
国際大学 
「コミュニティ事業」について 

学生センター事務室、信田グレチェン 

２月２１日 



国際大学とは？ 

大学院大学 

全て英語の世界 
 15％は日本人 
 85％は60ヶ国 

寮生システム 
家族は小学校の近くのアパート 

シャトルバス生活  

車はほとんどない 

ここここここここここここここここここ

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
IUJ introductionGraduate school only – about 350 studentsEnglish is main language15% Japanese, and 85% non-Japanese from 60 countriesDorm Life on campus, with families living near Elementary school.       Extremely diverse Elementary school in rural Japan!       Garbage issues are a challenge!Shuttle bus lifestyle, with very few drivers



キャンパスのイメージ 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Home to Minami Uonuma Koshihikari, Onsen, Ski resorts, Yairo Suika, Yairo ShiitakeYukiguni MaitakeHakkaisan sake, Echigo Sanzan mountainsFresh clean air and waterLocal vegetables straight from the gardens!



キャンパスのイメージ 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Residential campusNo where to go – just study and play as a family



コミュニティのイメージ 



IUJ: Where the World Gathers 



コミュニティの事業 
 1年に40以上の小中学校を訪問し、  

毎年夏に2つの主要な英語/国際体験イベントを開催し、  

キャンパスで子供たちのグループをホストし、ツアーや英語の練習、 

      その他の活動を行います。  

観光地の監視とフィードバックを提供し、 

リクエストに応じてソーシャルメディアでエリアを宣伝し、  

国際的なイベント（言語サポート、子供との交流）にボランティアを提供します。 

病院と新幹線駅のEnglish Communication lessons/practice  

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
over 40 elementary and Jr. High school visits a year, host two major English/International experience events each summer, host groups of kids on campus for tours or English practice or other activities, provide monitoring and feedback for tourism areas, promote the area on Social Media on request, provide volunteers to international events (language support, interaction with kids), Support for Hospital and Station English development



コミュニティの事業 
ステージ出演（通常はダンス）でさまざまなフェスティバルに参加し、  

話す機会（成人グループへの国紹介など）、  

病院、駅などでの英語スキルの支援  

アートクラスや地域プロモーションの写真撮影のモデルを送信し、  

さまざまな食品やハラール製品についてフィードバックを提供する  

海外の製品の開発と販売に関するフィードバックを地元企業に提供する  

翻訳を提供し、  

大学祭 －－ International Festival 

など  

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
participate in various festivals with stage appearances (usually dancing), speaking opportunities (country intros to adult groups, etc.), help with English language skills at the hospital, station, etc. send models for art classes and area promotion photo shoots, Give feedback on various foods or halal offeringsProvide local businesses with feedback on developing and selling products overseasprovide translations, International Festival !!!!!Etc.



大学祭 －－ International Festival 

５月 

 16 フードブース (１６ヵ国から２５ヵ国ぐらいまで） 
 ASEAN, SAARC, アフリカ、中央アジアなど 

３時間ステージ 
２５ヵ国ぐらいのパフォーマンス 

町のお客様は2,000人ぐらい 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Held in May16 food booths with small 100yen dishes3 hour stage show with amazing talentOver 2,000 guests from all over the prefecture join



大学祭のイメージ 





大学祭の問題 
The Problem  

検便 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
The problem with our big eventKENBEN



大学祭の問題 － 検便 
 KenBenまたは同様の検診は日本国外では行われません。  

食品の安全性と衛生の問題は、海外ほど厳しくない。  
要件、法律、および手順を説明し、各調理チームが適
切に物事を行うことをフォローアップすること 

簡単な解決策はありません。恥ずかしい頬を隠して説明するだけ  

毎年の挑戦です。 

How? 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
KenBen or similar checkups are not done outside of Japan.Food safety and hygiene issues are not nearly as strict overseas.Explaining the requirements, laws, and procedures, and following up that each cooking team does things properly　　　no easy solution than to hide my embarrassed cheeks and just do it.　　　a yearly challenge 



大学祭の問題  
      － 検便 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
These are actual images of how I explain KENBEN process



大学祭の問題 －登録 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Need to provide translation of all countries’ dishes   Ingredients   What the food actually isHard to do when I have never heard of the food before!Checking that “nothing is raw”Students change plans – even after submissionCity officials are VERY patient, but have to be strict



他の事業の問題 

交通手段  Transportation   

 

都市の期待と忙しい学生    
       City expectations and busy students   
 

 

 

 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
TransportationLocated in isolated area with only the IUJ Shuttle bus for daily transportation. Invitations to join activities require the event organizers to provide transportation.City expectations and busy studentsImage of university student is that they have a lot of free time, but IUJ is a very demanding graduate school. We often have to say NO to events, as students are too busy to participate. If they miss class or group work to participate faculty complain. Some in the community feel IUJ doesn’t do enough but the reality is we do as much as we can!



他の事業の問題 

言語の問題   Language issues  

 
食料問題 Food Issues 

 

祈りの考慮事項   Prayer considerations 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Language issuesMany events are on weekends when regular staff are not working, but the event organizers want language support. We have to ask our Japanese students to provide translation support.Food IssuesAbout 1/3rd – 1/2 of the campus cannot participate in events that don’t offer vegetarian or halal optionsPrayer considerations   Orinori space, and timing 



But it is all worth it 
でも価値があります  
 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
KACHI GA ARIMASU.
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