ASOSA
留学生交流行事

ＡＳＯＳＡ 平成２４年度 留学生交流行事一覧
交流行事名

主催（参加）

月
交流内容
タイ・工業団地訪問団受入

アジアからの観光客誘致推進協議会(参加：青森中央学院大学)

タイとの交流促進及び通訳として参加
春季新入生特別ガイダンス

青森中央学院大学国際交流センター

留学生活の説明と指導
新入学留学生のためのガイダンス

弘前大学

学内外留学生活の説明、指導
ガイダンス

八戸工業大学

学生生活全般の説明及び指導
台湾・僑光科技大学訪問団受入

アジアからの観光客誘致推進協議会(参加：青森中央学院大学)

台湾との交流促進及び通訳として参加
留学生全体ガイダンス

青森中央学院大学国際交流センター

今年度の国際交流・サポート体制の説明
学生会館合同避難訓練・新入館生歓迎会
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避難訓練と新入寮生の歓迎と交流促進

月

台湾・台南市麻豆区日本舞踊学会訪問団受入

青森中央学院大学学生会館自治会

アジアからの観光客誘致推進協議会(参加：青森中央学院大学)

台湾との交流促進及び通訳として参加
留学生人材活用推進事業 母国語ブログ情報発信事業(弘前公園)

青森県国際交流協会(参加：青森中央学院大学)

海外への「青森」の情報発信
タイ・看護協会視察団受入

アジアからの観光客誘致推進協議会(参加：青森中央学院大学)

タイとの交流促進及び通訳として参加
留学生による母国情報発信フェア ベトナム 前期

青森中央学院大学サテライトキャンパス運営委員会

母国料理のランチ提供や民芸品展示
外国客船「レジェンド・オブ・ザ・シーズ」入港歓迎

青森港国際化推進協議会(参加：青森中央学院大学)

英語通訳ボランティア
留学生に対する安全講習会

八戸工業大学

八戸警察署の協力のもと、事件事故を未然に防ぐための心得及び震災や事件事故に遭った時の対処の仕方についての講習会
春の留学生・チューター等交流会

八戸工業高等専門学校

教職員・留学生・チューターの交流
弘前公園観桜会

青森中央学院大学国際交流センター

お花見をとおして、新入生歓迎と日本人学生との交流促進
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タイ・モンフォート学校訪問団受入

アジアからの観光客誘致推進協議会(参加：青森中央学院大学)

月
タイとの交流促進及び通訳として参加
タイ・泰日工業大学サマーキャンプ受入

青森中央学院大学国際交流センター

ASOSA
留学生交流行事
短期日本語研修と青森の農家体験・文化体験
ＦＳＡ新入生歓迎会

青森中央学院大学ＦＳＡサークル

留学生、教職員、地域住民参加型の新入生歓迎パーティー
留学生によるベトナム語講座

青森中央学院大学地域社会活動委員会

留学生が講師となり、地域住民との交流
留学生による中国語講座

青森中央学院大学地域社会活動委員会

留学生が講師となり、地域住民との交流
留学生による母国情報発信フェア 中国 前期

青森中央学院大学サテライトキャンパス運営委員会

母国料理のランチ提供や民芸品展示
台湾・台南市興国高級中学視察団受入

アジアからの観光客誘致推進協議会(参加：青森中央学院大学)

台湾との交流促進及び通訳として参加
中国語教室(五所川原市中央公民館・みんなの教室)

五所川原市中央公民館・みんなの教室(参加：青森中央学院大学)

中国人留学生が講師として中国語を紹介
体育祭

八戸工業大学

奥入瀬渓流散策

八戸工業高等専門学校

地元の名勝探索
身体障害者とのベトナム家庭料理交流

ねむのき会館(参加：青森中央学院大学)

身体障害者と料理を通した交流
五戸町ＰＲ・ＤＶＤ用中国語ナレーション吹き込み

青森市国際交流ボランティア協会(参加：青森中央学院大学)

ナレーション収録での地域貢献
留学生による韓国語講座

青森中央学院大学地域社会活動委員会

留学生が講師となり、地域住民との交流
留学生による英語講座

青森中央学院大学地域社会活動委員会

留学生が講師となり、地域住民との交流
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留学生による母国情報発信フェア 台湾・マレーシア共催 前期

月

母国料理のランチ提供や民芸品展示
留学生による母国情報発信フェア タイ 前期

青森中央学院大学サテライトキャンパス運営委員会

青森中央学院大学サテライトキャンパス運営委員会

母国料理のランチ提供や民芸品展示
台湾・個人研修旅行受入

アジアからの観光客誘致推進協議会(参加：青森中央学院大学)

台湾との交流促進及び通訳として参加
台南市知事来青・青森県知事主催晩餐会

青森県(参加：青森中央学院大学)

交流と通訳
留学生人材活用推進事業 テストマーケティング

青森県観光国際戦略局国際経済課(参加：青森中央学院大学)

県産品の試食と評価
台湾・高雄市陽明国民中学訪問団受入

アジアからの観光客誘致推進協議会(参加：青森中央学院大学)
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台湾との交流促進及び通訳として参加
月
青森と世界をつなぐ地球市民育成講座(筒井小学校)

市民による国際協力実行委員会(参加：青森中央学院大学)

ASOSA
留学生交流行事
総合学習時間に留学生が母国について紹介
ＦＳＡ合気道体験・交流

青森中央学院大学ＦＳＡサークル

日本の武道体験・交流
台湾・南台科技大学の本学訪問

青森中央学院大学地域マネジメント研究所

交流促進
留学生人材活用推進事業 県内企業と留学生との交流フェア

青森県観光国際戦略局国際経済課(参加：青森中央学院大学)

県内企業と留学生の交流
青森中央高校 総合的な学習の時間でゲストティーチャー

青森中央高等学校(参加：青森中央学院大学)

総合学習時間に留学生が母国について紹介
留学生人材活用推進事業 母国語ブログ情報発信事業(弘前)

青森県国際交流協会(参加：青森中央学院大学)

海外への「青森」の情報発信
留学生全体ガイダンス

青森中央学院大学国際交流センター

夏期休暇前の説明と指導
青森南高校「南高祭」参加

青森南高等学校(参加：青森中央学院大学)

文化祭で母国紹介
タイ・交通省旅行団受入

アジアからの観光客誘致推進協議会(参加：青森中央学院大学)

タイとの交流促進及び通訳として参加
留学生人材活用推進事業 母国語ブログ情報発信事業(浅虫)

青森県国際交流協会(参加：青森中央学院大学)

海外への「青森」の情報発信
青森りんご台湾キャンペーン向けミスりんごあおもりへの語学研修

社団法人青森県りんご対策協議会(参加：青森中央学院大学)

ミスりんごへの台湾語研修
就職懇談会

八戸工業大学

３年生及び４年制への就職支援及び指導
ホームステイ

八戸工業高等専門学校

元教員宅訪問・青森の生活理解
ＮＰＯ法人ジュニアグローバルトレーニングスクール
2012 ジュニアグローバルトレーニングスクール in AOMORI
(参加：青森中央学院大学)
青森・アメリカ・韓国の小学生対象の国際交流サマースクールに通訳・運営ボランティアとして参加
青森ねぶた祭参加

青森ねぶた祭り実行委員会(参加：青森中央学院大学)

代表的な夏祭りへ留学生が参加し、青森の理解を深める
弘前ねぷた祭り

弘前大学
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夏祭りへの参加
月
出来島老人クラブ西瓜・メロン交流会

青森中央学院大学異文化交流会サークル

青森の歴史と特産物を知り、異文化を学ぶ
国際交流夏祭り

弘前市桔梗野町会(参加：弘前大学)

留学生と地域住民の交流
六戸祭り参加
地元の祭りへの参加

八戸工業高等専門学校

ASOSA
留学生交流行事
青森サポーター事業 下北半島での自然・農業・漁業体験研修

青森中央学院大学・あおもりくらしの総合研究所

下北地域の体験研修
平成２４年度子どもの読書活動推進県民大会

青森県教育委員会(参加：青森中央学院大学)

留学生による母国語の絵本の読み聞かせ
学位記授与式・卒業祝賀会

青森中央学院大学

９月卒業の留学生の授与式・祝賀会
青森北高校「チャレンジ異文化理解」講座

青森北高等学校(参加：青森中央学院大学)

留学生と生徒・保護者との文化、料理、ダンス交流
上北地域インバウンド受入体制強化事業・夏の魅力発掘調査に参加

上北地域県民局(参加：青森中央学院大学)

上北地域の調査および海外へのブログ情報発信
翔麗祭(学園祭)

青森中央学院大学学友会

教職員・学生と地域の交流。留学生による母国の模擬店出店等。
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第１０回日本語スピーチコンテスト

月

留学生参加のスピーチコンテスト
留学生人材活用推進事業 母国語ブログ情報発信事業(十二湖)

青森中央学院大学国際交流センター

青森県国際交流協会(参加：青森中央学院大学)

海外への「青森」の情報発信
青森サポーター事業 青森県フォレストフェスタ in 梵珠山・田んぼアート見学

青森中央学院大学・あおもりくらしの総合研究所

青森の林業体験研修と観光地研修
留学生によるタイ語講座

青森中央学院大学地域社会活動委員会

留学生が講師となり、地域住民との交流
留学生によるマレー語講座

青森中央学院大学地域社会活動委員会

留学生が講師となり、地域住民との交流
桔梗野町会留学生交流市内見学会

弘前市桔梗野町会(参加：弘前大学)

弘前市禅林街→りんご公園→ロマントピア相馬を見学
三陸海岸遠足

八戸工業高等専門学校

地元の名勝探索
秋季新入生特別ガイダンス

青森中央学院大学国際交流センター

留学生活の説明と指導
青森南高校外国語科 日本文化プレゼンテーション

青森南高等学校(参加：青森中央学院大学)

高校生のアメリカ語学研修の発表内容への助言と交流
青森県観光国際戦略局国際経済課
留学生人材活用推進事業 テストマーケティング
(参加：青森中央学院大学)
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月

県産品の試食と評価
上北地域インバウンド受入体制強化事業・インバウンド受入セミナー

上北地域県民局(参加：青森中央学院大学)

上北地域の調査結果等のセミナー参加
アジアからの観光客誘致推進協議会
タイ・チャンドラカセム大学訪問団受入
(参加：青森中央学院大学)
タイとの交流促進及び通訳として参加

ASOSA
留学生交流行事
アジアからの観光客誘致推進協議会
台湾・台南市興国高級中学教育旅行受入
(参加：青森中央学院大学)
台湾との交流促進及び通訳として参加
留学生全体ガイダンス

青森中央学院大学国際交流センター

留学生活に関する指導・情報提供
アジアからの観光客誘致推進協議会
台湾・台南市育徳工業家事職業学校教育旅行受入
(参加：青森中央学院大学)
台湾との交流促進及び通訳として参加
学園祭

八戸工業大学

りんご狩り

八戸工業高等専門学校

元教員宅訪問・青森の生活理解
高専祭

八戸工業高等専門学校

学生・教職員・八戸市民との交流
青森サポーター事業 りんご収穫体験

青森中央学院大学・あおもりくらしの総合研究所

青森の農業・特産品を学び、りんご農家と交流する
青森市国際交流ボランティア協会(AIVA)
11

第 17 回外国人日本語スピーチコンテスト(AIVA)
(参加：青森中央学院大学)

月
スピーチコンテストへの参加
留学生人材活用推進事業 母国語ブログ情報発信事業(板柳町)

青森県国際交流協会(参加：青森中央学院大学)

海外への「青森」の情報発信
国際交流クリスマスパーティー(ＦＳＡ)

青森中央学院大学ＦＳＡサークル

留学生、教職員、地域住民参加型のクリスマスパーティー
アジアからの観光客誘致推進協議会
台湾・豊原高級中学教育旅行受入
(参加：青森中央学院大学)
台湾との交流促進及び通訳として参加
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留学生人材活用推進事業 母国語ブログ情報発信事業(青森市)

青森県国際交流協会(参加：青森中央学院大学)

月
海外への「青森」の情報発信
国際交流・餅つきフェスティバル

弘前市桔梗野町会(参加：弘前大学)

留学生と地域住民の交流
就職懇談会

八戸工業大学

３年生及び４年制への就職支援及び指導
｢青森サポーター｣認定証交付式＆｢語学サポーター｣交流会・懇親会

青森中央学院大学・あおもりくらしの総合研究所

青森サポーター事業に参加した留学生への認定証交付など
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陶芸体験

月

青森の文化体験研修
お正月体験
日本の伝統行事を体験

青森中央学院大学ＦＳＡサークル

八戸工業高等専門学校

ASOSA
留学生交流行事
平成 24 年度学校の枠を越えた外国人留学生研修

八戸工業高等専門学校

東北地区の６高専の留学生・チューターの交流
外国人留学生研修修了証書授与式
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３月修了留学生の授与式

月

カーリング体験

弘前大学

青森中央学院大学ＦＳＡサークル

青森で盛んなスポーツ体験研修
国際交流会館・学術交流会館合同お別れ会

青森中央学院大学学生会館自治会

退寮予定者の送別会
学位記授与式・卒業祝賀会

青森中央学院大学

３月卒業の留学生の授与式・祝賀会
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外国人留学生卒業・修了懇談会

月

国際交流関係者等による送別会
学位記授与式・謝恩会

弘前大学

八戸工業大学

学位記の授与と学科毎に行われる謝恩会
5 年留学生卒業旅行
日本文化の研修

八戸工業高等専門学校

