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発表内容の      

関 係 地 域      

 全県、岩国、柳井、周南、山口、防府、宇部、山陽小野田、下関、長門、 

 萩、首都圏 

１ 件 名 

 「２０１９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曲阜
きょくふ

師範
し は ん

大学(中国)及び慶
けい

南
なん

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２０回目） 

３ 事業の概要 

（１）期 間           

令和元年６月２２日（土）から７月１３日（土）まで ２２日間 

（２）参加者           

来日学生  曲阜師範大学   １０人  慶南大学校   １０人 

引 率 者  曲阜師範大学職員 １人   

本学学生   全学教育科目「国際交流Ⅰ」の受講生 ５０人程度、その他の学生 ８０人程度 

本学教職員 ２０人程度 

（３）内 容  

ア ショート学習プログラム 

来日学生に対する日本語学習／日本文化体験[茶道・大内塗箸作り・祇園祭総踊り練習参加

など]、各学部との交流[栄養学科学生と和菓子づくりなど] 

イ 国際交流教育プログラム 

本学学生との国際交流体験[萩、下関への 1日アクティビティ] 

ウ 地域との交流プログラム 

マツダ株式会社防府工場等の企業訪問、野田学園中学高等学校訪問など 

４ 各大学の概要 

 曲阜師範大学 慶南大学校  

設  立 １９５５年 １９４６年 

所 在 地 中国 山東省曲阜市
さんとうしょうきょくふし

 韓国 慶尚南道昌原市
けいしょうなんどうちゃんうぉんし

 

学 生 数 約３６,０００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 

  詳細については、裏面「２０１９年度グローバル学生交流日程表」及び別紙「主要行事の概要」

のとおり      



6月22日（土） 6月23日（日）

 
 

（午前） 【到着】
福岡空港

国際交流Ia
昼食 Activity

（萩方面）

（午後） 移動

夕食 宿舎夕食・宿舎泊 宿舎夕食・宿舎泊

6月24日（月） 6月25日（火） 6月26日（水） 6月27日（木） 6月28日（金） 6月29日（土） 6月30日（日）

オリエンテーション

9:30-10:20 山口伝承センター 日本語講義

【B401】 10:00-12:00 9:00-12:00
ﾌﾟﾚｲｽﾒﾝﾄﾃｽﾄ 大内塗り箸作り体験

10:50-11:50 【A31，A32】 【B201,B203】
弁当 学食 弁当 学食 ホームステイ ホームステイ

日本語講義【A31】 日本語講義 菜香亭訪問 自由交流タイム

13:00-16:00 13:00-14:30 13:00-14:00 15:00-17:30
歓迎式・記念撮影 中国語・韓国語 【和室】

17:00～ 授業参観 ホームステイ説明会

【大会議室】 14:40-16:10 17:20-18:00
歓迎ﾊﾟｰﾃｨｰ 【中国語B205】 ホームステイ迎え

18:00-20:00 【韓国語　C13】 18:00‐【D14】
（学食）・宿舎泊 宿舎夕食・宿舎泊 宿舎夕食・宿舎泊 【学食】・宿舎泊 ホームステイ ホームステイ 宿舎夕食・宿舎泊

7月1日（月） 7月2日（火） 7月3日（水） 7月4日（木） 7月5日（金） 7月6日（土） 7月7日（日）

 

日本文化体験 日本語講義  
（茶道） 9:00-12:00

9:00-11:00

【A31，A32】 【B201,B203】 国際交流Ia

Activity
学食 学食 学食 学食 学食 （下関方面）

日本語講義 日本語講義
13:00-16:00 学部学科交流 13:00-14:30 学部学科交流 日本文化体験

【A31，A32】 国際文化学部 ホストファミリ―への 看護栄養学部 （着物）

14:40-16:10 お礼の手紙作成 14:00-16:00 14:00-16:00

学部学科交流 【B202】 15:00－16:00【A32】 【調理学実習室】 【和室】

社会福祉学部 学生交流会 学生交流会 学生交流会 学生交流会

16:25-【体育館】 16:25‐【A31,A34】 16:25‐【A31,A34】 16:25‐【A31,A34】 16:25‐【A31,A34】

【学食】・宿舎泊 【学食】・宿舎泊 【学食】・宿舎泊 【学食】・宿舎泊 【学食】・宿舎泊 宿舎夕食・宿舎泊 宿舎夕食・宿舎泊

7月8日（月） 7月9日（火） 7月10日（水） 7月11日（木） 7月12日（金） 7月13日（土）

施設訪問 学校訪問 日本語講義

防府クリーン 10:30- 9:00-12:00

センター見学 野田学園中学高等学校

9:30－11:30 【A31，A32】 書道部との交流 【B201,B203】 【出国】
学食 外食 学食 学食 学食 福岡空港

日本語講義 日本語講義 スピーチコンテスト

13:00-16:00 企業訪問 13:00-14:30 日本語講義 16：00-【A32】

【A31，A32】 マツダ工場見学 13:00-16:00 修了式

13:30-15:00 【C11，C31】 17：20-【A32】
学生交流会 学生交流会 送別ﾊﾟｰﾃｨｰ

16:25‐【A31,A34】 16:25‐【講堂】 18:00-20:00
【学食】・宿舎泊 宿舎夕食・宿舎泊 宿舎夕食・宿舎泊 【学食】・宿舎泊 （学食）・宿舎泊

２０１９年度 グローバル学生交流 日程表

自由行動

日本語講義
10:30-12:00

自由行動

自由行動

※スケジュールは、都合により変更になる場合があります。

自由行動 自由行動

自由行動

自由行動
日本語講義
10:30-12:00

日本語講義
10:30-12:00



別紙 
主要行事の概要 

   滞在中の日程については表のとおりですが、主な行事の概要について紹介します。 
   
  ◎国際交流 Ia アクティビティ                                                             
      ・６月２３日（日）萩市内散策、７月７日（日）下関と門司散策 
           国際交流 Ia を履修する本学学生と留学生が名所旧跡や観光スポットを散策しなが 

ら、日中韓の交流を深める。今年は、県立下関中等教育学校の生徒の皆さんも交え 
て下関・門司港周辺を散策する予定。                                                

            
    ◎歓迎式 
      ・６月２４日（月）１７時～   山口県立大学南キャンパス 本館２階大会議室 
           学長歓迎挨拶、留学生紹介、記念品交換、写真撮影 他 
     
  ◎歓迎パーティー 
   ・６月２４日（月）１８時～ 山口県立大学南キャンパス 学生食堂 
     学生主催の歓迎パーティーを開催し、相互にパフォーマンスを披露し交流を深める。 
 
  ◎ホームステイ 
   ・６月２８日（金）１８時００分～６月３０日（日）夕刻まで 
     県内在住ホストファミリーのお宅にて、２泊３日で日本の家庭生活を体験。 
     ホストファミリーの方々には、留学生を受け入れることで異文化交流を体験してい 

ただき、地域の国際化にも寄与するよう努めている。 
 
    ◎学校訪問 
      ・７月１１日（木）１０時３０分～   野田学園中学・高等学校 
     野田学園書道部より書道パフォーマンスを披露していただき、中国・韓国の留学生か 

らは自国文化のプレゼンテーションを行い、日中韓の文化交流を行う。 
             
     ◎スピーチコンテスト                                                   
       ・７月１２日（金）１６時～  山口県立大学南キャンパス 本館３階 A－３２教室 
          ３週間の滞在期間中に学んだ日本語の成果を発揮する場として、スピーチコンテス 

トを開催する。 
 
     ◎修了式 
    ・７月１２日（金）１７時２０分～ 山口県立大学南キャンパス 本館３階 A－３２教室 
     「グローバル学生交流プログラム」を修了したことを証明する修了証の授与式を行う。 
 
   ◎送別パーティー 
    ・７月１２日（金）１８時～ 山口県立大学南キャンパス 学生食堂 
      学生主催の送別会を開催し、滞在期間中にお世話になった教員やホストファミリー 

等地域の方々にも参加していただき、最後のお別れを惜しむ会とする。また、ここで 
スピーチコンテストの結果発表及び表彰を行う。 

                                                                             
   この他、学内で「学部学科交流」や「日本語講義」や「日本文化体験」などを行います。 
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