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ブラビジャヤ大学と
大学間学術交流協定締結 

能楽（能・狂言）ワークショップが、日本語・日本文化教育センターの主催により、オンラインで開
催されました。観世流シテ方の講師2名および大蔵流狂言方の講師2名の計4名をお迎えし、仕舞
「屋島」の実演や、能楽の歴史及び能と狂言の違いについての講義、能と狂言の面の比較、能楽の
楽器と謡、狂言の「大笑い」体験と「寝音曲」の鑑賞、能装束の着付け、といった盛りだくさんの内
容が展開されました。面や装束をカメラに接近させたり、面を裏側から覗く疑似体験をしたりと、オ
ンラインならではの工夫も凝らされました。質疑応答では、視聴者からの質問に講師の先生方がそ
の場で答える、双方向ならではの交流をすることもできました。

本学は、SDGs（持続可能な開発目標）の項目について、学内外の専門家を講師に、本学の学生・教職員が地域の方と共に学び議論
するグローカル化のためのSDGs勉強会を、昨年度から開催しています。本年度第1回勉強会を4月23日、国際連合地域開発センター 酒
井紀久子 環境ユニット研究員を迎え、「国連が推進する3Rs」と題しオンラインにて開催しました。勉強会では、循環型社会の実現に向け
た３R（リデュース、リユース、リサイクル）の取り組
みや、発展途上国を援助するグローバル・パート
ナーシップの紹介、産官学連携によるグローカル化
への期待と展望について語られ、参加者は知見を
深めました。

インドネシア・ブラビジャヤ大学と大学間学術交流
協定を締結しました。ブラビジャヤ大学は、インドネシ

ア有数の大学の一つであり、約6万人の学生が学ぶ同国最大の
州立大学です。2014年に本学工学部と部局間協定を締結して
以来、親交を深めてきましたが、今後より一層の活発な交流が
期待されます。

7月14日

2月23日

公開講座「ビジネス・イングリッシュ・
コミュニケーション」

地域企業の更なる国際化に向け、ネイティブ教員による公開講
座「グローカル化のためのビジネス・イングリッシュ・コミュニケー
ション」を開催しました。受講者は、ビジネス場面におけるフォーマ
ルな自己紹介や会社概要の説明の仕方、製品やサービスを効果
的に紹介する方法等、実践的なビジネス・コミュニケーション・ス
キルを学びました。

本学に通学する外国人留学生及び日本人学
生に必要な住居を安定して提供し、また、安心し
て優良な住居を選定できることを目的に、U･
TOPIA LAND別館を指定寮として認定しまし
た。詳細はグローカル推進機構ホームページ「住
居情報」より、ご確認ください。

７月17日
SNSで情報発信

本学の国際交流に関する講演会やセミナー、交流会、留学・
奨学金等に関する新着情報を、YouTubeに加え本年度から
FacebookとInstagramでも発信しています。

杉原千畝記念館
館長特別講演会

杉原千畝記念館 國枝大索館長による特別講演会
「在カウナス領事代理 杉原千畝に学ぶ」を開催しまし

た。本学全学共通教育科目「異文化論（リトアニア学）」に関連し
て開催されたもので、学生が対面で受講する様子をオンラインでリ
アルタイム配信しました。講演では、杉原氏がユダヤ人を救うため
の行動を、当時の世界情勢と絡めて詳細な説明がなされました。

５月31日

岐阜大学指定寮 
U･TOPIA LAND別館

グローカル化のためのSDGs勉強会

https://www.youtube.com/channel/UCMJkzg04fsxzo3ogeNHC-PA
GU-GLOCAL Channel

https://www.glocal.gifu-u.ac.jp/studyabroad/daily_life/housing/

ねおんぎょく

おもて

岐阜大学広報動画～留学編～

海外学生向け岐阜大学広報動画

Facebook

Instagram

GU-GLOCAL
Channel
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4月
海外留学フェア＆夏休み留学プログラム説明会 
in 岐阜大学

オンライン 
サマースクール（受入） 6月23日～7月7日

開催を予定していた海外留学フェア2021春及び夏休みオンライン
留学プログラム（ESL*及びEST**）の説明会は、コロナ禍のため中
止となりましたが、関係
資料をグローカル推進機
構ホームページ（HP）に
掲載し、周知を図りまし
た。またオンライン留学
プログラムの詳細を説明
した動画を作成し、同
HPで配信して参加者を
募りました。

7月28日第3期生（岐阜大学生）IITG入学 7月16日第1期生（IITG学生）修了式 

インド工科大学グワハティ校を
主大学とするジョイント・ディグ
リープログラム国際連携食品科
学技術専攻（修士課程）第1期
生4名が、本課程を修了しまし
た。オンラインで執り行われた学
位伝達式では、本学森脇久隆
学長が祝辞のビデオメッセージ
を寄せ、学位取得までの努力へ
の賞賛と将来の日印産業振興
における修了生への期待を述べ
ました。

岐阜大学・インド工科大学グワハティ校(IITG)国際連携食品科学技術
専攻（修士課程）の岐阜大学を主大学とする学生3名が、IITGに入学し
ました。オンラインで行われた入学オリエンテーションでは、プログラムや
履修科目の説明ならびに学生の自己紹介が行われました。同期入学の
IITGの学生5名と共に国際共同学位の取得を目指します。

7月30日第1期生修了を祝福

ジョイント・ディグリープログラム国際連携食品科学技術専攻（修士
課程）の日本側およびインド側の第1期生修了を祝い、インド工科大学
グワハティ校と本学の教員が、ダルマに二つ目の目入れを行う祈願成
就の儀をオンラインで執り行いました。プログラムの開設と実施に携
わってきた両教員は、第1期生修了を祝福すると共に、今後の人材育
成への展望を共有しました。

2020年12月26日（上海）
2021年  4月23日（無錫）

6月26日（南昌）

岐阜大学留学説明会 
in 中国

留学説明会

ジョイント・ディグリープログラム

本学学術交流協定大学のノーザンケンタッキー大学(米国)及びマレーシ
ア国民大学(マレーシア)から計５名の学生を迎え、サマースクールをオンライ
ンにて開講しました。参加者は日本語学習に加え、本学学生や郡上市の小
学生と日本語でコミュニケーションを図ったり、郡上踊りや工芸品等の伝統
文化を映像で学んだりして、オンライン留学を最大限に楽しみました。

English Circle of Friendsは、本学学生・教職員が留学生
チューターと共に気軽に英会話を楽しむ、昼休みを利用した交流
イベントです。本年度前期学期は、岐阜県国際交流員をゲストに
迎え、クイズ形式の自己紹介やゲームを通して、英語で交流する
ひと時を楽しみました。

日研生修了論文発表会
8月1日

タイ、ベトナムから本学に留学している3人の日本語・日
本文化研修留学生（日研生）による修了論文発表会をオン
ラインで開催しました。今期の日研生は、コロナ禍により渡
日が遅れたり、様々な体験の機会が制約されたりしました
が、困難に負けず論文を書き上げ、1年間の学習の成果を
発揮すべく、堂 と々発表しました。

ランチタイム英会話 

English Circle of Friends
6月23日・7月14日

海外で学ぶ 岐阜大学で学ぶ

成長させた貴重な一年間オンライン留学で得たもの

ブンマーク サシウィモン
日本語・日本文化研修コース

「一年間の留学は、時間を無駄にすること」だと聞
いたことがありますが、岐阜大学に来てから今まで、
一度もそのように思ったことはありません。この一年
間は日本語が上達したことはもちろん、多くの優し

く、素晴らしい人たちと
出会えて、教科書には書いていない日本文化にも触れられて、陸上競
技部に参加できて、素敵な雰囲気を感じられて、毎日新しいことを体
験できて、本当に素晴らしい毎日を過ごせました。この一年間の留学
を経験したことで、私の世界は広がり、成長できました。この留学で学
んだことを将来にも生かします。貴重な一年間でした。

私は“英語ですらすらと話せるようになりたい”という思いからオンライン留学を希望しました。
留学初日は、すぐに英語で返答ができず黙り込んでしまうことが多々ありました。そこで、咄嗟に
出なかった英単語を調べ、ノートにまとめるという作業を繰り返しました。その結果、日数を重ねる

ごとに語彙が増え、聞かれた質問に対してスムー
ズに答えることができるようになりました。また
Student Engagement Centreのクラスにも積
極的に参加したことで、様々な国籍の方と異文化
交流を通し、自分の視野を広げることができまし
た。座学では得られない、貴重な経験をすること
ができたと感じています。

中国・在上海日本国総領事館、無錫行知科技学校及
び南昌市中日友好会館で開催された留学説明会に、本

学中国同窓会事務局長
の于平氏が参加しまし
た。同氏は、本学や岐阜
県の魅力を積極的に紹
介し、学生や保護者から
の質問に対応しました。

ESL*: English as a Second Language, EST**: English for Science and Technology

タイ

西田 雛
地域科学部

ユー ピン

カナダ

アルバータ大学
ESLプログラム
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7月14日

2月23日

公開講座「ビジネス・イングリッシュ・
コミュニケーション」

地域企業の更なる国際化に向け、ネイティブ教員による公開講
座「グローカル化のためのビジネス・イングリッシュ・コミュニケー
ション」を開催しました。受講者は、ビジネス場面におけるフォーマ
ルな自己紹介や会社概要の説明の仕方、製品やサービスを効果
的に紹介する方法等、実践的なビジネス・コミュニケーション・ス
キルを学びました。

本学に通学する外国人留学生及び日本人学
生に必要な住居を安定して提供し、また、安心し
て優良な住居を選定できることを目的に、U･
TOPIA LAND別館を指定寮として認定しまし
た。詳細はグローカル推進機構ホームページ「住
居情報」より、ご確認ください。

７月17日
SNSで情報発信

本学の国際交流に関する講演会やセミナー、交流会、留学・
奨学金等に関する新着情報を、YouTubeに加え本年度から
FacebookとInstagramでも発信しています。

杉原千畝記念館
館長特別講演会

杉原千畝記念館 國枝大索館長による特別講演会
「在カウナス領事代理 杉原千畝に学ぶ」を開催しまし

た。本学全学共通教育科目「異文化論（リトアニア学）」に関連し
て開催されたもので、学生が対面で受講する様子をオンラインでリ
アルタイム配信しました。講演では、杉原氏がユダヤ人を救うため
の行動を、当時の世界情勢と絡めて詳細な説明がなされました。

５月31日

岐阜大学指定寮 
U･TOPIA LAND別館

グローカル化のためのSDGs勉強会

https://www.youtube.com/channel/UCMJkzg04fsxzo3ogeNHC-PA
GU-GLOCAL Channel

https://www.glocal.gifu-u.ac.jp/studyabroad/daily_life/housing/

ねおんぎょく

おもて

岐阜大学広報動画～留学編～

海外学生向け岐阜大学広報動画

Facebook

Instagram

GU-GLOCAL
Channel
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