
国際交流
Events for International Exchange

多文化理解
Activities for Multicultural Understanding

留学生交流イベント
Exploring Hyogo

兵庫県の魅力・文化を体験し、地域文化への理解を深めるとともに留
学生と日本人学生の交流を図ります。
Join in a bus tour to explore Hyogo Prefecture’s attractions and 
culture together with students from various backgrounds.

ゲストイベント
Guest Event

グローバルな視点から専門家や団体が講演会やワークショップを行い
ます。
Attend a lecture or workshop on a topic with a global perspec-
tive carried out by professionals and organizations.

ペチャクチャナイト
PechaKucha Night (PK Night)

世界140ヵ国・地域の1200都市以上で開催されている、「20枚×20
秒形式」のスピード感あるプレゼンテーションをおしゃべり感覚で楽し
むイベントです。神戸市のオーガナイザーとして、本学の留学生や日
本人学生、海外協定大学の学生等と一緒にグローバルにアイデアを
発信していきます。
Listen in or present at a PK Night. PK Nights are short presentations 
carried out in more than 140 countries, 1200 cities around the 
world. Presenters spend 20 seconds discussing each of their 20 
slides in a casual and fun way. University of Hyogo, as the official 
representative of PK in Kobe city, strives to offer a place for global 
conversations that can be joined by students from Japan and abroad. 日本文化ワークショップ

Japanese Culture Workshop

専門家による茶道、書道、和装などを体験し日本
文化を学びます。
Learn from professionals about Japanese 
traditional culture, such as tea ceremony, 
calligraphy, kimono, and others.

国際コミュニケーション力の向上
Programs for International

Communication Skills

カンバセーションパートナー・プログラム
Conversation Partners Program

本学の日本人学生と留学生がお互いの言語を交換したり、本学の学
生と海外協定大学の学生との間で英語を使って日本語を教えたり、英
語を教えてもらったりすることにより、国際コミュニケーション力の向
上を目指します。
Partner up with students from University of Hyogo and other universi-
ties abroad to learn from one another, teach Japanese, or learn 
English face-to-face, on LINE, or on Zoom.

英語サポート・プログラム
English Language Support Program

授業における英語レポートやプレゼンテーション、スピーチのサポート
を英語インストラクターから受けることができます。
Reserve an appointment with an 
English instructor to get help with writ-
ing and presentation assignments 
from lectures, as well as advice for 
oral examinations.

多文化交流イベント
Multicultural Activities

留学生の出身国の文化、言語、風俗習慣、
伝統料理等を体験しながら多文化理解を深
めます。
Experience international students’ lan-
guages, customs, and cuisines.

英語チャット
English Chat

英語インストラクターが、毎回、テーマを選んでショートレクチャーを
行い、その内容に沿ったディスカッションを参加学生が行うことで、英
語で意見を言うことに慣れることができます。
An English language instructor presents on a chosen topic for a 
short talk that is then followed by a discussion. The program 
offers a chance to practice expressing one’s opinion in English.

　タンデム・プログラム
　Tandem Program

学びたい言語、教えられる言語により学生同士
のパートナーをマッチングし、言語と文化の交
流を図ります。（言語：日本語、英語、中国語、
韓国・朝鮮語、ベトナム語など）
A program for learning about each other’s language and 
culture. Available languages: Japanese, English, Chinese, 
Korean, Vietnamese, and others.

　ティーチングジャパニーズ・プログラム
　Teaching Japanese Program

本学の学生が海外協定大学の日本語を学修する学生や本学の留学生
に英語で日本語を教えることにより語学力の向上を図ります。
A program for improving overall communication skills while 
teaching Japanese language and Japanese culture in English.

　ラーニングイングリッシュ・プログラム
　Learning English Program

海外協定大学の学生から英語を学びなが
ら本学の学生の英語力の向上を図ります。
A program for practicing spoken 
English and improving overall commu-
nication skills.

センターアシスタントイベント
Center Assistants’ Event

センターアシスタントとはイベントを企画・運営する学生スタッフです。
これまでクッキングイベントや海外協定大学との合同ディスカッション
などを開催してきました。
Join in an event that is planned and organized under the initia-
tive of students working as Center Assistants (CAs). So far, we 
had cooking, discussions with universities abroad, and others.

兵庫県立大学
国際交流センター
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国際交流センターとは？
About the Center for Global Engagement

国際交流センター施設の利用案内
Center’s Facilities

国際交流センターは、留学生と日本人学生等が交流し、本学の国
際化、グローバル化の促進を目的として2019年9月に開設されま
した。「国際コミュニケーション力の向上」、「多文化理解」、「国際
交流」の3つのテーマによる教育交流プログラムを提供しています。
他国の学生と交流したい、多文化理解を深めたい、語学力を向上
させたいという方はぜひ国際交流センターを活用してください。
Center for Global Engagement (CGE) was established in September 
2019 to encourage the internationalization of the university and the 
exchange between home and international students studying at Uni-
versity of Hyogo as well as at partner universities abroad.
We have created various programs where students can foster inter-
national bonds, learn about other cultures, and become better com-
municators.

国際交流センターでは、各キャンパスの学生も参加できるよう、県
大バスの活用、Zoomを活用したオンライン参加等を進めていま
す。詳しくは当センターの問い合わせ先やプログラム等の募集案内
にてご確認ください。

国際交流センターでは、交流スペース、キッチン、和室、カウンセ
リングルーム等の施設は、国際交流センターが実施するプログラ
ムのほか、本学の学生、教職員が行う国際交流や教育目的の次の
活動において利用可能です。
①本学の授業
②個人又はグループによる国際交流や教育を目的とした活動
③学生を対象としたプログラムやイベント、セミナー、ワークショッ
プ、プレゼンテーション、チュートリアル、カウンセリング、ディ
スカッション、英語放送の視聴、講演会等

次の場合には、あらかじめ教職員の責任者を定めて、利用日の7日
前までに国際交流センターに利用申請書を提出してください。
①施設内において占有または優先的利用を必要とする場合（ただ
し、キッチン、和室、カウンセリングルームは、必ず申請が必
要です。）

②開館時間外及び閉館日に利用する場合

※利用申請の詳細についてはホームページを御覧ください。
https://www.u-hyogo.ac.jp/international/exchange/
i_center/index.html

At CGE, there are a Kitchen Room, a Tatami Room, a Counseling 
Room, and Activities Spaces that can be used by students, faculty, 
and staff.
If you wish to reserve the facilities, please fill out a form and submit 
it a week in advance.
Please check our website for details.
(https://www.u-hyogo.ac.jp/international/exchange/
i_center/index.html)

国際交流機構事務局
Office of Institute for International Relations

海外留学・研修プログラム
Program on Study Abroad
Email：kokusai@ofc.u-hyogo.ac.jp
TEL：078-794-6683

グローバルリーダー教育プログラム（副専攻）
Global Leader Education Program (GLEP)
Email：global@ofc.u-hyogo.ac.jp
TEL：078-794-6652

国際交流センタープログラム
Center for Global Engagement’s Program
Email：cge@ofc.u-hyogo.ac.jp
TEL：078-794-6615

留学関連資料
Materials on Study Abroad
留学資料や外国語学習用図書（検定試験対策など）、旅行ガイドブック
も国際交流センターで利用できます。
At CGE you can find information on the international exchange 
programs and language learning or certificates, travel guides, etc. 

海外留学・
研修プログラム

GLEP

お問い合わせ
◆ ◆ ◆

事務室問い合わせ時間
Office Opening Hours

施設利用時間
Hours for Using the Facilities

閉館日：土曜日、日曜日、祝日
※閉館日を変更することもあります。
We are closed on weekends and national holidays.

兵庫県立大学 国際交流センター
 Center for Global Engagement, University of Hyogo

〒651-2197 神戸市西区学園西町8-2-1
8-2-1, Gakuen Nishimachi, Nishi-ku, Kobe, Hyogo, 651-2197, Japan

Email：cge@ofc.u-hyogo.ac.jp
TEL：078-794-6615

9：00～ 17：30

9：00～ 19：00

CGE Activities Updates (LINE OpenChat)国際交流センター
プログラム詳細

国際交流センター
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