
This is a newsletter from Shinshu University Center for Global Education and 

Collaboration (GEC). 

In case this email newsletter is unreadable, please try the online version 

http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/gec/about/publications/newsletter_vol.68.pdf 

◆◇◆◇──────────── Vol.68.2019.10.7────────────◇◆◇◆ 

信州大学グローバル化推進センター ニュースレター 

Shinshu University Center for Global Education and Collaboration (GEC) Newsletter 

◆◇◆◇────────────────────────────────◇◆◇◆ 

発行：信州大学グローバル化推進センター(GEC) 

   http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/gec/ 

 

 [ 今号の目次 ] 

 * ごあいさつ 

 * 最近の出来事 

 * 信大 NOW NO.115/ NO.116/No.117/No.118 

 * スタッフ近況報告 

   グローバル化推進センター センター⾧ 田中 清 先生 

 * 2019 年 11 月 13 日国際交流会開催のお知らせ 

■□───────────────────────────────────── 

□  ごあいさつ 

─────────────────────────────────────── 

 みなさん、こんにちは！ 

お久しぶりのニュースレターですが、みなさんいかがお過ごしでしょうか。 

先日、2019 年後期の授業もスタートし、信州大学はまた活気にあふれています。松本 

では運動会シーズンを迎え、あちこちの保育園・幼稚園・小中学校から元気な声が聞 

こえてきます。 

 それでは今日も元気にニュースをお伝えしていきます！ 

■□───────────────────────────────────── 

□ 最近の出来事 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 ★中華人民共和国 河北省農林科学院との学術研究交流協定調印式を行いました 

----------------------------------------------------------------------------------- 

平成 30 年 12 月 5 日、中華人民共和国 河北省農林科学院との学術研究交流協定調印式を 

農学部にて行いました。 

 

調印式には、同科学院からは、張鉄龍院⾧、孫世剛人事処⾧、孫風国対外合作処⾧、 



関軍鋒遺伝生理研究所⾧及び程汝宏ミレー研究所⾧、農学部からは、藤田学部⾧、濱 

野評議員、福田副学部⾧、伴野分野⾧（大学院生物資源科学分野）及び小野国際農学 

教育研究センター⾧が出席しました。また、本協定締結の契機ともなりました、昨年 

10 月の同科学院訪日団の招へい及び本年 9 月の同科学院からの藤田学部⾧、伴野教授へ 

の招へい等に関し、橋渡しとして多大な協力をいただいた、⾧野県日中友好協会 布施 

正幸事務局⾧にご列席いただきました。 

 

詳しくはこちら↓↓↓ 

http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/agriculture/news/2018/12/post-275.php 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 ★田中副学⾧が、環境関連の国際会議 IWGM2019 で、本学の環境教育等について講演し

ました 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 2019 年 4 月 14 日～16 日、アイルランドのコーク大学にて「第 5 回 International Work 

shop on UI GreenMetric World University Rankings」（IWGM2019）が開催され、37 

ヶ国 87 以上の大学から関係者が参加し、「変化する世界における持続可能な大学：教 

え、挑戦、機会」をテーマに集約的な議論がなされました。 

 

 UI GreenMetric World University Rankings は、インドネシア大学主宰の「持続可 

能なキャンパス環境への取組み」を評価する世界の大学ランキングで、評価指標は SD 

Gs（2015 年国連サミットで採択された持続可能な開発目標）の 17 の目標のうち、9 つの 

目標に対応しています。 

  2018 年の同ランキングで、信州大学は国内 1 位、世界で 48 位の結果となりました。 

 

詳しくはこちら↓↓↓ 

http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/gec/news/2019/05/iwgm2019.php#130681 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 ★スリランカ・ケラニヤ大学の大学院⾧ら 5 名が信州大学を訪問しました 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 令和元年 5 月 20 日から 22 日までの 3 日間、大学間学術交流協定校であるケラニヤ大 

学（スリランカ）から、A. ジャヤマハ大学院⾧ら５名が本学を訪れました。 

 ケラニヤ大学は、スリランカ最大の都市コロンボに位置する大学で、本学とは 20 

18 年 4 月 19 日に大学間学術交流協定を締結しました。 

 ケラニヤ大学では今後繊維系学部または学科を設立することを予定しており、そ 



れに資する情報収集を目的として、国立大学唯一の繊維学部を有する本学を訪れる 

こととなりました。 

 20 日には、濱田州博学⾧、田中清副学⾧（国際交流担当）／グローバル化推進セ 

ンター⾧、下坂誠繊維学部⾧らへの表敬訪問や、グローバル化推進センターの教職 

員との打ち合わせが行われ、特に繊維分野における今後の協力関係の強化について 

話し合いがなされました。 

 21 日には、上田キャンパスの繊維学部を訪ね、各研究室への訪問を通じて学部の 

具体的な取り組みを視察しました。 

 さらに 22 日には、ケラニヤ大学と経法学部の間でも交換留学の進め方について話 

し合いが行われました。 

 今後も信州大学とケラニヤ大学はさまざまな形での相互交流を推し進めていきま 

す。 

 

詳しくはこちら↓↓↓ 

https://www.shinshu-u.ac.jp/topics/2019/05/5-1.html 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 ★さくらサイエンスプランでブラジル人学生対象「医理工学融合研究体験プログラム」を

実施 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 グローバル化推進センター（GEC）では令和元年 7 月 7 日（日）～13 日（土）、ブラ 

ジルにある本学協定校 5 校からブラジル人学生等 15 名を招へいし、「信州大学医理工 

学融合研究体験プログラム」を実施しました。 

 本プログラムは、GEC の仙石祐助教が中心となって企画。科学技術振興機構（JST） 

の「2019 年度日本・アジア青少年サイエンス交流事業（さくらサイエンスプラン）」 

に採択されたものです。 

 ブラジルにある本学の大学間国際学術交流協定校 5 大学（パラナ連邦工科大学、パ 

ラナ連邦大学、ロンドリーナ州立大学、サンパウロ大学、パラナカトリック大学）か 

ら、日本で学ぶことを熱望するブラジル人学生 12 名・引率 3 名の計 15 名を招き、本学 

が鋭意推進する医理工学融合分野など日本の最先端の科学技術と共に、信州の地域文 

化に触れる機会を提供しました。 

 

詳しくはこちら↓↓↓ 

https://www.shinshu-u.ac.jp/topics/2019/07/post-125.html 

 

■□───────────────────────────────────── 



□ 信大 NOW No.115/No.116/No.117/No.118 のご案内 

─────────────────────────────────────── 

 信州大学のニュース、歴史や人にまつわる記事、イベントや公開講座の紹介、研究 

者の研究内容など、信州大学が良くわかる広報誌「信大ＮＯＷ」最新号の目次を紹介 

します。 

 

＜No.115＞ 

 ○首都圏中核人材への実践型リカレント教育と 

  客員研究員制度を活用した 

  地方大学による中核人材定着エコシステムの構築 

  特集：「信州 100 年企業創出プログラム： 

  キックオフ＆強化合宿 

  新しい 

  地方創生スキーム 

  創出への挑戦！ 

 

 ○世界の豊かな生活環境と地球規模の持続可能性に貢献する 

  アクア・イノベーション拠点（COI) 

  第６回シンポジウム 

  ～造水・水循環システムの革新に向けて～ 

 

 ○ロシアからの交換留学生  

  信州の老舗旅館で 

  おもてなしを学ぶ。 

                           他 

-------------------------------------------------------------------------- 

＜No.116＞ 

 ○信州大学のブランディングを考える 

  信州大学広報スタッフ会議 

  外部広報 

  アドバイザー 

  座談会 

 

 〇全学横断特別教育プログラム「ローカル・イノベーター養成コース」で 

  信州大学が挑戦する新しい学びカタチ、その２年目 

  企画・運営の実践を通して学ぶ 



  地域課題 

  解決のリアル。 

 

 〇信州大学は環境に優しい 

  世界の大学ランキングにおいて 

  国内１位になりました。(※） 

  （※）UI GreenMetric World University Rankings 2018 

                           他 

-------------------------------------------------------------------------- 

＜No.117＞ 

 ○[特集]信州大学伝統対談 Vol.7 

  濱田学⾧×登山家・(株)ファーストアッセント代表取締役 

                  花谷泰広さん（教育学部卒業生） 

  未知を味わう 

  面白さ、楽しさ、怖さ。 

 

 〇信州大学歴史探訪マップ 

  1873-2019 

  信州大学の歴史-建物に見る学部と前身校- 

 

 〇教育研究組織の変遷 

 

 〇教育・研究・社会貢献・国際交流、 

  そして大学運営の特色 

  この 10 年。 

                           他 

-------------------------------------------------------------------------- 

＜No.118＞ 

 ○信州大学創立 70 周年・旧制松本高等学校 100 周年記念式典 

  池上彰氏とのトークセッション 

  信州の高等教育 

  黎明期 

 

 〇2018 年度 環境教育海外研修 in New Zealand 

  環境保全先進国 

  ニュージーランドで学ぶ、 



  豊かな自然と暮らしの両立 

 

 〇信州大学⾧期ビジョン 

  「VISION2030」 

  発表 

 

 〇信州大学知の森基金 寄付者ご芳名 

  ～信州「知の森」のさらなる発展のために～ 

                           他 

------------------------------------------------------------------------------ 

全文は信州大学の公式 Web サイト上でデジタルパンフレットとして 

公開されていますので、ぜひご覧ください。 

↓ ↓ ↓ 

http://www.shinshu-u.ac.jp/guidance/publication/#publication 

 

■□───────────────────────────────────── 

□ スタッフ近況報告 ＧＥＣセンター⾧ 田中 清 先生 

─────────────────────────────────────── 

センター⾧の田中です。 

皆さん、こんにちは。その後、かわりなく元気でやっていますか？ 

信州大学は、時代の要請に応えるために、常に必要な組織改革を行っています。その 

一環として、皆さんが在学中に信州大学の国際交流を事務的に支えていた国際交流課 

は、2019 年 4 月に国際部に昇格し、グローバル教育推進センターの名称もグローバル化 

推進センターに変わりました。これは、これまで教育中心だった業務に留まらず、研 

究（学術）および広報の国際化を強化し、信州大学全体のグローバル化と世界におけ 

るプレゼンス（存在感）を一層高めるためです。 

近年のセンターの戦略的なグローバル化推進活動により、信州大学と学術交流協定 

（MOU）を締結している大学や研究所などは全世界で 200 組織を超え、受け入れ留学生数 

は約 400 名に、海外への派遣学生数は 600 名に及んでいます。国際共同研究による海外の 

研究者との共著論文数、世界の研究者から多数引用されるインパクトファクタの高い論 

文も着実に増加しています。また、日本企業への就職を希望する在学留学生を支援する 

プログラムも始まり、実績を挙げています。 

このように私たちグローバル化推進センターは、グローバルという観点から日々学生交 

流、研究交流から就職支援まで幅広い活動を行っています。卒業生の皆さん、今後も私 

たちの活動に対するご協力と応援、何卒よろしくお願いします。 

■□───────────────────────────────────── 



□ 2019 年 11 月 23 日（土）第２回 信州大学 国際交流会のご案内 

─────────────────────────────────────── 

信州大学の国際交流関係の同窓生（修了生、卒業生）の皆さま 

 

信州大学より、国際交流会のご案内をいたします。 

 

【日時】2019 年 11 月 23 日（土）午後２時～午後８時 

 

【場所】ホテルメトロポリタン⾧野（⾧野市） 

 

 

【申込方法】以下の URL にてフォームを入力しお申し込みください。 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQfjRe_OVEwmGOVTHgKHG0mh-

DXuj98AoR_GilaQXw3eDwGQ/viewform 

 

【申込締切】2019 年 11 月 2 日（土） 

 

【プログラム】 

シンポジウム：14：30～17：50 

 

  １．挨拶 信州大学⾧ 濱田 州博 

  ２．基調講演「留学生が日本社会で活躍するためには」 

    ステート・ストリート信託銀行 会⾧ 高橋 秀行氏 

  ３．講演「⾧野県での外国人社員の活用方策」 

    ミマキ・エンジニアリング 人事部⾧ 花立 将康氏 

  ４．講演「⾧野県の外国人社員受入れの現状と展望」 

    ⾧野経済研究所 理事 小澤 吉則氏 

  ５．講演「外国人社員として日本企業で働くということ」 

    清水建設 ヨンジャン・サントス氏（2017 年工院了） 

  ６．信大の留学生への就職支援の実情紹介 

    信州大学副学⾧（国際交流担当）・グローバル化推進センター⾧ 田中 清 

  ７．パネルディスカッション 

 

情報交換会：18：00～20：00 

 

 信州大学理事（教務、学生、入学試験、附属学校担当）・副学⾧ 平野 吉直によ 



 る乾杯の後、同窓生からのコメント、留学生による民族衣装のファッションショー 

 を予定しております。 

 

【情報交換会 会費】 

 40 歳以上の同窓生の方：6,500 円 

 40 歳未満の同窓生の方：5,000 円 

 本学教職員の方：6,500 円 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

●○●○●○●修了者データベース登録のお願い○●○●○●○●○ 

グローバル化推進センターでは、留学生の帰国後のフォローアップの 

一環として、データベースの作成と活用をすすめています。まだこの 

フォームを提出されたことのない方は、ぜひ記入にご協力下さい。 

このニュースレターの配信先メールアドレス変更もこちらからお願いします。 

http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/gec/cheer/inbound/alumni/graduates-database/ 

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○● 

─────────────────────────────────────── 

◆配信元：信州大学グローバル化推進センター(GEC) 文責：田中 

〒390-8621 ⾧野県松本市旭３−１−１ 

Tel: 0263-37-3360 / Fax: 0263-37-2181 

http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/gec/ 

      

◆連絡先：iad@shinshu-u.ac.jp 

       *各種お問い合わせ 

       *配信停止希望 

       *メールアドレスの変更のご連絡 

       *情報掲載のご希望 

       *ご意見、ご感想         など 

 

 


