
編集後記
G.S.C.を手に取っていただき、ありがとうございます。
今回は、『国際交流のすすめ』ということでアイセック、国

際祭り、そして東北大学の留学生課をご紹介しました。グロー
バル化が進む現代で、国際交流をしてみたいという人がたくさ
んいらっしゃるかと思います。ぜひ、今回のG.S.C.をもとに色々
な経験をしていただければ嬉しいです！�特に、国際祭りは東北
最大級の国際交流イベントです！�行くしかありません！�次回も
お楽しみに！！�

平成29年度広報サポートスタッフ一同

わたしたちと一緒に学都仙台コンソー
シアムを盛り上げていきませんか？
他大学の学生と交流する中で、多く
の気付きが得られます。少しでも興味の在る方は、
ぜひエントリーしてください！！   Let’s join us!!!

～その他学都仙台コンソーシアムについてくわしくはwebで！～

http://www.gakuto-sendai.jp  

学都仙台コンソーシアム広報部会事務局 
（東北大学教育・学生支援部教務課教育支援係） 
TEL：022-795-3925 
FAX：022-795-7555
E-mail：kyom-d@grp.tohoku.ac.jp 

単 位 互 換 すすめの

学都仙台 単位互換 検 索

学都仙台コンソーシアムに加盟している大学等に
在籍する学生は、他の参加校が提供する

約２，０００科目もの授業
を履修することができます。

さらに、そこで取得した単位は自分が

在籍する大学等の単位として申請
することができます。

学都仙台コンソーシアム

詳しくは学都仙台コンソーシアムのWebサイトへ！

単位互換ネットワーク 

他大学等の授業を受けて
単位を取ろう!
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学生が紹介するキャンパスライフ

� とは、　　　

　若い力の溢れる“学びの都�仙台”の魅力を引き出すため、仙台の大学等
と行政・企業が学校の垣根を超えたつながりを生み出し、様 な々取り組みを行っ
ている組織です。
　私たち�学都仙台コンソーシアム広報サポートスタッフは、そんな仙台の学校・
学生の魅力を本誌“G.S.C.”等を通して県内外へ発信しています。
　“学都仙台”を全国にアピールするだけでなく、学生自身がその魅力に気づ
き一層盛り上げていけるようにサポートしていきたいと思っています。
　今回はこのG.S.C.を読んで、まだ知らない学都仙台の魅力を是非探して
みてください!

国際交流の
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国際祭り　
東北最大の国際交流イベント

である国際祭り。毎年5000人
もの人々が訪れます。ここでは，
仙台にいながら様々な国の文化
にふれることができます。

各大学で行われている留学
支援の一例として、東北大学の
取り組みを紹介します。皆さん
が通っている大学の取り組みも、
ぜひ調べてみてください。

東北大学
教育・学生支援部
留学生課

国際交流を学生の目線からつ
くり上げているアイセック。海外
インターンシップによって社会問
題を解決するリーダーシップ経
験を学生に提供しています。

アイセック仙台委員会
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国際交流の
すすめ

仙台は、東北最大の都市であり、国
際交流が盛んです。今回のG.S.C.で
は、仙台の学生がどのようにして国際
交流をしているかを覗いてみましょう！

アイセック仙台委員会
（現在メンバー23人、毎週水曜18：30～21：00全体ミーティング、仙台市青葉区一番町4-1-3　仙台市市民活動サポートセンター内レターケースNo.89）
公式HP●http://aiesec-sendai.wixsite.com/aiesec-sendai　公式Facebook●https://ja-jp.facebook.com/aiesec.sendai/
公式Twitter●https://twitter.com/aiesec_sendai
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アイセックを通して
できること

第2次世界大戦を背景として1948年に「世界の平和のために」設立さ
れたアイセック。世界126の国と地域に広がる支部はまさに世界最大規
模の学生団体です。日本支部であるアイセック・ジャパンは全国25の委員
会で活動しており、今回はその中でも東北を拠点とするアイセック仙台委
員会にお邪魔してきました。

アイセック・ジャパンが行うの
は、主に“日本の学生を外国での
インターンに送り出す事業”、“外
国の学生を日本のインターンに
受け入れる事業”の2つです。そ
の活動をさらに充実させたもの
にするために、アイセック・ジャパ
ンでは年に4回程、全国規模の
ミーティングが行われます。アイ
セック仙台委員会では、週に一度
の全体ミーティングを基盤として、
3,4人の各プロジェクトチームを
組み、活動を進めています。

活動内容
アイセック仙台委員会は、今後

に向けて、大きく2つの展望を持っ
ています。1つ目はインターンシッ
プによって生み出される影響力
を高めていくこと、2つ目はイン
ターンに参加する学生、企業の
どちらともこれまで以上の信頼
関係を築いていくことです。

また、アイセック仙台委員会は
随時メンバーを募集しています。
関心や興味があればFacebook
やTwitterのアカウントを覗い
てみてはどうでしょうか。

これからの目標

アイセック仙台委員会

アイセック仙台委員
会代表の伊藤さん

アイセックの持つグローバル
なネットワークを通じて、日本か
らも多くの若者が海外インター
ンシップに旅立っています。その
期間は、6週間のものから1年半
までのプログラムがあり、主に
海外企業でのビジネスを通した
インターンを行うプログラムと、
途上国での農法指導などのイン
ターンを行うプログラムがあり
ます。それぞれに特徴・特色があ
り、自分の目的や目標に合わせ
て選ぶことができます。
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今回は、今年で33回目を迎える東北大学国際祭りをご紹介します！
東北大学国際祭りとは、東北で最も大きな国際交流イベントの一

つで、毎年およそ5000人もの人が訪れます。東北大学留学生協会
（TUFSA）が主催しており、様々な地域団体や大学のサークルも協力
することで、毎年スゴイ盛り上がり…！

東北大学国際祭りは、留学生と地
域の人たちとの繋がりを深める、と
いうことを目的としています。自分
たちの国の文化を伝えることができ
る、そして新しい出会いがある、そこ
に国際祭りの良さがあります。

国際祭りの目的とは？ どんなことが体験できる？

屋台では、普段味わうこと
のできない様 な々国の料理を
楽しむことが出来ます。その数
なんと約30！韓国・中国など
おなじみ（？）の国に始まり、
ガーナ・ヨルダン・エジプト料
理まで…。ここ仙台で、異国を
感じてみてください！見たこと
のない料理があなたを待って
いるかも？

東北大学国際祭り

1   Food stall
　   －屋台
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国際交流の
すすめ

東北大学留学生協会（TUFSA）
●〒981‒0935�仙台市青葉区三条町19�‒1�TUFSA事務室　公式HP●https://www.tufsa.net/galleries
公式Facebook●https://www.facebook.com/tufsafanpage/　公式Twitter●https://twitter.com/_TUFSA
公式Instagram●https://www.instagram.com/tufsa_official/

2018年7月1日（日）に開催さ
れることが決定しています！

場所は東北大学百周年記念
会館萩ホール前！普段味わえな
いことが体験できる国際祭り、
ぜひ皆さんお集まりください！

また、これらのブースに参加
したい人、自分たちの文化を伝
えたい人、ボランティアスタッフ
などを『TUFSA』で毎年募集し
ているそうです。国際交流や異
文化に興味がある方はぜひ参加
してみては？

日本をはじめ、ベトナム・ロシア・南アフリカ・インドなどなど様々
な国の伝統衣装が楽しめるファッションショーに加え、歌やダ
ンスなどのショーも行われます！2017年はインドネシア・タイ・フィ
リピンなど！観客の皆さんもぜひ、そこに参加してしまいましょう！

次回はいつ・どこで？

交流コーナーでは各国の文化を
肌で感じることが出来ます！2017年
は、トルコの歴史やネパールの遊び
などが体験できました。もちろん書
道や浴衣など、一つの国として日本
の文化体験もありますよ。実際に体
験することで分かること、新しく学べ
ることが、きっとあるはずです！

2   Interactive corner
　   －交流コーナー

3   Stage performance
　   －ステージ
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東北大学の留学生課海外留学係に訪問して、東北大学の留学支援の取り組みについて聞い
てきました！

東北大学では、学生の留学に関する不安を解
決するために、様々な支援を提供しています。　

例えば、東北大学の先生方による個別アドバイ
ジングです。世界の各地域に詳しい担当の先生
方がいて、豊かな国際経験をもとにアドバイスを
します。相談内容は、留学先での授業の履修から、
お金、保険など多岐にわたります。これとは別に、
海外留学を経験した学生による団体もあり、より

気軽に相談ができる体制も整っています。
また、留学において、資金は一つの壁です。そ

こで東北大学では奨学金を充実させています。
その中の一つに「東北大学基金グローバル萩海
外留学奨励賞」という奨学金があります。東北大
学の卒業生をはじめとする、各関係者からの寄付
金を原資としています。

さらに、語学学習の支援も充実させています。
ひとつに、「Tea’s English」というプログラムが
あります。これはセメスター中の放課後、若しく
は長期休みを利用した課外授業で、英語の４技能
(読む、聴く、書く、話す)を伸ばし、海外で使える
英語の習得、TOEFL®の点数を伸ばすこと等を
目標としています。講師はネイティブの先生です
が、日本人の事務局員もいるので、英語に自信が
無くても心配はありません。他にも、様々な国か
ら留学に来ている本学の留学生と交流することで、
様々な言語を学ぶことが出来ます。

どのような方 に々、どんな支援がなされているのでしょうか？

東北大学
教育・学生支援部留学生課

インドネシア留学にて
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国際交流の
すすめ

第一に、東北大学では学びきれないもの、AIや
ビックデータなど、日本では後進的な分野を学ぶ
ことが出来ます。例えば理系の方ですと、自分の
専攻を深め、海外の研究手法を学ぶことが出来ま
す。東北大学の協定校は、世界トップレベルの大
学です。質の高い学習環境を享受できます。

第二に、たくましさを身につけることができます。
留学するということは、言語が異なり、知り合いも
いない環境で、一から生活環境を築きあげるとい
うことです。そして生活の中で異なる文化、価値
観を受け入れることで、人間としての器が広がり
ます。これら全てがまさに成長の種となります。

第三に、就職活動を考えるヒントを獲得できま

す。例えば、日本の就職活動は安定志向で、大企
業に目が行きがちです。ところが海外には安定志
向はありません。留学を経ることで、安定だけが
すべてではない、と根底から価値観が変わる人も
います。海外で働いてみたい、英語の教員になり
たいなどと、具体的な目標が見つかるかもしれま
せん。

そして、このように非常に意義のある留学を実
現させるために最も大切なのは、何のために留学
したいのか、それをどう活かしたいのかを考える
ことです。そして早め早めに準備を始めることで
す。目標を明確にして、しっかりと準備をすること
が、実りある留学を実現させる第一歩です。

留学には、どのような意義があるのでしょうか？

インドネシアに留学に行かれた方たち


