
2011年1月21日(金)
16:20-18:00

5

Global Literacy　 －Toward global
dialog-  　　　　　　　　グローバルリテ
ラシー
～他者との対話に向けて～

2011年2月9日(水)
16:20-18:00

①グローバル・リテラシーとは（齊藤による発表）
②留学生、日本人学生参加者全員による自由討論（1時間程度）

実施内容

①ブラジル・カナダプロジェクトー世界の若手リーダー育成についての発表（ブラジル人留学生）
②留学生、日本人学生参加者全員による自由討論

①「次世代クリーンエネルギーと展望―フランス小型水力発電会社の事例から―」の発表
（発表者：　ギュルヴァンマヤール・ドゥ・ラ・モランデさん、フランスからの留学生）
②留学生、日本人学生参加者全員による自由討論

①「留学生が日本で就職する動機～自身のインターンシップ経験をもとに～」の発表
（発表者：　陳曦さん、中国からの留学生）
②留学生、日本人学生参加者全員による自由討論（1時間程度）

①「International Cafe～学生主体の国際交流活動の意義～」の発表（発表者：本田秀一　文学部1年　日本）
②「Ich studiere japanology～わたしが日本語を学び始めたきっかけ～」の発表
　　　　　　（発表者：スザンネ・ロバート　HUSA留学生　オーストリア）
③留学生、日本人学生参加者全員による自由討論（1時間程度）


