
 

 

      

概要

ご本⼈の留学経験、また海外で⽣活するコツについて、様々なお話を語っていただきます。

 

 

特別ゲストの自己紹介

Peter Collins (23 years old) is from Birmingham, England. 

Imperial College in London and began working as a CIR (

August. 

visited Japan several times.
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概要 

ご本⼈の留学経験、また海外で⽣活するコツについて、様々なお話を語っていただきます。

 

 

特別ゲストの自己紹介

Peter Collins (23 years old) is from Birmingham, England. 

Imperial College in London and began working as a CIR (

August. As a student, Peter joined an exchange program in Germany and had also 

visited Japan several times.

連絡先: レイモンド・コウ

English Circle of Friends
[特別講演会

                 

海外留学経験

19 日（月）

ご本⼈の留学経験、また海外で⽣活するコツについて、様々なお話を語っていただきます。

特別ゲストの自己紹介：

Peter Collins (23 years old) is from Birmingham, England. 

Imperial College in London and began working as a CIR (

As a student, Peter joined an exchange program in Germany and had also 

visited Japan several times.

レイモンド・コウ 電話: [

English Circle of Friends
特別講演会]:  

                  

海外留学経験

）      12:10 ~ 12:50

ご本⼈の留学経験、また海外で⽣活するコツについて、様々なお話を語っていただきます。

： Peter Collins

Peter Collins (23 years old) is from Birmingham, England. 

Imperial College in London and began working as a CIR (

As a student, Peter joined an exchange program in Germany and had also 

visited Japan several times. 

: [293-3236] 

English Circle of Friends
:  岐⾩県国際交流員

海外留学経験 〜 人生が変わる！

12:10 ~ 12:50

ご本⼈の留学経験、また海外で⽣活するコツについて、様々なお話を語っていただきます。

特別ゲストの自己紹介

ハロー！はじめまして！

岐⾩県海外戦略推進課のガエルです。平成２８年８⽉から岐⾩に来ました。

フランスのパリ出⾝です。⼤学３年⽣の時、福岡で１年間の留学をし、帰国した後パリ第７⼤学

に卒業し、１年間ぐらい東京で働いて、今回は岐⾩県庁で国際交流員として務めさせていただき

ます。⽂化活動や岐⾩県⺠との交流などに通じて少しでも国際理解・国際交流を含めたいと思い

ます！皆さんに是非留学経験を伝えたいと思います！

お待ちしております♪

Collins (英国

Peter Collins (23 years old) is from Birmingham, England. 

Imperial College in London and began working as a CIR (

As a student, Peter joined an exchange program in Germany and had also 

   |   メール: [raymond@gifu

English Circle of Friends
岐⾩県国際交流員 （

人生が変わる！  

12:10 ~ 12:50     留学センター４０４セミナー室

ご本⼈の留学経験、また海外で⽣活するコツについて、様々なお話を語っていただきます。

特別ゲストの自己紹介

ハロー！はじめまして！  

岐⾩県海外戦略推進課のガエルです。平成２８年８⽉から岐⾩に来ました。

フランスのパリ出⾝です。⼤学３年⽣の時、福岡で１年間の留学をし、帰国した後パリ第７⼤学

に卒業し、１年間ぐらい東京で働いて、今回は岐⾩県庁で国際交流員として務めさせていただき

ます。⽂化活動や岐⾩県⺠との交流などに通じて少しでも国際理解・国際交流を含めたいと思い

ます！皆さんに是非留学経験を伝えたいと思います！

お待ちしております♪ 

英国) 

Peter Collins (23 years old) is from Birmingham, England. He graduated from 

Imperial College in London and began working as a CIR (国際交流員

As a student, Peter joined an exchange program in Germany and had also 

raymond@gifu

English Circle of Friends
（Special Guest Speakers

  岐阜大学生に伝えたいこと

留学センター４０４セミナー室

ご本⼈の留学経験、また海外で⽣活するコツについて、様々なお話を語っていただきます。 

特別ゲストの自己紹介: Gaelle Lagrouas (

 

岐⾩県海外戦略推進課のガエルです。平成２８年８⽉から岐⾩に来ました。

フランスのパリ出⾝です。⼤学３年⽣の時、福岡で１年間の留学をし、帰国した後パリ第７⼤学

に卒業し、１年間ぐらい東京で働いて、今回は岐⾩県庁で国際交流員として務めさせていただき

ます。⽂化活動や岐⾩県⺠との交流などに通じて少しでも国際理解・国際交流を含めたいと思い

ます！皆さんに是非留学経験を伝えたいと思います！

He graduated from 

国際交流員) in Gifu last 

As a student, Peter joined an exchange program in Germany and had also 

raymond@gifu-u.ac.jp]   

English Circle of Friends 
Special Guest Speakers

岐阜大学生に伝えたいこと

留学センター４０４セミナー室 

Gaelle Lagrouas (

岐⾩県海外戦略推進課のガエルです。平成２８年８⽉から岐⾩に来ました。

フランスのパリ出⾝です。⼤学３年⽣の時、福岡で１年間の留学をし、帰国した後パリ第７⼤学

に卒業し、１年間ぐらい東京で働いて、今回は岐⾩県庁で国際交流員として務めさせていただき

ます。⽂化活動や岐⾩県⺠との交流などに通じて少しでも国際理解・国際交流を含めたいと思い

ます！皆さんに是非留学経験を伝えたいと思います！ 

He graduated from 

) in Gifu last 

As a student, Peter joined an exchange program in Germany and had also 

 |   グローカル推進本部

Special Guest Speakers）

岐阜大学生に伝えたいこと 

 （全学共通

Gaelle Lagrouas (フランス)

岐⾩県海外戦略推進課のガエルです。平成２８年８⽉から岐⾩に来ました。

フランスのパリ出⾝です。⼤学３年⽣の時、福岡で１年間の留学をし、帰国した後パリ第７⼤学

に卒業し、１年間ぐらい東京で働いて、今回は岐⾩県庁で国際交流員として務めさせていただき

ます。⽂化活動や岐⾩県⺠との交流などに通じて少しでも国際理解・国際交流を含めたいと思い

 

グローカル推進本部 

） 

（全学共通 4 階） 

) 

岐⾩県海外戦略推進課のガエルです。平成２８年８⽉から岐⾩に来ました。 

フランスのパリ出⾝です。⼤学３年⽣の時、福岡で１年間の留学をし、帰国した後パリ第７⼤学

に卒業し、１年間ぐらい東京で働いて、今回は岐⾩県庁で国際交流員として務めさせていただき

ます。⽂化活動や岐⾩県⺠との交流などに通じて少しでも国際理解・国際交流を含めたいと思い

 

フランスのパリ出⾝です。⼤学３年⽣の時、福岡で１年間の留学をし、帰国した後パリ第７⼤学

に卒業し、１年間ぐらい東京で働いて、今回は岐⾩県庁で国際交流員として務めさせていただき

ます。⽂化活動や岐⾩県⺠との交流などに通じて少しでも国際理解・国際交流を含めたいと思い


