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Study Abroad Scholarship will be renewed  

 Study Abroad Scholarship system will be renewed in order to further encourage our students to go abroad 

and study. Special Support System for Students (Acanthus Support System) and Kanazawa University Top 

Global University Project Scholarship for International Students (Program SAKIGAKE) will end and be replaced 

by “Study Abroad Scholarship”. For more details, kindly refer to the Application Guide which will be available to 

the public when the call for application opens. In addition, the application period for “Study Abroad Scholarship 

for Graduate School’s Research Exchanges (send out)” has already started for the Fiscal Year 2016.  

 
★For more details→ http://www-isc.ge.kanazawa-u.ac.jp/jp/send/index.html （send-out） 

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. 

  

 

 

 

Progress Report Meeting for Study Abroad 2017 took place 

 On January 25th and 26th at 16:00～19:00, the progress report meeting for Study Abroad 2017 took place. At the 

meeting, students who studied at our partner universities in Fiscal Year 2016 reported and shared their progress to 

the other students who wish to study abroad in the future.  

If you are interested in “KU-SGU Student Staff,” please email us at <sgu@adm.kanazawa-u.ac.jp>! 

International students are welcome to join us! 

 Students were divided into groups by destination (partner universities) 

and presented their report. Three teams which made particularly 

excellent presentation received the “Award Scholarship for Study Abroad 

Progress Report Meeting (Kanazawa University Special Support 

Program) .” The awardees this year are as follows. 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【First Prize】 Beijing Language and Culture University（China） 

4th year, School of Humanities, College of Human and Social Sciences  

Yuri TATENO  

 
【Second Prize】 Universidad de Salamanca（Spain）  

4th year, School of International Studies, College of Human and  

Social Sciences  
Ken OHKI, Rika NATSUBATA  

   

【Third Prize】 University of Regensburg（Germany）  

4th year, School of Humanities, College of Human and Social Sciences 

Honami UEMURA  

4th year, School of International Studies, College of Human and  

Social Sciences 

Maki KOZATO, Yuki YOSHIMOTO 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

During break time, KU-SGU Student Staff  introduced activities designed 

for students! 
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海外留学奨学金が生まれ変わります！ 
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平成29年度海外留学奨学金（派遣）の制度改定のお知らせ 

 皆様の海外留学を応援すべく、平成29年度より金沢大学の海外留学奨学金制度が変わります。学生特別支援
制度（アカンサス支援制度）と金沢大学スーパーグローバル大学創成留学生支援奨学金(プログラム
SAKIGAKE)が廃止され、新しく「スタディアブロード奨学金」として生まれ変わります。それぞれの奨学金枠
の詳細は募集開始時に公開する募集要項を参照してください。 なお、大学院正規生の研究交流を支援する「ス
タディアブロード奨学金大学院研究交流枠（派遣）」は、平成28年度より先行して募集しております。 

 
★詳細はこちら→http://www-isc.ge.kanazawa-u.ac.jp/jp/send/index.html（派遣） 

  

 

 

 

 平成29年1月25日（水）・26日（木）16：00～19：00 総合教育棟講義棟B1講義室にて平成28年度金沢大
学派遣留学成果報告会が開催されました。この報告会では、平成26・27年度に金沢大学の協定校に派遣留学
した学生が派遣留学の成果を発表し、その成果をこれから留学をめざす学生のみなさんと共有することで、
今後の派遣留学を促進することを目的としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

KU-SGU Student Staffは随時新メンバーを募集しています。学年や専攻は問いません！留学経験がなくても大丈夫！ 

興味のある学生さんは、スーパーグローバル大学企画・推進室 <sgu@adm.kanazawa-u.ac.jp> までご連絡ください。 

KU-GLOCS ACTシリーズ 

平成28年度金沢大学派遣留学成果報告会を開催 

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。 

 派遣留学成果報告会は、協定校別に発表し、2日間で優秀な発表
をした3チームに対し、平成25年度より設けられた「金沢大学学生
特別支援制度 派遣留学報告会アワード奨学金」が授与されます。 

 平成28年度金沢大学派遣留学成果報告会の受賞者は、下記のと
おりです。 

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 
【最優秀賞】北京語言大学（中国） 

人間社会学域人文学類4年 舘野 友里  

 
【優秀賞】サラマンカ大学（スペイン）  

人間社会学域国際学類4年 大木 賢   

人間社会学域国際学類4年 夏畑 李香    

 
【優良賞】レーゲンスブルク大学（ドイツ）  

人間社会学域人文学類4年 植村 ほなみ  

人間社会学域国際学類4年 小里 真輝  

人間社会学域国際学類4年 吉本 結生  

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
また、休憩時間には、KU-SGU Student Staffによる活動紹介も行わ
れました！ 


