
Risk Management System for Students Going Abroad Reinforced

KU Top Global University Project strongly encourages our students to go abroad, and in 2023, 50% of the 
entire students will have experienced studying abroad at the time of graduation. In order for students to feel 
secure about going abroad, and for their parents to be at ease about sending their children overseas, the 
university has reinforced the risk management system for students going abroad.

FY2016 Summer Risk Management Orientation Takes Place

IMPORTANT 2
24/7/365 Emergency Service

IMPORTANT 1 
Reasonable Overseas Travel Insurance

All KU students who go abroad, including international 
students who return home temporarily, are required to 
purchase overseas travel insurance. The university 
recommends “Gakkensai Futai Overseas Travel 
Insurance” as it can be purchased at group discount 
price based on the contract between KU and the 
insurance company, and it has a wide insurance 
coverage.
 Some programs require the participants to buy the 

specified travel insurance.
 Students who go abroad for internship or volunteer are 

required to buy “Liability Insurance coupled with PAS 
(Gakkensai).”

In cooperation with Japan IR&C Corporation, this 
emergency service provides the students who 
encounter an emergency situation or a serious trouble 
with 24/7/365 support.
* International students who return home temporarily are not 
eligible to receive this service.

On July 13 and 14, “FY2016 Summer Risk Management Orientation” took place, and 288 students attended the 
orientation. This was the first time that the university held such orientation on a university-wide scale. President 
Koetsu Yamazaki encouraged the students with his words, “It was only after I became a faculty member that I went 
abroad for the first time. Now you are lucky to have a lot of opportunities. I hope
that more and more students will take those opportunities to go abroad.” 

★Details of the risk management system.→http://sgu.adm.kanazawa-u.ac.jp/international/risk/index.html

Let’s Study Abroad through TOBITATE!
“TOBITATE! Young Ambassador Program,” was 
established by MEXT in 2014 with the funds of Japanese 
companies, and aims to promote study abroad 
opportunities and develop Japanese students’ abilities to 
become future leaders sought by industries. The 
successful applicants receive the support from MEXT 
such as monthly stipend (¥120,000 or ¥160,000), travel 
expense for study abroad, and tuition fee.
KU fully supports TOBITATE! applicants by helping them 
to improve their applications and interview skills.

★For Details.→http://www-isc.ge.kanazawa-u.ac.jp/jp/send/index.html

TOBITATE! HOUR
Staff in charge of TOBITATE! Program will give the 
students advice on how to make a study abroad plan, how 
to write application forms, and so on.

[Date & Time] 12:00-13:00, 
Tuesdays and Thursdays from July 26 to October 4
★Be sure to check the TOBITATE! HOUR calendar 
in advance.
https://goo.gl/VZrdcs
[Place] Study Abroad Section, 4F, Administrative Office

Deadline for FY2017 The 6th Program : Oct. 5 (Wed.) 13:00
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KU-GLOCS ACT Series
Lectures, meetings and symposiums which accord with the concept of the Top Global 
University Project and its seven strategies can be recognized as KU-GLOCS ACT Series. 
Please contact us when you plan such events. 

★Those who missed the orientation are required to watch the video of the orientation, which will 
be uploaded on the following website. 
http://sgu.adm.kanazawa-u.ac.jp/international/risk/index.html



海外渡航時の危機管理体制を強化しました！
本学のスーパーグローバル⼤学創成⽀援事業では、学⽣の海外派遣を強く推奨しており、平成35年度には、

「学⽣の半数が卒業までに海外⼤学等での学修経験を持つ」ことを⽬標としています。多くの学⽣を海外に
派遣するにあたり、海外渡航が初めての学⽣でも安⼼して⾏けるよう、また、保護者の⽅々が安⼼して送り
出せるよう、今年度から危機管理体制をより強化しました。

発⾏ 平成28年7⽉
⾦沢⼤学
スーパーグローバル⼤学
企画・推進本部
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KU-GLOCS ACTシリーズ KU-GLOCS ACTシリーズとは、本事業の趣旨及び７つの基本戦略と合致する「講演会」
や「シンポジウム」等の総称です。皆様からの応募をお待ちしています。

平成28年度夏季全学危機管理オリエンテーションを開催

ポイント2 年中無休の危機管理サービス
「アイラック安⼼サポートデスク」

ポイント1 お得な海外旅⾏保険
「学研災付帯海外留学保険」

本学の学⽣が海外に渡航する際には（留学⽣の⼀時帰
国を含む）、海外旅⾏保険に加⼊することが義務付け
られました。本学では、「学研災付帯海外留学保険」
への加⼊を推奨しています。包括割引が適⽤されるた
め、同等補償内容の他の海外旅⾏保険よりもお得に加
⼊でき、⾼補償な内容になっています。
 参加プログラムにより加⼊する保険が指定されている場
合は、指定の保険のみ加⼊してください。

 インターンシップやボランティアでの渡航の場合は、海
外旅⾏保険に加えて「学研災付帯賠償責任保険」への加
⼊も必須です。

⽇本アイラック株式会社と本学の連携により、海外渡
航中に緊急事態や深刻なトラブルに巻き込まれたとき
に、緊急⽀援サービスを24時間、365⽇提供します。

7⽉13⽇及び14⽇に、危機管理体制強化の⼀環として、初めて全学規模の危機管理オリエンテーションを開
催しました。夏季休業中に海外渡航を予定している学⽣288名が参加し、学内⼿続きの説明や海外における事
件・事故の事例紹介に熱⼼に⽿を傾けていました。14⽇のオリエンテーションでは、冒頭に⼭崎光悦学⻑か
らあいさつがあり、「⾃分は⼤学教員になってから初めて海外に⾏ったが、今の学⽣
は若いうちから海外に⾏くチャンスがたくさんあるので、どんどん海外に⾶び出して
⾏ってほしい。」と学⽣たちにエールを送りました。

★海外渡航時の保険・危機管理についての詳細はWebサイトに掲載されています。
http://sgu.adm.kanazawa-u.ac.jp/international/risk/index.html
⾦沢⼤学メインWebサイト＞教育＞国際交流・留学関係＞「⾦沢⼤学→海外」＞「危機管理・保険」

「トビタテ！」で留学してみませんか？
「トビタテ！留学JAPAN⽇本代表プログラム」は、

⽂部科学省が若者の留学を官⺠共同で応援し、⽇本の
産業界が求めるグローバル⼈材を育成するという平成
26年度から始まった給付型奨学⾦制度です。合格者は、
⼿厚い奨学⾦（⽉額12万円⼜は16万円）に加え、留学
準備⾦や授業料等の⽀援を受けることができます。
⾦沢⼤学では、申請書類の添削や学⻑等による⾯接

練習などの独⾃サポートにより、申請する学⽣を全⼒
で応援しています！
★詳細はこちら→http://www-isc.ge.kanazawa-u.ac.jp/jp/send/index.html

トビタテアワー開催中！
どんな留学プランを⽴てたらいい？申請書の書き⽅は？
事務担当者がみなさんの相談に応じます！
［⽇時］7⽉26⽇（⽕）〜10⽉4⽇（⽕）

原則毎週⽕・⽊ 12時〜13時（祝⽇除く）
★開催⽇はこちらのカレンダーで確認してください
https://goo.gl/VZrdcs 

［場所］本部棟4階国際機構⽀援室留学企画係

平成29年度前期（第6期）学内申請締切 10/5（⽔）13:00

⼀時帰国の留学⽣は
加⼊することができません。

★夏季休業中に海外渡航予定で今回のオリエンテーションに参加できなかった学⽣は、必ず
オリエンテーションの動画（公開準備中）を視聴してください。
http://sgu.adm.kanazawa-u.ac.jp/international/risk/index.html


