
＜C.学生の社会活動・貢献＞

№ 月日 大学名、事業名等 連携の現状説明/活動・貢献内容
担当（学生名､サークル名

等）

1 毎月1回 家庭教師活動 開成学園女子寮での家庭教師 長崎外大ＢＢＳクラブ

2 毎月１回 ながさき土曜学習推進事業　とぎつサタデールーム
時津町内の小学生を対象として、幅広い年代の人と関わりながら、地域の文化や英
語について体験的に学ぶとぎつサタデールームの運営に参加

長崎外大ＢＢＳクラブ

3 毎週1回 ひまわりキッズ学童クラブでの活動 ひまわりキッズ学童クラブでの活動補助 長崎外大ＢＢＳクラブ

4 4/19 横尾中学校区青少年育成協議会活動 横尾小学校校庭での「こいのぼり」設置の補助
長崎外大ＢＢＳクラブ
教職課程学生

5 4/20 長与町国際交流協会交流会 留学生15名参加 留学生

6 4/24～6/26 楽しく学ぼう！！！　韓国語講座
4/24～6/26の毎週金曜日（全10回）、韓国語専修の学生と韓国人留学生が講師とな
り、長崎県内の高校生を対象に韓国語教室を実施

多文化共生プロジェクト履修者のう
ち「韓国の魅力を発信するプロジェ
クト」参加者（５名）

7 5/24
長崎市と長崎県宗教者懇話会と本学の協同での街頭
募金活動

ネパール大地震復興支援街頭募金活動への参加 長崎外大ＢＢＳクラブ

8 5/29 時津町国際交流協会懇親会 留学生9名参加。中国領事参加 留学生

9 6/6 2015年度第１９回長崎平和大学
被爆者の講話、平和ボランティアの案内のもと平和学習、平和公園や長崎歴史文化
博物館の見学など

留学生

10 6/8 横尾中学校区青少年育成協議会活動 ウォークラリーの補助として参加
長崎外大ＢＢＳクラブ
教職課程学生

11 6/13・14 パンニハムハサムニッカと共にする　日韓交流会
国立諫早少年自然の家にて１泊２日、県内の高校生と本学の韓国人留学生とでグ
ループを作り親睦と交流、異文化理解についてのワークショップを実施

多文化共生プロジェクト履修者のう
ち「韓国の魅力を発信するプロジェ
クト」参加者（５名）
韓国人留学生（１０名）

12 6/14 時津町野田郷運動会 留学生2名参加 留学生

13 6/18 横尾小学校との交流会 留学生12名が、小学生に対して各出身国の伝統文化・遊びなどを紹介 留学生

14 6/27 薬物乱用防止活動 「ダメ。ゼッタイ。」薬物乱用防止ヤングキャンペーン街頭広報活動に参加 長崎外大ＢＢＳクラブ

15 7/12～7/21 第3回短期日本語・日本文化研修プログラム

厦門理工学院（中国）、香港中文大学専業進修学院（香港）からの留学生7名が「日本
の地方都市の魅力・再発見」をテーマとし、日本語の授業を中心に、ホームビジット、
地域企業研修、雲仙一泊研修や長崎市内観光などを通して、日本語や長崎について
学ぶ際のサポート

留学生

16 7/19 時津町ペーロン大会 留学生20名参加。時津町国際交流協会の皆さんや中国領事と交流 留学生

17 7/24 滑石公民館「夏の子ども講座」
「わくわく！ワールド」の講師（フランス人留学生と日本人学生）。小学生約20名が受
講

留学生・学生

18 7/25 長崎商工会議所青年部ながさきみなとまつり 「先賢行列 長崎さるき」に参加（10名） 留学生・学生

19 8/1 横尾中学校区青少年育成協議会活動 盆踊り大会の補助として参加
長崎外大ＢＢＳクラブ
教職課程学生

20  8/3 滑石公民館「夏の子ども講座」 「わくわく！ワールド」の講師（ネパール人留学生）。小学生約20名が受講 留学生

21 8/4 時津町「時津町公民館_夏休み子ども教室」
「英語で遊ぼう子ども教室」の外国人教員の補助講師。
6歳から11歳までの子どもを対象として、英語を使ったゲームやアクティヴィティーを
行った

留学生

22 8/5・6
長崎市･長崎市教育委員会主催「世界こども平和会
議」

英語での司会4名、日英5名、日仏6名の通訳ボランティアとして参加 学生・留学生

23 8/5・6 長崎新聞社
長崎市･長崎市教育委員会主催「世界こども平和会議」参加者の外国人が書いた平
和メッセージのデータ化と翻訳（英語・フランス語）

学生

24 8/6 滑石公民館「夏の子ども講座」 「わくわく！ワールド」の講師（スロバキア人留学生）。小学生約20名が受講 留学生

25 8/7 滑石公民館「夏の子ども講座」
「わくわく！ワールド」の講師（ベトナム人留学生と日本人学生）。小学生約20名が受
講

留学生・学生

26 8/8・9 長崎市国際課 平和祈念式典時のアテンド・通訳ボランティアとして学生12名・職員2名が参加 学生

27 8/24～27 全国外大連携プログラム通訳ボランティア育成セミナー
「オリンピックの歴史」や外国人を迎えるための「おもてなし講座」、「日本文化と異文
化の理解」、「通訳の技法」の研修に本学学生21名が参加

学生
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№ 月日 大学名、事業名等 連携の現状説明/活動・貢献内容
担当（学生名､サークル名

等）

28 9/13 開成学園・分校運動会 開成学園・分校運動会の補助として参加 長崎外大ＢＢＳクラブ

29 9/24～
YMCA・Vファーレン長崎サッカースクール 長崎外語大
校

5才～12才の子供達を対象としたサッカースクールVファーレン長崎のコーチおよび長
崎外大サッカー・フットサル部の学生が指導している。（毎週水・金曜日）

長崎外大サッカー・フットサ
ル部の学生

30 10/24 横尾中学校区青少年育成協議会 横尾まつり子どもみこしの補助として参加 学生

31 10/25 横尾中学校区青少年育成協議会 横尾まつり運営の補助とし参加 学生

32 11/7
時津国際交流センター事務室交流協会、
時津町にんじん倶楽部主催　時津料理教室

日本料理を体験するイベントに参加 留学生（8名）

33 11/14 長崎留学生支援センター(2015年度第２回長崎平和大学）被爆者の講和、平和公園・長崎歴史博物館の見学 留学生（14名）

34 11/18 横尾小学校６年生との交流会 小学６年生の「長崎の歴史について」の発表を聴講後、交流 留学生(10名)

35 11/20 福岡県立大川樟風高等学校 「学系説明会」講師 学生

36 11/22 社会福祉法人遊歩の会ゆうほまつり お祭り運営の補助として参加 長崎外大ＢＢＳクラブ

37 11/28 バイオパーク ホストファミリー含め留学生、学生が参加し親睦をはかった

38 12月 株式会社マルクスインターナショナル アミュプラザ長崎でのイベントにて、サンタクロース役 留学生

39 12/6 横尾中学校区青少年育成協議会 横尾小学校もちつきマラソン大会の補助として参加 学生

40 12/13 長崎市経済局文化観光部観光推進
観光モニター調査（公共交通機関を利用してモデルコースを移動、アンケート回答と
意見交換）

留学生（5名）

41 12/13 時津国際交流協会主催 時津町餅つき大会 時津町餅つき大会に参加 留学生（23名）

42 12/19 友愛富士見町保育園 同園でのクリスマス会内にて、サンタクロース役 留学生

43 12/20 横尾中学校区青少年育成協議会 門松づくりの補助として参加 学生

44 1/10 横尾中学校区青少年育成協議会 鬼火だきの補助として参加 学生

45 1/16 長崎BBS会公開講座 第36回ながさきBBS公開講座運営補助 長崎外大ＢＢＳクラブ

46 1/16 長崎BBS会主催　保護司の方との意見交換会 長崎外大BBSクラブの活動報告を行った 長崎外大ＢＢＳクラブ

47
1/18,22,23,2

4,3/17
(公財)ながさき地域政策研究所
国際観光船乗客向けアンケート調査補助業務

長崎の観光に関するアンケート調査員として中国人留学生・韓国人留学生・米国人留
学生・ネパール人留学生が参加
また、アンケート調査用紙の中国語翻訳・韓国語翻訳を2名の日本人学生が担当

留学生・学生

48
1/30,31,2/6,

7,13,14
時津町教育委員会

ICTを活用した地域住民向け外国語教室「楽しくおしゃべり英会話講座（初級）」の講
師助手

短期留学生（5名）

49 2/14,21 ランタンフェスティバル　媽祖行列 時津町国際交流協会会員と一緒に媽祖行列に参加 留学生（4名）

50 2/15 長崎自動車株式会社
長崎バス（長崎空港線）車内における英語アナウンス録音「The Next stop is…」のア
ナウンスの改訂作業

留学生

51 2/28 横尾中学校区青少年育成協議会活動 レクレーション大会の補助として参加 学生


