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「グローバルフレンズ制度」が始まります 
国際センターは、群馬大学の国際化と国際交流をさらに活発化さ

せるため、2018 年 4 月からグローバルフレンズ制度を始めます。

グローバルフレンズ制度の目的は、国際センターの企画する学生国

際交流活動を広く本学学生に周知し、これら国際交流活動により多

くの学生に参加してもらうことです。学生は国際交流活動に参加す

ると、グローバルフレンズポイントを獲得できます。グローバルフ

レンズポイントは国際交流活動の内容により決められます。学生は

国際交流活動に参加したとき、GU パスポート（群馬大学パスポー

ト）を提示し確認のスタンプを受けます。同時に、グローバルフレ

ンズ Moodle に参加した活動の登録をします。国際交流活動は国際

センターの HP と Moodle を通じて学生に周知します。 

以下の表は、国際センターが提供する国際交流活動の一例です。

留学フェアや留学説明会などのイベント、留学プログラム、留学生

支援のための活動、留学生が活躍できるイベントなどさまざまな活

動があります。イベントの多くは、大学会館２階の群馬大学グロー

バルラウンジ（GUGL）を中心に実施します。さあ、GU パスポー

トを持って、さまざまなイベントやプログラムに参加しましょう。 
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 昨年、7 月 10 日～21 日の 11 日間で、群馬大学サマー・プロ

グラム 2017 を実施しました。参加者は、日本語の中級レベル

の学習者 10 名で、出身は、中国、台湾、インドネシア、モン

ゴルでした。日本語を使ってインタビューし、それをまとめて

発表するプロジェクトワークや、各学部の先生方による日本事

情講義、その他、茶道、日本画、華道、邦楽などの伝統文化に

触れる機会を提供しました。 

本年も、同様のプログラムを、群馬大学サマー・プログラム

2018 とし、日本語の初級レベルの学習者を対象に、2018 年 7
月 9 日（月）~7 月 20 日（金）までの期間で実施することとな

りました（中級レベルの学習者を対象としたプログラムは、

2019 年 2 月に実施予定です）。サマー・プログラム 2018 につ

いては、すでに交流協定校に募集の案内をしていますが、多く

の学生のみなさんが参加してくれることを願っています。 

 また、プログラム期間中は学期末テストの直前で、群馬大学

の学生の皆さんはとても忙しい時期になりますが、受け入れる

留学生のバディとなってサポートしてくれる方々を募集する予

定です。伝統文化体験の授業で講師の先生方の言葉を参加学生

に英語で伝えたり、日本語の会話の練習相手になったりして、

外国人留学生と触れ合いながら異文化を学びたい、英語でのコ

ミュニケーションにチャレンジしたいという方がいましたら、

ぜひ、参加してください。 

 プログラムが近づきましたら、詳細を国際センターの HP で

周知し、バディ学生を募集しますので、よろしくお願いしま

す。 

 

トビタテ！留学 JAPAN は、文部科学省が官民協働で実施す

る留学支援事業です。このオールジャパンで支援する留学で世

界に“トビタッテ”ほしいとの思いから、2016 年より学内説

明会を行っています。2017 年は 7 月と 12 月に、荒牧、昭和、

桐生の 3 キャンパスに会場を広げ説明会を行いました。説明会

では、過去に選抜された、藤本アベリーノヒロシさん（医学

科、英国・ロンドン大学へ留学）と丸山亮太さん（理工学府、

米国・ジョージア工科大学へ留学）のお二人に、留学経験を熱

く語っていただきました。自ら立案する留学計画の作成方法か

ら留学先での日々の様子まで、実体験に基づいた具体的なアド

バイスが多くあり、参加した学生からは質問が途切れず、説明

会が延長されるほどでした。また、最新の選抜では、岩崎夏子

さん（教育学研究科、オーストラリア・ウーロンゴン大学へ留

学）が群馬大学 3 人目のトビタテ生に選抜されました。今後も

学内説明会を行っていく予定ですので、この追い風に乗って、

より多くの方々に“トビタッテ”ほしいと願っています。 

トビタテ！留学 JAPAN 説明会 

説明会の様子。左奥が丸山亮太さん、

右端が藤本アベリーノヒロシさんです 

群馬大学サマー・プログラム 2018 

日本画の授業「墨絵に挑戦！」 

桐生の日本家屋で浴衣体験 

国際センター講師 舩橋瑞貴 

国際センター准教授 牧原功 
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2017 年 11 月 16 日、群馬大学荒牧キャンパス中央図書館の

アゴラで、今年度 2 回目になるグローバルカフェを実施しま

した。今回はスロベニアがテーマでした。社会情報学研究科の

大学院生アニタ・マコベツさん、スロベニアのリュブリャナ大

学への留学経験のある治田夏葉さん（社会情報学研究科 2

年）、宇田竜太さん（社会情報学部 4 年）の 3 人がスピー

カーになってくれました。オーストラリア、ハンガリー、イタ

リア、クロアチアに囲まれた美しいスロベニアの地域や文化、

本学の協定校でもあるスロベニアのリュブリャナ大学での愉快

な留学経験談など、様々なお話を聞くことができました。企画

に御協力いただきました社会情報学部の山内春光先生、スピー

カーの皆さん、参加者の皆さん、ありがとうございました。な

お、この講座の後、2018 年 3 月に実施されるリュブリャナ大

学の短期研修に 3 名の方の派遣が決定しました。短期研修を

無事修了し帰国された時には、またたくさんのお話が聞けるの

ではと楽しみにしています。 

   
 
 
 
 
 
 

  

グローバルカフェ 第２回企画“スロベニアカフェ” 

プレゼンテーションの様子 

左からアニタさん、宇田さん、治田さん 

国際センター講師 園田智子 

国際センター講師 Sylvain Bergeron 

Yeungnam University (Korea) Visit to GU 
Thursday, January 11, 2018 

Shortly after welcoming the New Year, teachers and staff of 
Gunma University’s International Center and International 
Exchange Office were pleased to receive the visit of Yeungnam 
University (YU). Celebrating 15 years of inter-university 
collaboration, GU and YU began a successful partnership in 
2003. YU’s main campus is located in Daegu Metropolitan City, 
South Korea.  

During this visit, 10 students and two accompanying professors 
from the Department of Korean Language and Literature spent 
a full day at GU to attend a series of English taught lectures, take 
part in a Welcome Lunch, and participate in a round of 
interactive English language activities designed to promote 
friendship, exchange and open communication between YU and 
GU students.  

Although this was the first time to receive a group of visitors 
from YU at the Aramaki campus, it is hoped that many more 
partner university visits will happen again in the future as this 
represents an excellent way to increase the level of 
collaboration between universities and provide students with a 
valuable opportunity to network with colleagues from around 
the world. 

GU International Center and International Exchange Office 
teachers and staff would like to thank everyone involved in 
making YU’s visit to GU such a special and unforgettable day.  

A memorable group photo of GU 

and YU students and teachers 
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お知らせ 

農家体験・丸太切り 

雨の止み間に裏の花畑で 
国際センター講師 渡邊知釈 

インターナショナルキャンプ 2017 

留学フェア 2018 荒牧地区 
 留学フェアでは、留学に必要な情報を提供します。今回はイギリス、アメリ

カ、オーストラリアの大使館の講演があります。また、群馬大学の協定校との

プログラムを紹介するほか、前年度にプログラムに参加した先輩たちの生の声

を聴くこともできます。個別に相談ができるブースも多く設置されます。学部

等の先生による相談ブースでは、留学の時期や目的など具体的な助言をいただ

けます。英語教員による英語学習相談もあります。留学エージェントのブース

で自分に合った留学プランを探すのもいいでしょう。留学フェアは誰でも参加

できますので，気軽に参加してください。 

2018 年 4 月 25 日（水）12 時 20 分～17 時まで、大学会館 2 階（ミューズ

ホール、エントランスホール、群馬大学グローバルラウンジ（GUGL）、国際

センター交流室・教室）で行われます。 

イングリッシュ・カフェ／English Café 

 2018 年度の English Café が 4 月第 3 週（4 月

16 日）から始まります。 
イングリッシュ・カフェは、ネイティヴ・ス

ピーカーの先生や留学生と英語でフリートーキン

グを楽しむところです。留学前で英語のコミュニ

ケーション能力を上げたい方や留学後で英語の技

能を維持したい方、外国文化について知りたい方

に最適です。誰でも予約なしで参加でき、途中の

入退出も自由です。 
 

ブースで留学プログラム

の情報や先輩の体験談

を聞くことができます 

日本人学生と外国人留学生が混ざり合って研修旅行に行く

「インターナショナルキャンプ」が 2017 年 10 月 28 日・29
日の二日間の日程で行われました。早朝に桐生を出発したバ

スは昭和キャンパス・荒牧キャンパスで参加者を乗せるたび

に賑わいを増し、日本語・英語・その他の言葉が混然と飛び

交う中、県北部へと向かいました。本年度はあいにく天候に

は恵まれませんでしたが、その分、農家での宿泊体験が充実

し、「話が尽きず夜中の２時ごろまで話して」いたというグ

ループも多かったようです。参加したみなさんの感想をまと

めると、「幼い頃に祖父母の家で過ごした時のよう」な場所

で、留学生、他学部の学生、そして宿泊先の家族と「シンプ

ルな会話で盛り上がれる機会」は「本当に 3000 円では経験

できないようなこと」で、「帰りたくない、もっとここにい

たい」という気持ちになったということです。「私の英語の

拙さ…正直、情けなかった」「My Japanese was poor...」と言

葉に自信がない人も、最終的には「一歩踏み出して参加して

よかった」「I spent a great time」と感じられたようです。

2018 年も開催予定ですので、ぜひともご参加ください（※

参加費・開催時期は変更の可能性があります）。 
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