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On July 13th and 14th, “FY 2017 Summer Risk Management Orientation” by 

Kanazawa University Study Abroad Office took place, and 273 students attended 

the event. This was a university-wide scale orientation held for the students who 

will go abroad this summer for the purpose of thorough implementation of on-

campus procedures and improvement of risk management awareness for 

travelling overseas. 

FY 2017 Summer Risk Management Orientation Takes Place【ACT.70】 

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 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 

“Risk management orientation” 

 

 

 

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.  

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

Submission Due Date: September 20th（Wednesday）13:00 

【Contact】 Study Abroad Section, Global Affairs Support Office  

                 E-mail: studyabroad@adm.kanazawa-u.ac.jp 

All students who are travelling overseas this summer including international students going back home for 

vacation MUST submit ‘Overseas Travel Notification’ via Acanthus Portal Web Class. Depending on the travel 

purpose, you may be required to submit additional documents. Please make sure to consult the program’s 

supervisor or your student affairs section about your travel. 

★Those who missed the orientation are required to watch the video of the 

    orientation which is uploaded on the following website. 
★All necessary forms for on-campus procedure can be downloaded from the 

    same website. Please make sure to complete all insurance procedures. 

  → http://sgu.adm.kanazawa-u.ac.jp/international/risk/index.html 

QR code for the video 

Successful applicants receive support from MEXT such as monthly 

stipend (¥120,000 or ¥160,000), travel expense for study abroad, and 

tuition fee.  

KU offers our TOBITATE! Candidates generous support including 

interview practices with the President, faculty and staff, and TOBITATE! 

alumni. You can click the link below for the details on the application 

procedure of FY 2018 8th batch. 

secure about going abroad, and for their guardians to be at ease about sending 

their children overseas, the university has reinforced the risk management 

system for the students going abroad. 
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【ACT.70】平成29年度前期（夏）全学海外渡航学生向け危機管理オリエンテー
ションを開催 

危機管理体制強化の一環として、スタディーアブロード・オフィス
は7月6日と7日に「平成29年度前期（夏）全学海外渡航学生向け危
機管理オリエンテーション」を開催しました。これは、夏季休暇に
向けて海外渡航を予定する本学学生全員に対し、渡航時の学内手続
きの徹底と海外でのリスク管理意識の向上を目的に実施したもので
す。両日とも同様の内容で、場所を変えて説明が行われ、2日間で
合計273名が受講しました。 

 

 本学のSGU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年度までには、「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」ようになる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、学生が安心して海外渡航できるよう、また、保護者の方々が安心して送り出せるよう、昨年度か
ら危機管理体制をより強化しました。 

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。 

大学主催の海外研修だけではなく、個人留学、海外旅行等、夏季休
暇期間中に海外へ渡航する学生（一時帰国する留学生を含む）は、 

★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を視聴してください。 
★海外渡航手続きに必要な各種様式も同サイトからダウンロードが可能です。漏れのない
よう必ず手続きを行ってください。 

 

 

 

「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
留学を官民共同で応援し、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。 

  

平成30年度前期（第8期）学内申請締切 9月20日（水）13:00（締切厳守） 

金沢大学では、申請書類の添削や学長等による面接練習などの独自なサポー
トにより、申請する学生を全力で応援しています！ 

平成30年度前期（第8期）の募集に係る学内申請手順案内については、下記
URLにてご確認ください。 
★詳細はこちら→http://www-isc.ge.kanazawa-u.ac.jp/jp/send/index.html 

【問い合わせ先】金沢大学国際機構支援室留学企画係（担当：隅田）  
E-mail: studyabroad@adm.kanazawa-u.ac.jp 

海外渡航前の学内手続きを忘れずに！ 

忘れずに「海外渡航届」を提出してください。渡航内容によっては、追加で提出が必要な書類等もありますの
で、必ずプログラム担当者や所属学務係等に確認を取り、必要手続きを行ってから、渡航をするよう徹底願い
ます。 
 

“オリエンテーションでの様子” 

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」 

↑ここからアクセス↑ 


