2022 年度 外国人留学生オンライン交流会 実施要項
Kagawa Home Visit Program Online 2022 for International Students
例年、年２回ホームビジットを通した交流を行
っていましたが、コロナのため今までどおりの交
流が難しいため、今年度１回目はオンラインによ
る交流会を実施します。
２回目（12 月頃）にコロナが収束していれば、
実際に会って交流する、今までのようなホームビ
ジットを実施する予定です。

The Kagawa Home Visit Program has
been conducted annually by way of two
sessions for many years. However, in
2022, the event was postponed due to
COVID-19. This year, we plan to hold the
1st session via online. If COVID-19 ends
soon, we shall conduct the 2nd session
around December.

１．
「ホームビジット」とは
香川県内に住む外国人学生が、週末や祝日等を
利用して県内の家庭を訪問し、日本人と交流しな
がら、日本の家庭生活や香川の文化を知り、地域
の人たちとの相互理解を深めていくプログラムで
す。

1. What is the Home Visit Program
about?
This program is designed to allow
international students to learn about the
local culture through visiting the homes
of the local Japanese community during
weekends or holidays.

２．活動内容（第 1 回）
オンラインで
・自己紹介
・出身の町や国についての紹介
などを行い、交流します。

2. Activities (1st Session)
To be conducted Online
・Self-introduction
・Introducing your hometown or country
in order to communicate and get to know
the host family

※ 母国の家族や、観光スポット、おすすめの料
理などの写真を準備しておくと、受け入れ家庭の
方々との話題が広がります。
※マッチングにより、留学生とホストファミリー
が１対１や、２対２になる場合があります。

※ Try to prepare some photographs of
your family, your country, tourist
spots, traditional cuisines, etc. These
photos will provide a good start to
introduce yourself to the host family.
※ Depending on the matching, the
international student and host family
may be 1:1 or 2:2.

３．実施団体

3. Organizers of the Program

香川県留学生等国際交流連絡協議会

Council for International Students of

事務局：香川大学国際課

Kagawa Prefecture
Secretariat: Kagawa University
International Division
4. Host families

４．交流する家庭
香川県内在住で、財団法人香川県国際交流協会

Host families are residents of Kagawa
Prefecture and are registered with I-PAL

にボランティア登録をしている家庭

as ‘Host family’.
5. Date

５．実施日
7 月 20 日（水）18:30～20:00

July 20th (Wed) 18:30～20:00
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（ホストファミリーとの交流は 19:00～）

(Interaction with host family shall start
at 19:00)
6. Application procedure

６．申込方法
所定の申込書（各大学や日本語学校等、財団法

Forms can be obtained from respective

人香川県国際交流協会の担当部署で配布、または

departments in charge international

香川県留学生等国際交流連絡協議会ホームページ

students, or they can be downloaded from

からダウンロード）に必要事項を記入のうえ、所

the homepage of the Council for

属校の担当係に提出してください。

International Students of Kagawa

https://www.kagawa-u.ac.jp/international/policy/

Prefecture. Fill them out and send them

conference/

by mail or by hand to the respective
departments.
7. Participation fee:

７．参加費

None

無料

8. Application deadline

８．応募締切
6 月 17 日（金）必着

June 17th (Fri)
9. Eligibility

９．応募資格
香川県内の大学や日本語学校等に在籍し、
「留

International students enrolled in

学」ビザを有している外国人学生。

educational institutions in Kagawa

「Zoom」を使用できる環境があること。

Prefecture, holding a ‘student visa’
permit. Possesses the ability and
environment to utilize Zoom.

10．募集人数

10. Number of participants: 10 to 20

10～20 名

people

※ただし、応募者多数の場合は全員参加できない

Note that we may not be able to match
all participants due to the limited

場合もあります。

number of host families.
11．参加成立の通知

11. Acceptance of participation

申込は、申込書に記載されたメールアドレスに

After application forms are received,

事務局からメールを送信しますので、そのメール

the Secretariat (Kagawa University) shall

に「参加します」と返信した時点で、完了しま

email each applicant, which needs to be

す。申込書を提出しただけでは完了しませんの

responded with a message that says, ‘I

で、ご注意ください。

will participate’. Please note that simply

事務局からの連絡事項は、メールで行いますの

submitting the application form does not
complete the procedure.

で、定期的に確認してください。

Please periodically check emails
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because the Secretariat will contact you.
12．応募からオンライン交流会までの流れ

12. Time-flow of the program

6 月上旬 周知および申込受付開始

・ Early-June: Application starts

6 月 17 日（金）申込締切

・ June 17th (Fri): Application deadline

7 月 20 日（水）

・ July 20th (Wed)

① 学生に対するガイダンス（オンライン）

① Guidance for international students

② オンライン交流会

② Online engagement with host families

13．問い合わせ先

13. Application and enquiries
Kagawa University International

香川大学国際課 松家
https://www.kagawa-u.ac.jp/international/

Division

policy/conference/

https://www.kagawa-u.ac.jp/international/
policy/conference/

TEL：087-832-1148
TEL: 087-832-1148

メール：ryugaku-h@kagawa-u.ac.jp

Email：ryugaku-h@kagawa-u.ac.jp
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