
協定校学⽣交流企画
Student Exchange Program with 
Partner University

2021 ハイデルベルク⼤学−九州⼤学
独⽇⽂化交流ワークショップ

2021 Heidelberg - Kyushu University
GER-JPN Cultural Exchange Workshop

募集期間：2021.10.〇 (〇) 〜 11.8 (⽉) 〆切
Application Period：Oct 〇 (〇) ~ Nov 8 (Mon), 2021

ワークショップ：2021.11.25 (⽊)（オンライン）
Workshop Day：November 25,2021（Thu）（Online）
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Discussion Themes

1. Sport
2. Food
3. Campus Life
4. Leisure
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九州⼤学・ハイデルベルク⼤学 “オンライン学⽣交流ワークショップ”
2021 Heidelberg-Kyushu University Cultural Exchange Workshop

九州⼤学とハイデルベルク⼤学は、2011年に⼤学間学⽣交流協定を締結して以来、密な交流を通じて連携を
強めてきました。ハイデルベルク⼤学はドイツ最古の⼤学で、世界でも有数の研究⼤学です。

今般の新型コロナ感染症流⾏により、現地での学びや交流が難しい状況が続いていますが、今後の交流をより
深めるきっかけとなることを企図して、今できる⽅法で「オンライン学⽣交流企画」を実施することとなりまし
た！英語によるWorkshopでは、４つの⾝近なテーマに基づいて、両⼤学の学⽣がお互いの⽂化への理解を深め
ます。ハイデルベルク⼤学の学⽣たちとの交流は九州⼤学で学ぶ皆さんにとっても刺激に満ちたものとなるで
しょう。ぜひ参加してみませんか？
Since the signing of the inter-university student exchange agreement in 2011, Kyushu University and Heidelberg 
University strengthened their partnership through ongoing communication. Heidelberg University is the oldest 
university in Germany and one of the leading research universities in the world. Due to the recent outbreak of 
the COVID-19, it has been difficult for students to study and interact with each other on-site. To help students 
interact in the current situation and strengthen our partnership, we have decided to implement the "Online 
Student Exchange Program." In this workshop, students from both universities will deepen their understanding of 
each other's culture based on four familiar themes. The cultural exchange with Heidelberg University will be 
a valuable experience for Kyushu University students. 

2021年11⽉25⽇（⽊）/ Nov 25, 2021(Thu) @ 17:00-18:30（9:00-10:30 CST）
参加⼈数/Number of participants: 24 students (12 students from each university)

１．Ice Breaking & Introduction by Coordinator (10 mins)
２．Breakout session (45 mins)

【Theme】1. Sport, 2. Food, 3. Campus Life, 4. Leisure
４．Short Break (5~10 mins)
５．Summary session (30 mins)

18:30〜 Studentsʼ communication session（Free time）
使⽤⾔語は全て英語です。グループワークでは、割り当てられたテーマについてディスカッションします。サマ
リーセッションで、グループごとにまとめの発表をします。
The workshop is led entirely in English. Students will discuss their assigned topic in breakout sessions
and each group will give a presentation in the summary session.

参加条件/Requirements
九州⼤学の学部⽣および⼤学院⽣で、英語である程度の会話ができること
Undergraduate and graduate students at KU who can hold a conversation in English.

申込締切/Deadline：2021年11⽉8⽇（⽉）17:00 / Nov 8, 2021 (Mon) at 17:00
問い合わせ/Contact：国際部留学課/International Student Exchange Division

ryugaku@jimu.kyushu-u.ac.jp

プログラム概要/Abstract

参加⽅法/How to Apply

申し込みはこちら/Apply Here


