
2020年

8月17日(月)～8月22日(土)

大人気の「ブルネイ・ダルサラーム 短期語

学・文化研修」が今夏はなんとオンラインで

開講されます!!

6日間の研修では、ブルネイの文化、歴史、

産業、環境などを英語で学ぶほか、ブルネイ

の公用語であるマレー語も勉強します！

日本にいながらできる海外留学です。

この機会をぜひお見逃しなく!! 

*所定の要件を満たせば、基盤科目：多文

化共生科目「短期海外研修ⅠⅡ

（ブルネイ）」の２単位が付与されます。

ロ グ ラ ム

お問い合わせ・お申し込み先 茨城大学グローバル教育センター 担当：瀬尾匡輝
Email：masaki.seo.ms@vc.ibaraki.ac.jp

دارالسالمبرني

応募締切：6月30日（火）18:00迄

現地の学生とのオンラインによる交流も予定されています！

ケ ジ ュ ー ル

日程 12:30～14:00（講義） 17:00～18:30（講義）

8月17日(月) 開講式
ブルネイの文化と暮らし

マレー語

8月18日(火) アンブヤット作り ブルネイの生態系

8月19日(水) ブルネイの伝統的な料理 ブルネイの観光I
（Sumbiling Eco Village）

8月20日(木) ブルネイの伝統音楽・ダンス ブルネイの歴史I

8月21日(金) ブルネイのビジネス・産業 ブルネイの観光II
（Royal Regalia)

8月22日(土) ブルネイのポップカルチャー ブルネイの歴史II
閉講式

※ スケジュール・内容は予定です。変更になる可能性もあります。

※ 講義は英語で行われます。

※ 講義間の14時～17時は、Remo Conferenceというシステムを用いた

現地の学生とのオンラインによる交流も計画されています。日本にいながら、

現地の学生との交流をお楽しみください。

※ 8月17日（月）、8月24日（月）の午前に事前、事後研修を行います。

参加募集説明会

日 付 6/9 (火), 6/10(水), 6/11(木), 
6/12(金), 6/15(月), 6/17(水), 
6/19(金), 6/23(火), 6/25(木)

時 間 12:20～12:50

場 所 オンライン上（Microsoft Teams）
（こちらをクリックして参加してください）

お問い合わせ・お申し込みはEメールで！

参加費

【資料２－Ｄ－１－０１】

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmU1YzU3MWQtNTRiOC00Y2I2LWExMDYtNTIwNmFiMmEyYTAx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221eb20313-c289-413b-8ab9-146f41fff73b%22%2c%22Oid%22%3a%22dce610f9-a03f-4ea9-8bb3-30f7b581158b%22%7d


期間 8/24（月）～9/4（金）
13：00～17：00 Zoomによるオンライン研修

お申込みはEメールで
moondae@inje.ac.kr

ご質問は安まで
yongsu.an.prof@vc.ibaraki.ac.jp

TEL:029-228-8794

■参加費（予定額）
20000ウォン（約1万8000円, 本人が国際送金）

■応募締切: 8月7日

【資料２－Ｄ－１－０２】

mailto:yongsu.an.prof@vc.ibaraki.ac.jp
tel:029-228-8794(研究室)


カーティン大学
レベル別3週間英語研修

授業スケジュール

2021年
2月15日（月）～3月5日（金）

1,590豪ドル
（約11万8,000円）2020年7月1日現在

Navitas English

日本とパース（カーティン大学所在地）との
時差は-1時間
現地時間午前8時スタート→日本時間午前
9時

Gateway （IELTS 5）

参加申し込み：
https://forms.office.com/Pages
/ResponsePage.aspx?id=EwOy
HonCO0GKuRRvQf_3O-
4vARqKO15NjG1JJfs14rZUMk9
BWTBLQUNMMFk4NFpFOTU1N
0xBRVVCUC4u

問い合わせ：kayoko.aoki.ka@vc.ibaraki.ac.jp
グローバル教育センター 青木香代子

申し込み締め切り

2021年1月14日（火）17：00

【Teams説明会】①12月9日（水）、②12月16日
（水）、③12月17日（木）
※いずれかに参加してください。
【時間】12：00～12：30
【チームコード】yp20izy（International Lounge)

プログラム開始前に、オンラインでプレースメントテストを行います。
Navitas English：Elementary, Pre-intermediate, 
Intermediate
Gateway：IELTS 5以上

所定の要件を満たせば、基盤科目：多文化共生科目「短期海外研
修ⅠⅡ （オーストラリアオンライン）」の２単位が付与されます。

カーティン大学の英語プログラムは、37年の実績があり、これまでに10万人以上の学生
が学んできました。
このオンラインコースの受講生は、授業外でのアクティビティも受けられます。
会話クラブ、オンラインヨガ、クイズ大会、ハッピーアワーミートアップなどオンラインのソー
シャルアクティビティに参加できます。世界各地からの受講生とつながりましょう！

週5日3～4時間、集中して
英語を学びます！

Lesson 1 8:30-10:30

Break 10:30-11:00

Lesson 2 11:00-13:00

My Study 13:40-14:40

Mon, Tue, Thu, 

Fri

Wed

Lesson1 8:00-9:50 8:00-9:40

Lesson 2 11:00-13:20 10:10-11:50

学生旅費支援金
申請予定

【資料２－Ｄ－１－０３】

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EwOyHonCO0GKuRRvQf_3O-4vARqKO15NjG1JJfs14rZUMk9BWTBLQUNMMFk4NFpFOTU1N0xBRVVCUC4u
mailto:kayoko.aoki.ka@vc.ibaraki.ac.jp


期間 2/15（月）～2/26（金）
13：00～17：00 Zoomによるオンライン研修

ご質問は安まで（電話で
もメールでもOK！)
yongsu.an.prof@vc.ibaraki.ac.jp

TEL:029-228-8794

■参加費（予定額）
20000円～25000円（予定額）

■応募締切: 2月8日（月）

【資料２－Ｄ－１－０４】

mailto:yongsu.an.prof@vc.ibaraki.ac.jp
tel:029-228-8794(研究室)


ベトナム・日本語教育
短期海外研修（オンライン）

2021年3月1日（月）～5日（金）：ベトナム配信
2021年3月8日（月）～9日（火）：日本配信

参加費 6,000円

授業時間：平日11:00～13:30 & 14:30～17:00（日本時間）

本研修では、ベトナムのハイフォン大学やハイフォン市内の教育機関の日本語教員による講義、ハイフォ
ン大学や市内の教育機関の日本語クラスの授業見学、日本語学習者・日本語教師との交流、教壇
実習などを通して海外の日本語教育の現場を理解することを試みます。
※日本語教育プログラムの「日本語教授法I」を履修した学生が対象です。

所定の要件を満たせば、基盤科目：多文化共生科目「短期海外研修Ⅰ、Ⅱ（ベトナムオンライン）」
の２単位が付与されます。（事前・事後授業があります）

ベトナムの学習者による「おやつのプレゼン」や「ランチ交流会」、「アオザイ試着大会」、「ゲーム感覚でハイ
フォン市内案内」などさまざまな楽しそうな企画が予定されています！

参加募集説明会：
12月11日（金）・12月15日（火）の昼休み
場所：yp20izy (International Lounge)
※チームの登録をして、参加してください。

参加申込締切：2021年1月25日（月）17:00

お問い合わせ：
茨城大学グローバル教育センター 瀬尾匡輝
masaki.seo.ms@vc.ibaraki.ac.jp

【資料２－Ｄ－１－０５】

mailto:masaki.seo.ms@vc.ibaraki.ac.jp


3月8日（月）～3月26日（金）土・日を除く

参加費：

20２１年 春休み

金

オンライン

応募締め切り：2021年1月12日（火）

日本時間：午後4時～8時30分（30分休憩）

 参加費：コース料金：99,800円

（デジタル教材・レベル判定試験・ディプロマ＆成績表等含む）

 参加資格：スペイン語力初級（A１）以上

 最小実施人数：6名（他大学との合同プログラム）

バーチャルシステムを利用した双方向授業

第2部

 通学コースと同じ内容

 どのデバイスからも接続

 実績のある教授陣

 ディスカッションも可能

日付：11月25日（水）12：00～１２：3０
場所：Zoom （ID： 838 9197 4328)
＊アルカラ大の日本人コーディネーターから直接話が聞けます！
＊説明会に参加できない方はメールでご連絡ください。
担当：茨城大学グローバル教育センター 池田庸子

（yoko.ikeda.6＠vc.ibaraki.ac.jp）

＊多文化共生「短期海外研
修IⅡ（スペインオンライン）」
2単位が出ます！集中授業でスペイン語上達！

【資料２－Ｄ－１－０６】



マレーシア・短期英語研修
（オンライン）

【2週間のプログラム】3月8日（月）～3月19日（金）
参加費： 47,040円

【3週間のプログラム】3月8日（月）～3月26日（金）
参加費： 64,340円

授業時間：平日11:00～13:00 & 15:00～17:00（日本時間）

マレーシア・ペナン島に位置する国立大学マレーシア科学大学で行われているオンラインによる英語短期
語学研修に参加します。研修では、サウジアラビア、イエメン、インドネシア、タイ、中国、韓国などの国々
からの留学生と一緒に英語を勉強します。

プレイスメントテストを行い、5レベル（初級から上級）なかから自分に合った授業を受講します。

所定の要件を満たせば、
基盤科目：多文化共生科目「短期海外研修Ⅰ・Ⅱ（マレーシアオンライン）」の
２単位が付与されます（事前・事後授業があります）。

参加募集説明会：
12月7日（月）、12月9日（水）、
12月10日（木）、12月18日（金）いずれも昼休み
場所：yp20izy (International Lounge)
※チームの登録をして、参加してください。

参加申込締切：2021年1月25日（月）17:00

お問い合わせ：
茨城大学グローバル教育センター 瀬尾匡輝
masaki.seo.ms@vc.ibaraki.ac.jp

【資料２－Ｄ－１－０７】

mailto:masaki.seo.ms@vc.ibaraki.ac.jp


映画のあらすじ
紀伊半島南端に近い、和歌山県太地町。追い込み漁を糾弾した映画『ザ・コーヴ』がアカデミー賞を受賞して以来、この小
さな漁師町は世界的論争に巻き込まれた。

「くじらの町」として400年の歴史を持つ「誇り」は、シーシェパードを中心とした世界中の活動家たちから集中非難の的となる。
ヒートアップする対立が沸点に達しようという2010年秋、佐々木は太地町を訪れる・・・。

そこでは、マスメディアが報じてきた二項対立 -捕鯨を守りたい日本人とそれを許さない外国人 - という単純な図式ではなく、
カメラは賛否に縛られない多種多様な意見を捉えていく。 歴史・宗教・イデオロギー、自分と相容れない他者との共存は果
たして可能なのか?

今まさに、世界が直面している「ダイバーシティの危機」を克服するヒントがこの映画にはある。
嫌いなヒトをスッキリ排除しますか?それとも、一緒に生きていきますか?

映画のホームページ http://okujirasama.com/

予告編 https://www.youtube.com/watch?v=CLMFLkGC14c

日時： 2020年6月27日（土）

21:00～23:00（日本時間）
場所： オンライン会議システム ZOOM上

参加申し込み者にZOOMのURLをメールでお送りします。

参加申し込み： お申し込みは、こちらから。
対象： 茨城大学の学生・教職員

茨城大学と協定を結んでいる大学の学生・教職員
使用言語： 日本語・英語
参加費： 無料
参加定員： 100名

映画鑑賞後、小グループに分かれたディスカッションを行い、映画への理解を深めます。

お問い合わせ： 茨城大学グローバル教育センター
瀬尾匡輝（masaki.seo.ms@vc.ibaraki.ac.jp）

こんな時だからつながろう！
茨城大学国際交流プロジェクト2020
第３弾 【資料２－Ｄ－２－０１】

http://okujirasama.com/
https://www.youtube.com/watch?v=CLMFLkGC14c
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EwOyHonCO0GKuRRvQf_3O_kQ5tw_oKlOi7Mw97WBFYtUMjlJTThNVkxHUldYUTBESEM4WjlXRzNPWi4u
mailto:masaki.seo.ms@vc.ibaraki.ac.jp


オンライン

海外留学サロン

2020.6.29(月)
2020.7.1(水)
2020.7.3(金)

12:20～12:50

Microsoft Teams上

海外留学を考えているみなさん、
留学を経験した先輩から留学や現地についての情報を聞いてみませんか。

気軽に海外留学に関する情報交換ができる場として、
オンライン上で「海外留学サロン」を行います。

サロンでは、海外留学担当の教職員や留学経験者が
みなさんの質問にお答えします！

留学経験のある
先輩の話を
聞くチャンス！

留学のお悩み解決！
単位や就活のこと
留学の準備

リアルな現地情報
COVID-19のことなど

留学担当の先生や
スタッフと気軽に
話せる時間です

海外留学に興味のある学生は、ぜひ参加してください！
参加はこちらから（クリックして、フラッと立ち寄ってください！）

問い合わせ先： 茨城大学 グローバル教育センター （国際交流課）
029-228-8593
StudentExchange02@ml.ibaraki.ac.jp

こんな時だからつながろう！
茨城大学国際交流プロジェクト2020 第４弾

【資料２－Ｄ－２－０２】

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjI4ODY2ZjUtYzM4YS00NjQxLWFhNzMtYWFmYWY1MGI4YjRm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221eb20313-c289-413b-8ab9-146f41fff73b%22%2c%22Oid%22%3a%22dce610f9-a03f-4ea9-8bb3-30f7b581158b%22%7d


茨城大学に関係する留学生・チューター
みんな集まれ！！

料理メニュー

クーポン券

20 %OFF
※ご来店時にお持ち下さい。

日時： 2020年7月11日（土）

21:00～23:00（日本時間）
場所： オンライン会議システム ZOOM上

参加申込者にZOOMのURLをお送りします。

参加申込： お申し込みは、こちらから。
対象： 茨城大学に在籍したことのある留学生

（学部生、大学院生、研究生、交換留学生、研究者含む）

チューター活動に参加していた日本人学生
在学中の茨城大学留学生・チューター

茨城大学教職員（元教職員含む）

参加費： 無料
食事・飲み物を各自準備して、ご参加ください。

問い合わせ： 茨城大学グローバル教育センター

瀬尾匡輝（masaki.seo.ms@vc.ibaraki.ac.jp）

こんな時だからつながろう！ 茨城大学国際交流プロジェクト2020 第5弾

今、茨城大学で勉強している
留学生、チューターも参加できるよ！

先輩達と話してみませんか？

【資料２－Ｄ－２－０３】

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EwOyHonCO0GKuRRvQf_3O_kQ5tw_oKlOi7Mw97WBFYtUNFNPTDdER1lUQTJKTVNOTVpSVjBIWFlRWi4u
mailto:masaki.seo.ms@vc.ibaraki.ac.jp


水戸の夏の風物詩、「水戸黄門まつり」。
まつりの一大イベントの「市内カーニバル」では、企業や学校、有志のダンスサークルなどが参加し、曲に合わせて水戸駅前の
大通りを練り歩くのが、茨城大学の留学生と日本人学生にとっての楽しみでした。
そんな水戸黄門祭りが、今年は新型コロナウィルス感染拡大の影響から、なんと「Remote」で開催！
そこで、茨城大学グローバル教育センターの有志が中心となり、茨城大学の留学生・日本人学生・教職員、そして海外協
定校の学生・教職員からの参加者を募り、茨城と海外からこの「Remote水戸黄門まつり」に参加することにしました！
水戸の夏の風物詩である水戸黄門まつりにリモートで参加し、ダンスを通して、国際交流をしてみませんか？

こんな時だからつながろう！ 茨城大学国際交流プロジェクト2020 第６弾

２. 以下の日程で行われるダンス練習会に参加！
7月12日（日）21:00～22:00（日本時間）
7月18日（土）9:00～10:00（日本時間）
7月19日（日）21:00～22:00（日本時間）
オンライン会議システムZOOMを使って行われます。

みんなで踊るダンスは「みとちゃんダンス」。
どんなダンスかは、こちらをご覧ください。

ダンス練習会は、3回全部参加してもいいし、
1回だけでもいいよ！

ダンスの練習は、ブレイクアウトセッション機能
を用いて小さなグル―プで行うから、練習を
通していろんな国の人と仲良くなれるよ！

1. こちらのリンクから、参加申込！

参加方法

３. 踊っている様子をスマートフォンや
ビデオカメラで撮影！

４. 撮影した動画を、7月22日（水）までに
グローバル教育センターに提出！

ファイルの提出には、
DropBox・Google Driveなどの
ファイル共有サービスやLINEグループを
使ってね！
わからない人は、
CGE-apply02@ml.ibaraki.ac.jp に
メールで問い合わせてね！

2019年夏の水戸黄門まつり

みんなの映像を一つにまとめて…

リモート水戸黄門まつりに参加
YouTubeに「限定公開」でアップロードされたのちに、
「Remote水戸黄門まつり」のホームページに
掲載されます！
みんなで「夏」の思い出を作りましょう！

お問い合わせ：
茨城大学グローバル教育センター
CGE-apply02@ml.ibaraki.ac.jp

日本の夏祭りで
踊ろう！

【資料２－Ｄ－２－０４】

https://www.mitokoumon.com/koumon-remote/
https://www.youtube.com/watch?v=Wrw__ZCifKo
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EwOyHonCO0GKuRRvQf_3O_kQ5tw_oKlOi7Mw97WBFYtUODRBNzEzVjBXSFcyR0E1U0FaUVlOSlBGMC4u
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こんな時だからこそつながろう！
茨城大学国際交流プロジェクト2020 第7弾

オンライン
坐禅ワークショップ

日時： 2020年10月31日（土）

21:00～22:45（日本時間）
場所： オンライン会議システム ZOOM上

参加申し込み者にZOOMのURLをメールでお送りします。

参加申し込み：お申し込みは、こちらから。
対象： 茨城大学の学生・教職員

茨城大学と協定を結んでいる大学の学生・教職員
使用言語： 日本語・英語
参加費： 無料
参加定員： 100名（先着順）

お問い合わせ： 茨城大学グローバル教育センター
瀬尾匡輝（masaki.seo.ms@vc.ibaraki.ac.jp）

みなさんは坐禅をしたことがありますか？
このワークショップで、茨城大学と協定のある海外の大学の学生と一
緒に水戸市祇園寺（曹洞宗）の副住職の指導の下、
坐禅を体験してみませんか？

水戸市の祇園寺（曹洞宗）の本堂から生配信！
坐禅体験終了後には、参加者間の交流を促すZOOMのブレイクア
ウトセッションも予定されています。

当日の流れ（日本時間）
21:00～22:00 坐禅体験
22:00～22:45 小グループに分かれた交流会

今後の予定
12月上旬に折紙、2月上旬に風呂敷のオンラインワークショップを企画しています。
詳細は後日お知らせします！

【資料２－Ｄ－２－０５】

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EwOyHonCO0GKuRRvQf_3O_kQ5tw_oKlOi7Mw97WBFYtUOE1DSEozWUkyNkcyUk9WWVdLUElPRzJaMi4u


この活動では、茨城大学と協定関係にある大学の学生とペアになり、ZOOMやLINE通話などの無料通話ア
プリを使ってタンデム学習を行います。タンデム学習とは、母語の異なる者同士がペアになり、互いの言語や文
化を学びあう学習形態のことです。活動では、パートナーの国の言語を学んだり、英語や日本語で互いの興
味のあるテーマについて話しあったりします。日本国内にいながらできる国際交流です。ぜひご参加ください。

予定している国・地域
アメリカ、オーストラリア、イギリス、フランス、ブルガリア、タイ、マレーシア、ブルネイ、インドネシア、ベトナム、
中国、台湾、韓国

「英語を伸ばしたい」と考えている人の中には、アメリカやイギリス、オーストラリアなどの英語圏の学生と交流し
たいと思っている人もいるかもしれません。しかし、英語はグローバル言語となり、アジア人同士で英語でコミュニ
ケーションをする機会もいまや多くなってきています。その中で、いわゆるネイティブが話す英語を理解するので
はなく、世界の多種多様な英語を理解することの必要性が言われています。また、アジアの国や地域はヨー
ロッパや北米と比べると時差も少なく、パートナーとの時間の調整も楽にできます。ぜひアジア圏の大学生との
交流も積極的に検討してください！

この活動に興味がある人は、10月4日（日）までに、下記のリンクから申し込んでください。
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EwOyHonCO0GKuRRvQf_3O_kQ5tw
_oKlOi7Mw97WBFYtUQlY2QldMMk1JUUdNRDhDS1dOVFpFMkQzUi4u

活動の期間は10月末から2月下旬までです。

パートナーの情報を含む活動についての詳細は、10月末頃に申し込んでくれた方にお送りします。
質問がある人は、茨城大学グローバル教育センターの瀬尾匡輝先生
(masaki.seo.ms@vc.ibaraki.ac.jp) まで連絡してください。

こんな時だからこそつながろう！
茨城大学国際交流プロジェクト2020 第8弾 【資料２－Ｄ－２－０6】

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EwOyHonCO0GKuRRvQf_3O_kQ5tw_oKlOi7Mw97WBFYtUQlY2QldMMk1JUUdNRDhDS1dOVFpFMkQzUi4u
mailto:masaki.seo.ms@vc.ibaraki.ac.jp


こんな時だからこそつながろう！
茨城大学国際交流プロジェクト2020 第9弾

国際交流のためのオンライン

おりがみワークショップ

日本折紙協会の講師の指導の下、
茨城大学と協定を結んでいる海外の大学の
学生と一緒に折紙をします！

日英両言語で行いますので、
今後海外の人に英語で折紙を紹介する方法を
学ぶことができます！

折紙ワークショップの後には、参加者間の交流を
促すZOOMのブレイクアウトセッションも
予定されています。

当日の流れ（日本時間）
21:00～22:00 折紙ワークショップ
22:00～22:45 小グループに分かれた交流会

参加申込： お申し込みは、こちらから。
申込締切： 2020年11月8日（日）
対象： 茨城大学の学生・教職員

茨城大学と協定を結んでいる大学の学生・教職員
使用言語： 日本語・英語
参加費： 無料
参加定員： 100名（先着順）

お問い合わせ： 茨城大学グローバル教育センター
瀬尾匡輝（masaki.seo.ms@vc.ibaraki.ac.jp）

日時：

2020年12月12日（土）

21:00～22:45（日本時間）

場所：
オンライン会議システム ZOOM上
参加申し込み者にZOOMのURLをメールでお送りします。 参加者には折紙をプレゼント！

【資料２－Ｄ－２－０７】

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EwOyHonCO0GKuRRvQf_3O_kQ5tw_oKlOi7Mw97WBFYtUN1JNVzNCWjNEMzBUVklEMkNZNTNLSjRSVC4u


レクチャー動画「そばをおいしく茹でるコツ」 公開予定
※パーティーの前 １８：３０までに、おそばをつくっておいてね！

茨城大学の学生（日本人学生、留学生）
留学生はこちらの U R Lからお申込み くだ さい

日本人学生はこちらのURLからお申込みください

2020年10月20日（火）まで 先着100名

対 象

申込URL

参加者には「茨城の味覚セット」 をプレゼント！
（そば乾麺、つけけんちん汁、ネモフィラクッキー、コーヒー）

【問い合わせ】 グローバル教育センター（国際交流課）

☎ 029-228-8593 ✉ ioiu@ml.ibaraki.ac.jp

当日は、自分で茹でてアレンジしたそば （天ぷらそば、けんちんそば、ざるそば、

何でもお好みで） をみんなで食べた後、ゲームなどの交流を楽しみます！

※プレゼントは、学生１名につき１セットです
※プレゼントは、前日までに各自大学へ
受け取りに来てもらいます

金

申込締切日

こんな時だからこそつながろう！ 茨城大学国際交流プロジェクト2020 第10弾

18:30～20:00 オンラインパーティー

【資料２－Ｄ－２－０8】

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EwOyHonCO0GKuRRvQf_3O96v6u5FRpBMp7zdakLt9cNUQThOUkxXNk4zWjAwREk5VENOSE40NEZFNy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EwOyHonCO0GKuRRvQf_3O96v6u5FRpBMp7zdakLt9cNUMUNQMkVJQlVRR0M3RlJTVUJRN0VUTzAwRy4u


こんな時だからこそつながろう！
茨城大学国際交流プロジェクト2020-2021 第11弾

国際交流のためのオンライン

ふろしきワークショップ

参加申込： お申し込みは、こちらから。
申込締切： 2021年1月31日（日）
対象： 茨城大学の学生・教職員

茨城大学と協定を結んでいる大学の学生・教職員
使用言語： 日本語・英語
参加費： 無料
参加定員： 80名（先着順）

お問い合わせ： 茨城大学グローバル教育センター
瀬尾匡輝（masaki.seo.ms@vc.ibaraki.ac.jp）

日時：

2021年3月17日（水）

午前 10:00～12:30（日本時間）

場所：
オンライン会議システム ZOOM上
参加申し込み者にZOOMのURLをメールでお送りします。

風呂敷の京都の老舗メーカーの担当者の指導の下、茨城大学と協定を結ん
でいる海外の大学の学生と一緒にふろしきについて学びます！
参加者には、茨城大学のロゴの入った風呂敷をプレゼントします！

日英両言語で行いますので、今後海外の人に英語で風呂敷を紹介する方
法を学ぶことができます！

風呂敷ワークショップの後には、参加者間の交流を促すZOOMのブレイクアウ
トセッションも予定されています。

当日の流れ（日本時間）
10:00～11:30 風呂敷ワークショップ
11:30～12:30 小グループに分かれた交流会

【資料２－Ｄ－２－０９】

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EwOyHonCO0GKuRRvQf_3O_kQ5tw_oKlOi7Mw97WBFYtUQ1dCNFkxTFhGOERYNUgzMjk2N04yQ0g3UC4u


茨城大学 グローバル教育センター主催シンポジウム

コロナ禍のグローバル教育を考える
～茨城大学の挑戦～

2021年3月21日（日）

ZOOMによるオンライン・ライブ開催

お問い合わせ：
茨城大学グローバル教育センター
cge-apply02@ml.ibaraki.ac.jp

新型コロナウィルスの感染拡大により、人々の国を超えた移動が難しくなり、大学のグローバル教
育は大きな岐路に立たされました。このような困難な状況において、茨城大学では、「こんな時だ
からこそつながろう！ 茨城大学国際交流プロジェクト2020」を企画し、今だからできるグローバル
教育の形を模索してきました。本シンポジウムでは、これまでの実践をふりかえり、withコロナの時
代にできるグローバル教育をみなさんと一緒に考えたいと思います。

当日の流れ
10:20 開会
10:30～12:00 第1部 コロナ禍の日本語教育を考える

～海外協定校とのオンライン日本語教育実習を例として～
13:00～14:30 第2部 コロナ禍のオンライン国際協働学習を考える

～海外協定校とのオンライン交流授業を例として～
14:30～15:15 第3部 情報交換会
15:15 閉会

参加申込： 申込フォームはこちら
3月18日（木）参加申込締切

【資料２－Ｄ－３－０１】

mailto:cge-apply02@ml.ibaraki.ac.jp
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EwOyHonCO0GKuRRvQf_3O_kQ5tw_oKlOi7Mw97WBFYtURVJaMjhCMEpKVkJLWU1XVkwzOVpMQTI4Qy4u
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