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KU has the 2nd most number of successful candidates out of Japanese national universities 

for the sixth batch of TOBITATE! Program. 
 On February 10th, the selection result of the sixth batch of “Japan Public-Private 

Partnership Student Study Abroad Program: TOBITATE! Young Ambassador 

Program” by MEXT (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and 

Technology in Japan) was announced, and Kanazawa University had 24 

successful candidates, which was the 3rd largest number after Kyushu University 

(28 candidates) and Waseda University (25 candidates), and the 2nd among 

national universities.  

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. 

  

 

 

 

The 3rd KU-GLOCS Symposium Takes Place 【KU-GLOCS ACT.67】 

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! 

”KU student expressed his determination  

at the Send-Off Party for the sixth batch.” 

“Japan Public-Private Partnership Student Study Abroad Program: TOBITATE! 

Young Ambassador Program” was established by MEXT in 2014 with the funds 

from Japanese companies, with the aim to promote study abroad  

opportunities and develop the Japanese students’ abilities to become future leaders sought by business. The 

successful applicants receive support from MEXT including monthly stipend, travel expense for prior and follow-

up workshops, and tuition fee. Kanazawa University offers our TOBITATE! Candidates generous supports such 

as interview practices from the President, faculty and staff, and TOBITATE! Alumni. 

”Vice President Shibata giving 
presentation” 

”KU student talking about his study abroad 

experience” 

”KU student and high school students 

enjoying conversation at networking event” 

 On March 11th, the 3rd KU-GLOCS Symposium, 

“Kanazawa University Brand” Human Resources 

Starting Global Career, took place. Approximately 

200 persons including 160 high school students from 

11 high schools in Ishikawa and high school of 

neighboring prefecture attended the event. First, KU  
Vice President 

Masayoshi 

Shibata 

explained KU’s 

achievements 

etc. After that, 

3 KU students 

whose career 

path have 

opened up by 

study abroad  
experience or international internship and 4 high 

school students with study abroad experience 

reported and shared their progress. In the panel 

discussion that followed, panelists discussed “What 

is needed in order to find global career?” 

 After the symposium, 

a networking session 

was held for high school 

students to interact with 

KU students. They 

talked about various 

topics such as study 

abroad and how to start 

a business, and 
deepened their ties.              
This symposium was 

planned and run in 

cooperation with KU-

SGU Student Staff. 

Thank you very much!  

 

There are many more 

events to come which 

will be planned and 

operated by KU-SGU 

Student Staff.  



トビタテ！留学JAPAN金沢大学が大躍進！ 
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トビタテ！留学JAPAN第6期合格者数，金沢大学が国立大学で第2位！ 

 2月10日，平成29年度官民協働海外留学支援制度（トビタテ！留学JAPAN日本代表プログラム）第6期派遣
留学生の選考結果が発表され，本学からは24名が合格しました。また，併せて発表された大学別の合格学生数
では，九州大学（28名），早稲田大学（25名）に続く第3位，国立大学としては第2位となりました。 
 

  

 

 

 

 平成29年3月11日（土）13：30～17：30 金沢
ニューグランドホテルにて、第3回KU-GLOCSシンポ
ジウムグローバルキャリアへ歩み出す「金沢大学ブラ
ンド」人材たちが開催されました。 

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 

第3回KU-GLOCSシンポジウムグローバルキャリアへ歩み出す「金沢大学ブランド」人材たちを開催 

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。 

本シンポジウムの
協力高校から、約
150名の学生が参
加しました。この
2年半の成果と今
後の計画等の発表
から始まり、在学
中に海外留学や海
外インターンシッ
プへ行ったことで
自らの今後のキャ
リアパスが開けた
3名の学生と、金 

大附属高校、泉丘高校、七尾高校の代表者4名が留学
体験談を披露いたしました。続けて、発表者による
「グローバルキャリアを見つけるためには」につい
て、パネルディスカッションを行いました。 

 活発なディスカッ
ションの後は、会場を
移し、本学学生と高校
生との交流会を行いま
した。軽食を囲みなが
ら、留学のこと、将来
のこと等、様々な質問
が飛び交っていました。
終了後、残って懇談す
る学生も多くいました。             

【参考・文部科学省Webサイト】平成29年度官民協働海外留学支援制度～トビタテ！
留学JAPAN日本代表プログラム～第6期派遣留学生の選考結果と壮行会及び支援企
業・団体について
(http://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/tobitate/1382079.htm) 

トビタテ！留学JAPANは，民間企業などからの支援により，将来世界で
活躍できるグローバル人材育成を目的とした留学促進キャンペーン。同
プログラムの選考に合格した学生は，事前研修・事後研修に参加するこ
とができ，留学中も手厚い奨学金，渡航費，研修参加費，授業料等の支
援を受けることができます。 
 
本学では、学長、教職員、トビタテOB・OGによる面接練習等、他大学
にはない手厚いサポート体制が整えられています。 

また、本シンポジウム
及び交流会では、当日
の司会、ファシリテー
ター、受付等の運営を
含め、企画の段階から
KU-SGU Student 
Staffたちに協力・活躍
いただきました。あり
がとうございました！ 

”第6期派遣留学生壮行会にて決意表明
をする本学学生” 

”成果発表等をする柴田理事” 

”留学体験談発表の様子” 

”交流会の様子” 


