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１ 件 名 
    ２０１０年度学生交流推進事業（グローバル学生交流）の実施について 
 
２  目 的 

学術交流協定を締結している
きょくふしはん

曲阜師範大学（中国）及び
けい

慶
なん

南大学校（韓国）と本学
の３大学による学生交流事業を実施し、国際交流教育プログラムや地域交流プログラム
を通して、多文化社会に対応できる人材の育成と地域の国際化への貢献に資する。 

  （「グローバル学生交流」として、２０００年度から実施しており、今回で１１回目） 
３  事業の概要 
 (1) 期  間 
   平成２２年６月２６日（土）から７月１７日（土） ２２日間 
 (2) 参 加 者 
   来日学生  曲阜師範大学・慶南大学校 各１０人 
      引 率 者  曲阜師範大学教員  １人 
                  慶南大学校教員  １人  
      本学学生  日本語教育実習学生 ６０人程度 
         その他の学生 １００人程度 
   本学教員  ２０人程度 
 (3) 内  容 
  ア 地域との交流プログラム 
   ・企業訪問、山口市徳地での地域交流、ホームステイ など 
  イ ショート学習プログラム 
   ・外国人学生に対する日本語学習 
   ・日本文化体験、各学部との交流や討論会による日本理解と学生交流 など 
  ウ 国際交流教育プログラム 
   ・本事業参加の本学学生に対する国際交流に係る事前学習 
 
４  両大学の概要 

 曲阜師範大学 慶南大学校 

設立  １９５５年  １９４６年 
 
所在地 

 

 中国山東省
きょくふ

曲 阜市 

 

 韓国
けいしょうなんどうまさん

慶 尚 南 道 馬 山市 
学生数  約１６，０００人  約１５，０００人 

学術交流協定締結  平成４年５月１４日  平成８年４月２７日 

 
５ 滞在中の日程等 
      別紙のとおり 
      ・2010 年度学生交流推進事業（グローバル学生交流） 

について 
   ・主要行事の概要 
      ・2010 年度グローバル学生交流推進事業日程 



２０１０年度学生交流推進事業（グローバル学生交流）について 
 
１ 事業の背景と目的 
   本学は、「国際化への対応」を教育理念に掲げ、全学を挙げてそのレベルアップに努
 めている。平成９年度から平成 11 年度において実施した「３大学トライアングル学生 
交流事業」では、①外国人学生とのコミュニケーション能力の向上 ②地域の国際化  
への貢献 ③日本語教育課程の実習プログラムの開発等について、大きな成果を得る  
ことができた。 
    この３年間の交流で培った交流技術を土台に、平成 12 年度から「グローバル学生交 
流」として、①外国人学生に対するショート学習プログラムの開発・策定、②本学学  
生に対する国際交流教育プログラムの開発・策定、③地域との交流プログラムのグレ  
ードアップを行ってきており、各プログラムを組み合わせることによって本学の国際  
化教育の推進を図るとともに、本事業をその教育実践の場として活用してきた。今年  
度においても、学校交流や地域交流を実施するなど、地域への積極的なアプローチを  
行って、目的の達成を図る。 
 
２ プログラム開発の視点 
   異なる社会が共生する新たな時代に通用する「国際交流教育プログラム」の開発を  
目指し、中国・韓国との交流はもとより、多文化社会に対応できる人材の育成に資する。 
 (1) ショート学習プログラム 
      プログラムの開発・蓄積を行う。 
      本学学生に対しては、本学授業科目との関連を強化する（異文化関連授業等で修 
 得した知識の実践の場に活用する）。 
 (2) 国際交流教育プログラム 
      他の事業やその他多くの国との交流にも汎用できるプログラムを開発する。 
 (3) 地域との交流プログラム 
      地域の方が外国人学生を受け入れることにより、大学と地域との共同発展を目指す。 
 
３ 平成２２年度事業概要 
 (1) 事業参加者 
  ・ 受入学生 曲阜師範大学・慶南大学校学生   各大学１０人  
    ・ 曲阜師範大学教員 １人 慶南大学校教員 １人（４日間程度） 
    ・  本学教員  ２０人程度 
         〃 学生  日本語教員実習学生 ６０人程度 
                  その他の学生    １００人程度 
 (2) 実施期間   
       ６月２６日（土）～７月１７日（土）までの２２日間 

 (3) 事業内容及び効果 

内   容 効   果 
①ショート学習プログラム 
・外国人学生に対する日本語学習 
   日本語教員養成課程の本学学生が指導 
 
・日本理解のプログラムと学生交流 
    一般授業の受講 
   フィールドワーク  
    討論会（公開発表会） 
 
 
 
・日本文化体験学習 
     日本文化関連教養科目の受講 
     伝統文化関連サークルとの交流 

 
・外国人学生の日本理解促進 
・本学学生に対する日本語教員養成課程
 実習の場の提供（学内で実習が可能） 
 
・日本の大学についての理解と学生同士
 の交流 
・日本、特に山口県の歴史や産業への理解 
・異なる国の学生が論議を交わすことに
 より、国際舞台での自己主張の仕方や
 相互理解等の国際感覚を修得 
 
・外国人学生の日本理解促進 
・異国人学生間の相互理解促進 

②国際交流教育プログラム 
     ～本学参加学生への事前教育 
   本学の概要 
   山口県（地域）の概要 
   両大学との関係 
     相手国の歴史、事情   など 

 
・国際交流を行う上で必要な基礎知識及
 び交流感覚の習得 
・他事業への汎用 
 
 

③地域との交流プログラム 
   交流会、学校訪問、公開発表会 
 

 
・地域の国際化支援と交流機会の提供 
・外国人学生の日本理解促進 



 

別紙 

  

                     主要行事の概要 

 

       滞在中の日程については裏面のとおりですが、主な行事は以下の予定です。 

 

    ◎歓迎式 

        ・６月２８日（月）  ９時３０分   県立大学  本館棟大会議室 

            挨拶、記念品交換、写真撮影他 

 

    ◎地域交流                                                               

        ・７月３日（土） １０時      山口市徳地串  串交流センター       

            地域住民との交流                                                

                料理作り、留学生による簡単な会話教室、徳地和紙染色模様づくり 

 

    ◎学校訪問 

        ・７月１２日（月） ９時３０分   美祢市立大嶺小学校 

            小グループに分かれて授業を見学 

 

    ◎スピーチコンテスト                                                   

        ・７月１６日（金）   ９時３０分   県立大学  本館棟３階 Aー３２教室 

            滞在期間中の感想を日本語で発表       

                                                                             

   この他、学内で「日本語講義」や「日本文化体験」を行います。 

 



 

6月26日（土） 6月27日（日）

《入国》

曲阜　下関港

【9:30着】

昼食

慶南　博多港

【17:55着】

プレイスメントテスト

【Ｃ３１ Ｃ３２ Ｃ３４】 夕食 夕食会・宿舎泊 宿舎夕食・泊

6月28日（月） 6月29日（火） 6月30日（水） ７月1日（木） ７月2日（金） ７月3日（土） ７月4日（日）

大学歓迎行事
【大会議室】

日本語講義 日本語講義 日本語講義 日本語講義 地域交流 地域交流

9:30-10:30 9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-1１:４５ ８：３０　県大集合

オリエンテーション
10:30-12:00

【Ｄ２２、Ｄ２３】 【Ｄ２２、Ｄ２３】 【E412、 A21】 【Ｄ２２、Ｄ２３】
８：５５　宿舎出発

徳地青少年

学食 学食 学食 学食 給食実習 自然の家

ﾌﾟﾚｲｽﾒﾝﾄﾃｽﾄ
14:30-16:30

アイスブレーキング 学部学科交流
中国語・韓国語

授業参観
徳地串地区 13：45現地出発

キャンパスツアー 1３:３０-17:30 看護栄養学部 14:30-16:00

歓迎ﾊﾟｰﾃｨｰ
18:00～20:00

【体育館】
１３：３０－１６：3０
【E402,E412】

１‐Ｃ３２，２‐Ｃ３１，３‐Ｃ３４，

４‐Ａ３３、５‐Ａ３５

【食堂】・宿舎泊 【食堂】・宿舎泊 【食堂】・宿舎泊 【食堂】・宿舎泊 宿舎夕食・宿舎泊 徳地青少年自然の 家泊 宿舎夕食・宿舎泊

７月5日（月） 7月6日（火） ７月7日（水） ７月8日（木） ７月9日（金） ７月10日（土） 7月11日（日）

日本文化体験
（茶道）

学部学科交流 日本文化体験
（着物）

9:30-12:00 社会福祉学部 9:30-12:00

【和室】
９：００－１２：００【E

４１２】
【和室】 ホームステイ ホームステイ

学食 外食（県庁） 学食 学食 学食 宿舎　９：００　出発

日本語講義 日本語講義 日本語講義 日本語講義 １ ７ :０ ０ ま でに 宿舎到着

14:30-17:30 14:30-17:30 14:30-17:30 14:30-17:30

【A３３、Ｃ３１】 【Ｃ３２、Ｃ３３】 【A３１、Ａ３４） 【Ｄ１１、Ｄ２２】

【食堂】・宿舎泊 【食堂】・宿舎泊 【食堂】・宿舎泊 【食堂】・宿舎泊 【食堂】・宿舎泊 ホームステイ 宿舎夕食・泊

７月12日（月） ７月１3日（火） ７月１4日（水） ７月１5日（木） ７月16日（金） ７月17日（土）

学校訪問 日本語講義 日本語講義 スピーチコンテスト 《出国》

地域での研修等 9:00-1１:45 9:00-12:00 9:30-11:30 　曲阜　下関港

修了式 【１２:００発】
９：３０～１２：１５ 【Ｄ２２、Ｄ２３】 【Ｄ２２、Ｄ２３】 11:30-12:00 11 :00乗船手続き締め 切り

大嶺小学校 　 【A32】

外食 学食 学食 学食 　慶南　博多港

秋芳洞観光 企業訪問 学部学科交流 フリー 【11：15発】

１ ４ :０ ０ ～１ ６ ： ０ ０ マツダ工場見学 国際文化学部

13 :30－15:00
１４：００－１６：００

【Ｄ２２】
《送別ﾊﾟｰﾃｨｰ》
18:00-20:00

宿舎夕食・宿舎泊 宿舎夕食・宿舎泊 【食堂】・宿舎泊 宿舎夕食・宿舎泊 【食堂】・宿舎泊

２０１０年度グローバル学生交流推進事業日程(案）　2010.6.25

市内研修（ 電車、バス）

アーケード、ザビ
エル教会、ゆめタ

ウン等

９：３０－１４：３０

（
午
前

）

（
午
後

）

15：00　宿舎到着

フリー
山口伝承センター

10 :00-12 :00

フリー（宿舎）

日本文化体験
（華道）

14:30-16:00
【C１１】

※スケジュールは、都合により変更になる場合があります。

フリー（宿舎）


