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４－４．国際交流の状況 

本年度は、世界的に流行したコロナ感染症の COVIT-19 の影響を受け、オンラインによる文化交流（ヴァーチ

ャルExchange プログラム）を行った。 

 

（１） 交流プログラムHITP-SP E-Exchange Programme 
 実施日  10月2日（金）15:00～17:00 
 場 所  プレゼンテーションルーム または ４０５教室 
 参加学生  昨年度海外交流参加学生9名 

     その他、大学編入科目 英語Ⅲを受講している学生（2年） 
 

 指導教員 吉本恒雄、藤本幹雄、伊藤直美、他 
Time Activity Remarks 

2pm (SG) 
3pm (JN) 

Self introduction    （自己紹介） 
Ice breakers      （アイスブレーク） 

All 
SP 

2.20pm (SG) 
3.20pm (JN) 

Introduction to Japanese Culture （日本文化紹介） 
Basic Japanese     （日本語紹介） 

HITP 

2.50pm (SG) 
3.50pm (JN) 

Kahoot quiz      （日本紹介クイズ） 
 

HITP 

3pm (SG) 
4pm (JN) 

Introduction to Singapore （シンガポール紹介） 
Diverse Cultures     （多文化） 
Food         （食事） 

SP 

3.30pm (SG) 
4.30pm (JN) 

Kahoot quiz       （シンガポールクイズ） 
 

SP 

3.40pm (SG) 
4.40pm (JN) 

Questions & answer    （意見交換） All 

4pm (SG) 
5pm (JN) 

End  

※HITP：広島工業大学専門学校  SP：国立シンガポール・ポリテクニック校   

 

 

（２） オンライン文化交流の様子 

発表3グループと聴衆学生が参加して賑やかに開催 ※405教室にて 

 

 

 

 

 

 

（３） HITPのプレゼン紹介 

 

 



 

 - 10 - 

① 日本クイズ（一部抜粋） 

第1問の質問と解答 第２の質問と解答 第３の質問と解答 

   

 
 

 

 

② 日本語紹介（一部抜粋） 

   

   

 

③ 日本文化紹介（一部抜粋） 

これから日本文化紹介を始めます。 
We're going to start introducing Japanese culture now. 
皆さん日本文化について知っていますか？ 
What do you know about Japanese culture? 
日本には春夏秋冬さまざまな季節があります。季節ごとに行事があります。 
Japan has 4 seasons , spring, summer, autumn and winter. Each season has its own events. 

  

春には、桜の花を見ながら宴会する花見や、子供の成

長を願って鯉のぼりを飾ります。 

In spring, we have a party with cherry blossoms 

and decorate koinobori (carp streamers) to wish 

for children's growth. 

  

 

夏には、花火大会や、夏祭りで浴衣を着ます。 

In summer, we wear yukata for fireworks and summer festivals. 

七夕では笹に願い事を書いた短冊を飾ります。 

In Tanabata Festival, people write their wishes on papers and decorate them on bamboo 

branches. 

６月には梅雨があり一か月雨が続きます。 

There is a rainy season in June and the rain continues for a month. 

広島では川に灯篭を流します。 

In Hiroshima, lanterns are floated on the river. 
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秋には、紅葉をした葉を見ながら景色を楽しむ紅葉狩りや、月を見ながら団子を食べる月見が

あります。 

In fall, we can enjoy the scenery while looking at the leaves that have turned red, 

or you can watch the moon while eating dumplings. 

いろいろな食べ物の旬になるので、それを取りに行ったりします。 

Foods are delicious in Fall. 

  
 

 

冬には、雪が降ります。 

In winter, it snows. 

大晦日には年越しそばを食べます。 

On New Year's Eve, we eat New Year's Eve soba. 

お正月には初詣に行きます。 

On New Year's Day, We go to Shrines. 

初詣とは年が明けてから初めて神社で参拝するこ

とです。 

Hatsumode is a visit to a shrine for the first 

time since the beginning of the year. 

節分には、邪気を払い無病息災を願い、豆をまきま

す。 

On Setsubun, people throw beans to ward off 

evil spirits and wish for good health. 

 

（４）SPのプレゼン紹介 

 ① googleのkahootツールを利用したゲーム 

 ② シンガポールの食文化の紹介 

 ③ シンガポール多民族文化と近代的文化の紹介 

 

 SPはコロナ対応として全学生が自宅学習の状況にあった。学生たちは各家庭からzoomを使って今回の文化交

流に参加。リーダー役の学生がMCを務め、発表するSP生を指名しプレゼンテーションを進めていた。プレゼン

テーションに向かう姿勢にいつも感心させられる。SP生は12名が参加し、その内の半数は昨年広島に来た学生

であり交流が盛り上がった。 

 参加教員 David 先生、Sally 先生  

 

（５）参加学生数 

 

  過去5年間(平成27年度～令和2年度) 

 シンガポール研修旅行 

本校→シンガポール 

日本理解ツアー 

シンガポール→本校 

海外インターンシップ 

本校→シンガポール 

短期留学 

本校→SP校 

ベトナム研修旅行 

本校→ベトナム 

平成27年度 10 12 0 0 6 

平成28年度 10 12 0 0 3 

平成29年度 6  12 0 0 0 

平成30年度 9 12 0 0 0 

令和元年度 9 12 0 0 0 

令和2年度 HITP 9名＋ 

英語受講学生 

SP 12名 オンラインによる文化交流 

 

  


