
グアナファト大学オンライン交流参加学生の募集 

（募集期間延長） 
 

国際交流センター長 本多 良政 
 

 

この度、以下の要領で令和３年度グアナファト大学（UG, University of Guanajuato, 

Mexico）オンライン交流参加学生を募集します。英語力を向上させたい、そして国際

理解を深めて視野を広げたい学生は是非応募してください。 

 

● 形態：virtual collaborative space（仮想共有空間＝あらかじめ録画しておいた動

画や写真、プレゼン用のスライドなど）を通じて情報交換や異文化交流を行う。 

 

● 公開日程：以下 3 つの内容のうち 1 つあるいは複数選ぶことも可能 

①Letters Exchange：11 月 12 日（金）（個人あるいはグループ） 

②Videos Exchange：12 月 10 日から（個人あるいはグループ） 

③Academic Photos Exchange：12 月 10 日（金）（個人あるいはグループ） 

 

● 対象学生：①～③すべて専攻科生を含む全学生 

 

● 内容：別資料を参照（英語） 

 

● 募集期間：各交流によって締め切り期日が異なるので注意 

①Letters Exchange：令和 3 年 10 月 22 日（金）まで 

②Videos Exchange：令和３年 11 月 19 日（金）まで 

③Academic Photos Exchange：令和３年 11 月 19 日（金）まで 

 

● 申請方法：グローバルオフィス（管理棟 2 階自動販売機前）で所定の申請用紙に必

要事項を記入、あるいは以下の QR コードを読み込んで forms から申請も可能 

個人申請とグループ申請の 2 種類があるので間違えないように 

 

● 問い合わせ先： 

  ・グローバルオフィス Tel:0285-20-2193 

  ・テクノ棟３階岡田教員室 

Tel: 0285-20-2192、E-mail: akira.ok@oyama-ct.ac.jp 

チャット機能を使用しての問い合わせでも構いません。 

 

※各交流に対し、グローバルポイント 10 ポイントが付与されます。 

 

 

 

 

 

 



 

＜交流内容＞ 

①Letters Exchange 

● Topic: Choose one of the two options 

1) How did I/we deal with the pandemic in my country? 

（日本でのパンデミック対応について） 

2) How do people in my country celebrate festivities? 

（日本での祭礼の祝い方） 

● Individual or Group (2 – 5 people) 

● Student(s) will write a letter (min. 200 -max. 300 words). Then, they will 

add it in a ppt presentation. They can also add 2 or 3 photos or images. 

Finally, they will record their voices reading the letter in a voice note and 

they will add the audio to the ppt. 

（パワーポイントに写真数枚とその説明文を載せ、自分の音声を足して上述の１）

か２）を説明する） 

● Deadline: October 15 

● Material publishing date: November 12（作成したパワポが掲載される日） 

 

②Videos Exchange 

● Topic: Virtual walking around my city（街の散策風景を録画） 

● Individual or Group (2 – 5 people) 

● Student(s) will film his/her/their 3 favorite places in their city while they 

are describing each place, their history or any information they will like to 

tell about those places. 

（町中を 3 か所ほど巡り、それぞれの特徴を説明する） 

Duration:  among 1 to 3 minutes. 

Quality: HD (1280 x 720 px) or FULL HD (1920 x 1080 px). 

Format: Horizontal format 

● Deadline: November 19 

● Material publishing date: December 10（作成した動画が掲載される日） 

 

③Academic Photos Exchange 

● Topic: Academic photo wall（教育に関するフォトウォール作成） 

● Individual 

● Student will share 3 meaningful photos that portray: a class, or a 

workshop, or an activity or an academic project. 

（授業、ワークショップ、プロジェクト風景の写真を 3 枚準備） 

These photos will go with a student's note voice in which he/she briefly 

describes all photos or say a significant phrase related to the class or 

workshop, or activity, or project. 

（それぞれの写真の内容を自分の声で説明する） 

Photos format: .jpg  

Quality: 1280 x1080 pixels (10.84 x 9.14 cm.) 

● Deadline: November 19 

● Material publishing date: December 10（作成した動画が掲載される日） 

 


