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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. 

  

 

 

 

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! 

The Opening Ceremony of Kanazawa University Beijing Office and the second 

Meeting of Kanazawa University Alumni Association in China take place 

 On March 25th, the  grand opening ceremony for Kanazawa University Beijing Office and the second meeting 

of Kanazawa University Alumni Association in China were held in Beijing, China. China is one of our central 
exchange areas in the Top Global University Project (Super Global Universities). Various activities such as 

recruitment of International students, support for KU students studying in Beijing, fostering Joint International 

Research are planned to be conducted through this office.  

”Participants in the research exchange conference” 

When the discussion and presentations were 

finished, the participants gathered for a luncheon 

in a more casual environment where they could 

further discuss their research. 

 In celebration of the grand opening of the 

Kanazawa University Beijing Office, a research 

exchange conference took place on the same day 

in Beijing. Thirty-one students from Kanazawa 

University and 71 students from various top-level 

Chinese universities attended. The purpose was 

to allow the student participants to exchange 

information about research from top-level 

universities.  

Progress Report Meeting for Study Abroad FY 2017 Spring was held 
 Global Affairs Office held a progress report meeting for Study Abroad FY2017 Spring on April 6th. Students 

who went on Kanazawa University’s Official Study Abroad Programs (short-term study abroad 
program, international internship program, long-term study abroad program, etc.) reported 

and shared their progress.  

The meeting was held in order to raise awareness of the students who wish to study abroad in the 

future as well as draw attention of the personnel in and out of the university who are involved in 

international exchanges. The audience listened actively to various study abroad experiences. 



金沢大学北京事務所が開所！ 
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中国・北京で金沢大学北京事務所開所式および第2回中国同窓会を挙行 
 3月25日、中国北京市内において、金沢大学北京事務所開所式および第2回中国同窓会を挙行しました。 

  

 

 

 

 4月6日、金沢大学国際機構支援室による平成29年度春金沢大学スタディアブロード留学成果報告会が開催
されました。短期研修・海外インターンシップ等に参加した学生が、留学の成果や経験を発表し、本学の学
生や学内外の国際交流関係者、団体・企業等とその成果を共有することで、在学生への海外派遣プログラム
参加への促進を目的とし、開催されています。 

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29年度春 金沢大学スタディアブロード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。 

 また、同日「金沢大学北京事務所開所記念日
中学生・研究交流会」を開催しました。本研究
交流会は世界トップレベル大学との研究交流を
目的として開催したイベントです。金沢大学か
らは31名、中国国内からは総勢71名の清華大
学等トップレベル大学に在籍する大学院生が参
加しました。 

”研究交流会での様子” 

中国は、本学のSGU事業における重点交流地域の1つであり、今後この事務所を活用して留学生の募集、本学か
らの派遣学生の支援や海外共同研究の促進などを推進していく予定です。 
 

昨年度、金沢大学公式海外派遣留学プログラム（主に国際機構支援室主催の短期研修・海外
インターン・長期留学等）に参加した金沢大学生が、各プログラムで得た経験を報告しまし
た。 短期留学・国際交流に興味のある学生が参加し、プログラム参加者の貴重な体験談に聞
き入っていました。 

研究交流会後には昼食会があり、和やかな雰囲
気でさらに交流を深めました。 


