
 
 
 

 

 
  

  

  

  

CCoonnttaacctt::  

代表  筑波大学国際総合学類 44年  青木  伴晃  

EEmmaaiill::  ss11001100334400@@uu..ttssuukkuubbaa..aacc..jjpp  

PPhhoonnee::  008800--44773399--77993399  

UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTssuukkuubbaa  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoommmmuunniittyy  ((UUTTIICC))  

団体概要書  



   
 

 

11..  設立背景  

筑波大学では、5544 カ国・地域の大学・機関と 222255 協定（平成 2255 年度）が締結され

ており、学生・学術交流を行っている。また交換留学に限らず、学生が海外でチャレン

ジする方法（私費留学、ワーキングホリデー、インターンシップ、バックパッカーとし

ての世界一周�など）も多岐に渡り、海外で活躍する学生も多い。  

  しかし、学生にとって海外での活動を行うことは初めての経験であることが多く、そ

こには「未知」という名の壁が存在する。詳しいことがわからないために、潜在意識の

なかでハードルが上がり、結果としてチャレンジすることに二の足を踏んでいる学生が

多いのが現状である。また、学生が準備から帰国後の手続きまで全て一人でこなすには

得られる情報が限られている。  

そこで、海外生活に関する情報共有に始まり、出国の事前準備から帰国後のフォロー

までを学生目線�で行う必要性を感じ、この UUTTIICC という団体を立ち上げるに至った。  

  

22..  基本理念・目的  

((11))基本理念：  

「大学、海外経験のある学生、海外に関心のある学生の３者を繋ぎ、筑波大生の

海外チャレンジを応援する。」  

  

((22))目的：  

① 海外生活経験者の知識・情報をストックし、広く学生に提供することで、海外

経験者と渡航希望者を繋ぎ、海外への挑戦を支援する。  

② 学生間で情報の共有と交流を通じ、互いに学び、刺激し合える環境を提供する。  

③ 大学との間で情報を共有する基盤を作ることで、大学と学生の架け橋となる。  

  

((33))22001144 年度年度内目標：  

① 留学生センターや国際企画課、グローバル・コモンズ機構との連携を強化し、

筑波大学から海外へ羽ばたく学生の支援を強化すること。  

② ネットワークを整理し、海外生活を目指す学生への情報提供をより迅速かつ効

率的に行えるようにすること。  

  

33..  行動指針::  

((11))学類・学年・性別・国籍などを問わず、全ての学生に対して、公平に経験や情報を

提供し共有する。  

((22))個々の学生の多様な価値観を尊重し、あくまでも経験や情報の提供・共有化に主眼

を置き、海外渡航をするか否かは学生の主体性に委ねるものとする。  



   
 

 

  

44..  運営体制::  

((11))メンバー：  

  筑波大学学生最大規模のコミュニティグル—プとして、Facebookページにおいて
737名（2014年 2月 14日現在）が所属している。（在学生及び卒業生、教員含む。）  
  

((22))運営事務局：  

  22001144 年現在は、55つの学類（国際、人文、日日、比較文化、生物資源学類）と 11つ

の研究科に所属する計 1122 人の学生によって運営されている。  

（22001122 年度つくばアクションプロジェクト賞を受賞）  

  

  ①運営メンバーの海外経験：  

＜交換留学＞  

カリフォルニア大学デービス校、同州立大学チコ校・ソノマ校、オハイオ州立大学、

ユタ州立大学（以上アメリカ）、カトリカ大学（ペルー）、サラマンカ大学（スペイ

ン）、カレル大学（チェコ）、ボン大学（ドイツ）など 
＜ワーキングホリデー・インターンシップ・ボランティア＞  

    オーストラリア、アメリカ、カンボジア、バングラデシュ、パキスタン、インド、      

シオラレオネ、トーゴなど  

＜バックパッカー＞  

      世界一周�、南米一周�、ヨーロッパ一周�、東南アジア一周�など  

＜プログラム派遣＞  

          GGeeoorrggiiaa  IInntteerrnnaattiioonnaall  FFoorruumm  ooff  SSttuuddeenntt  UUnniioonnss  11 名派遣  

      GG2200  YYoouutthh  FFoorruumm  ３名派遣    

    

    ②運営メンバーの卒業後の進路：  

  東京大学大学院、一橋大学大学院、筑波大学大学院、  

  カリフォルニア大学大学院デービス校、コンサルティングファーム、医療機関  など  

  

((33))連携・協力組織：  

留学生センター、国際企画課、グローバル・コモンズ機構、  

AASSIIPP（TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTssuukkuubbaa  AArreeaa  SSttuuddiieess  IInnnnoovvaattiioonn  PPrrooggrraamm）、BBrriiddggee  FFoorreevveerr
11
  

  

((44))顧問：  

吉武  博通教授  

（筑波大学ビジネスサイエンス系教授・大学研究センター長・元副学長）  

                                            
1国際総合学類 2244 期の有志が立ち上げた団体。在学中は、アフリカと日本を繋ぐ活動を、現在は学生や子どもむけのイ
ベントを企画、運営を行っている。 



   
 

 

５..  活動実績::  

((11))  情報共有  

①FFaacceebbooookk  GGrroouupp  （hhttttpp::////wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//ggrroouuppss//uuttiicc1111//）  

：筑波大学学生最大規模のコミュニティーグループ  

aa.. 所属人数：グループメンバー773377 名22
（現役筑波大生、OOBB・OOGG、教員含む）  

bb.. 大学組織に広報・告知協力（留学生交流課・国際企画課・AASSIIPP、北アフリカ・

地中海事務所等）  

cc.. メンバーどうしで自由に相談・質問し合える空間の提供  

  

②UUTTIICC  ブログ  （hhttttpp::////uuttiicc..wweeeebbllyy..ccoomm//）  

：イベント情報、協定校・プログラム情報、カウンセリング申し込み  

海外生中継ブログ（協定校 1100 大学の体験談を掲載
33
）  

    

      

  

  

  

  

  

  

③TTwwiitttteerr、研究科・学類（非公式）メーリングリスト  

      ：イベント情報、協定校・プログラム情報  

      →TTwwiitttteerr  アカウント：@@UU__TTIICC  

  

  

    ④情報誌『GGlloobbaall  EExxcchhaannggee  ~~AA  LLiiffee  CChhaannggiinngg  EExxppeerriieennccee』
44
  

      ：筑波大学国際交流団体 TTeeaamm88 と協力し情報誌を発行  

                                            
22
  22001144 年 22 月現在。  
33
  22001144 年 22 月現在。  

44
学内1122カ所に設置。  WWeebb上でも公開中  hhttttpp::////wwwwww..iippaadd--zziinnee..ccoomm//bb//11662211  

ブログ掲載校 
アメリカ   オハイオ州立大学 
ポーランド ワルシャワ大学 
リトアニア ヴィリニュス大学 
ドイツ     ベルリン自由大学 
韓国       梨花大学 
オランダ   ユトレヒト大学 
ペルー     カトリカ大学 
チェコ     カレル大学 
ロシア     モスクワ市立教育大学 
フランス   フランシュコンテ大学 



   
 

 

((22))交流・報告会イベント  

  ①海外生活体験フェア・HHooww  TToo  海外チャレンジ  

    累計：全 44回実施、プレゼンター1188 名、協定校 1100 校、参加者約 115500 名  

    概要：海外経験のプレゼンテーション、グループに分かれて参加者と交流  

  

  ＜プレゼンター一覧＞  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第一回（22001122 年 55月 2222 日）  

・交換留学：カリフォルニア大学デービス校、ユタ州立大学  

・私費留学：韓国  

・インターンシップ：韓国、バングラデシュ  

・ワーキングホリデー：オーストラリア  

 

第二回（22001122 年 99月 1133 日）  

・交換留学：カリフォルニア大学ロサンゼルス校、  

    モスクワ市立大学、ボルドー第二大学、大連大学  

・インターンシップ・ボランティア：アフリカ・インド  

 

第三回（22001122 年 1111 月 88 日）  

・交換留学：タイ・カセサート大学  

カリフォルニア州立大学ノースリッジ校  

・私費留学：バイエルン大  

・ワーキングホリデー：オーストラリア  

・旅：世界一周�  

 

第四回（22001133 年 55月 1166 日）  

・語学研修：ニュージーランド  

・交換留学：ペルー        

・インターンシップ：バングラデシュ  

 

ƲǜƳ૾ඥưෙٳƴᘍƚǔƷᲹသܖƠƨƍƚƲƲƏƢǕƹƍƍƷᲹ 
ෙٳȁȣȬȳǸƴݣƢǔǮȢȳǛਤƭሇඬٻဃƷǈƳƞǜƴ 
ෙٳဃǛᡛǔƨǊƷ“HOW TO”ǛƓƑƍƨƠǇƢᲛ 
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  ②ランチ会  

    日時：定期的に開催  

    （22001122 年 55 月 1122 日、55 月 2222 日、66 月 55 日、  

        1100 月 1100 日、1100 月 2233 日、22001133 年 1111 月 2222 日）  

    場所：スープファクトリー  

    参加者数：累計 6600 名  

    概要：海外経験者と希望者がざっくばらんに話し交流を深める機会を提供  

  

③カウンセリングウィーク  

    期間：22001122 年 1100 月 2299 日〜1111 月 22 日の一週間  

    場所：留学生センターラウンジ  

    参加者数：計 1155 人  

    概要：海外チャレンジについてカウンセリング希望者と経験者のマッチング  

  

④グローバルつくばモデルミーティング  

    日時：22001133 年 11 月 1166 日  

    場所：第三エリア  33AA330044  

    参加者数：計 2222 人  

    概要：スチューデント・コモンズ、海外への送り出し制度、チューター制度、  に

関する学生の意見共有会。33点についての紹介と現状についてのプレゼンテー

ション、グループディスカッション、グループ発表  

    成果：「意見共有会報告書」としてグローバル・コモンズ、留学生センターに提出  

      国際交流系団体の意識確認・ネットワーク構築  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   
 

 

  ⑤海外チャレンジのその後  

    累計：全 22回実施、プレゼンター88名  

    主催：BBrriiddggee  FFoorreevveerr、UUTTIICC  

    概要：筑波大学卒業生による、在学時の海外経験、進路（就職・大学院進学）、現

在のキャリアについてのプレゼンテーション、グループに分かれて参加者

と交流  

        ＜プレゼンター一覧＞  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ⑥新留学生×チューター交流会  

    日時：22001133年44月33日  チューターオリエンテーション後（留学生センターと連携）  

    場所：55CC 棟体バチ  

    参加者：1122 カ国 4400 名の新短期留学生とチューター  

    概要：留学生とチューターどうしの繋がりを強めるきっかけ作り  

  

  

  

  

  

  

第一回（22001122 年 55月 2222 日）  

・ケニアでボランティア・アフリカを旅→総合商社  

・世界各国を旅→ベンチャー・IITT 企業  

・ワシントン大学交換留学→厚生労働省  

・中国・フィリピンでボランティア→IITT 企業  

 

第二回（22001133 年 1100 月 1199 日）  

・フィリピン大学交換留学→住友林業㈱  

・ユーラシア大陸横断の旅→日産自動車㈱        

・チリ大学交換留学→双日㈱  

・カターニア大学交換留学→東大・バレルモ大学進学  



   
 

 

  

⑦おかえりパーティー〜海外経験者と話そう〜  

  日時：22001133 年 77 月 1199 日  

  場所：第三エリア  33AA220022  

  参加者：3355 名（海外経験者 2200 名含む）    

  概要：留学・休学期間を終え帰国したばかりの学生  

        と、海外チャレンジを希望する学生の交流  

  

                                                        参加者の渡航先マップ  

  

  

  

⑧22001133 筑波大学海外留学フェア  

日時：22001133 年 1111 月 1122 日（火）99::0000〜1166::0000  

場所：筑波大学  大学会館  特別会議室・第三会議室  

参加者：2255 人（UUTTIICC ブース訪問者）  

概要：約4400の協定校と約1100の協定プログラムに関する展示、担当教員からの説明・

面談。UUTTIICC は海外経験者による留学相談ブースを設置。  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

66..  アクセス方法：  

EEmmaaiill        ::  iinnffoo..uuttiicc@@ggmmaaiill..ccoomm  

WWeebb          ::  uuttiicc..wweeeebbllyy..ccoomm  

TTwwiitttteerr    ::  ttwwiitttteerr..ccoomm//UU__TTIICC  

FFaacceebbooookk  ::  ffaacceebbooookk..ccoomm//ggrroouuppss//uuttiicc1111//  
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