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Ｈ30年度　金沢大学学生海外派遣プログラム一覧【公式プログラム】 Ｈ30.10.24現在 別紙様式

No. 枝番 新規 部局 担当教員
（氏名・所属） プログラム名 JASSO GP 留学Ｑ 形態 派遣先機関名 派遣国

(都市名等) 対象 募集人数 費用 単位付与の授業名
（新カリキュラム）

単位付与の授業名
（旧カリキュラム（4年以上）） 説明会等　日時・場所 備　　　考

1 国際機構 斉木麻利子
（国際機構）

金沢大学派遣留学プログラ
ム
（協定校）

○ 派遣留学 本学協定校 各国
全学対象
（U2年生以上が
望ましい）

大学による 6か月～1年以内 地域による 各学類による 各学類による

決定次第、アカンサスポータルや「国際
交流・留学」Web>「派遣留学」にて
周知。
https://sgu.adm.kanazawa-
u.ac.jp/international/category/
studyabroad/

『派遣留学の手引き』
https://sgu.adm.kanazawa-
u.ac.jp/international/issues/
「STUDY　ABROAD」冊子
　国際部（角間キャンパス本部棟4階）に
て配布可能

1 国際機構 留学企画課
留学推進係

ファーストステップ　プログラム
in タイ(夏）

○
重点枠10

海外体験
実習 モンクット王工科大学トンブリ タイ（バンコク） 全学対象 25名 前半 2018年8月26日～9

月9日 約15万円程度

・GS科目：4D「異文化体験（タイFS）」2単位
もしくは
・国際 /人文 学類開講専門科目「異文化体験実習Ⅰ&Ⅱ（海
外）」2単位+2単位（担当：志村）

 国際/人文 学類開講専門科目　「異文化
体験実習Ⅰ&Ⅱ（海外）」2単位+2単位
（担当：志村）

説明会：2018/4/10（火）及び
4/26（木）昼　総合教育棟A2

ホテルに滞在予定
本学教職員の引率あり、現地学生バディ付
き
現地学生とのワークショップ、レクチャー、アク
ティビティ、
世界遺産・文化遺産等訪問など

2 国際機構 留学企画課
留学推進係

ファーストステップ　プログラム
in タイ(春）

○
重点枠

海外体験
実習 モンクット王工科大学トンブリ タイ（バンコク） 全学対象 20名 後半 2019年3月10日～3

月2４日 約15万円程度

・GS科目：4D「異文化体験（タイFS）」2単位
もしくは
・国際 / 人文 学類開講専門科目「異文化体験実習Ⅰ&Ⅱ（海
外）」2単位+2単位（担当：志村）

 国際/人文 学類開講専門科目　「異文化
体験実習Ⅰ&Ⅱ（海外）」2単位+2単位
（担当：志村）

説明会：2018年10月18日（木）
お昼休み(総合教育棟A3)、2018年
10月23日（火）お昼休み（総合教
育棟A2）

ゲストハウスまたはホテルに滞在予定
本学教職員の引率あり、現地学生バディ付
き
現地学生とのワークショップ、レクチャー、アク
ティビティ、世界遺産・文化遺産等訪問など

3 国際機構 堤　敦朗
（国際機構）

ファーストステップ　プログラム
in 中国(夏）

○
重点枠10

海外体験
実習 北京師範大学・西安電子科技大学 中国（北京、

西安） 全学対象 15名 前半 2018年9月11日～9
月19日 約20万円程度

・GS科目：4D「異文化体験（中国FS)」1単位
もしくは
・国際学類開講専門科目　「異文化体験実習Ⅰ（海外）」1単
位　（担当：志村）

国際学類　開講専門科目「異文化体験実
習Ⅰ（海外）」1単位（担当：志村）

説明会件科目ガイダンス：
2018/4/17（火）及び4/25
（水）お昼　総合教育棟Ａ２

2都市訪問。主に寮に滞在。
本学教職員の引率あり、現地学生バディ付
き
現地学生とのワークショップ、レクチャー、アク
ティビティ、
世界遺産・文化遺産等訪問など

4 ○ 国際機構
ママードゥア・ア

イーダ
（国際機構）

ロシア文化交流プログラム東
コース～世界遺産バイカル湖
とウラジオストクの島々

○
世界展開力

海外体験
実習 極東連邦大学・イルクーツク大学

ロシア（ウラジオ
ストク・イルクーツ
ク）

全学対象 25名 前半 2018年8月7日～8月
19日 約10万円程度

・GS科目：4D「異文化体験～ロシア文化交流プログラム（ユネス
コエコパーク体験学習）東コース：世界遺産バイカル湖とウラジオス
トクの島々」1単位
→開講予定
もしくは
・国際学類開講専門科目　「異文化体験実習Ⅰ（海外）」1単
位（担当：志村）

国際学類　開講専門科目「異文化体験実
習Ⅰ（海外）」1単位（担当：志村）

説明会：
2018年4月16日（月）昼 総合教
育棟 A4
2018年4月23日（月）昼 自然科
学本館 201

寮やホテルに宿泊予定
本学教職員の引率あり
現地学生との学生交流、レクチャー、アクティ
ビティ、
世界遺産・文化遺産等訪問など

5 ○ 国際機構
ママードゥア・ア

イーダ
（国際機構）

ロシア文化交流プログラム西
コース～世界遺産カザンとア
ルタイ山脈

○
世界展開力

海外体験
実習 カザン連邦大学・アルタイ大学 ロシア（カザン・

バルナウル） 全学対象 25名 前半 2018年8月22日～9
月3日 約10万円程度

・GS科目：4D「異文化体験～ロシア文化交流プログラム（ユネス
コエコパーク体験学習)西コース：世界遺産カザンとアルタイ山脈」1
単位
→開講予定
もしくは
・国際学類開講専門科目　「異文化体験実習Ⅰ（海外）」1単
位（担当：志村）

国際学類　開講専門科目「異文化体験実
習Ⅰ（海外）」1単位（担当：志村）

説明会：
2018年4月16日（月）昼 総合教
育棟 A4
2018年4月23日（月）昼 自然科
学本館 201

寮やホテルに宿泊予定
本学教職員の引率あり
現地学生との学生交流、レクチャー、アクティ
ビティ、
世界遺産・文化遺産等訪問など

6 ○ 国際機構 留学企画課
留学推進係

海外留学ファーストステッププ
ログラム in プーケット

○
重点枠

海外体験
実習 プリンスオブソンクラ大学 タイ（プーケッ

ト） 全学対象 10～20名 後半 2019年2月23日～3
月12日(2週間） 約20万円程度

・GS科目：4D「異文化体験（プーケットFS)」2単位
→開講予定
もしくは
・国際 / 人文 学類開講専門科目「異文化体験実習Ⅰ&Ⅱ（海
外）」2単位+2単位（担当：志村）

・国際 / 人文 学類開講専門科目「異文化
体験実習Ⅰ&Ⅱ（海外）」2単位+2単位
（担当：志村）

説明会：
2018年10月16日（火）昼 総合
教育棟 A2
2018年10月25日（木）昼 総合
教育棟 A2

PSUの寮に滞在予定
本学教職員の引率あり
英語の授業、文化体験、現地学生との交
流、アクティビティ,周辺の島訪問などを予定

7 国際機構 伊藤　大将
（国際機構）

アメリカを学ぶ：テクノロジー
～ジョージア工科大学（アメ
リカ）夏～

○ ○ 専門実習 ジョージア工科大学 アメリカ
（アトランタ）

理工2、３年生優
先
理工1年生、他学
域も可

1名から20名
程度まで 前半 2018年8月16日～9

月16日

68万～（飛行
機、ビザ申請費
用含む。研修費
用40万程度）

ＧＳ科目４Ｄ「異文化体験～ジョージア工科大」4単位
国際学類 開講科目「異文化体験実習Ⅰ
（海外） 」、「異文化体験実習Ⅱ（海
外）」（担当：志村）

説明会件科目ガイダンス：　4/11
（水）お昼　場所未定 F-1ビザ必要

8 国際機構 伊藤　大将
（国際機構）

アメリカを学ぶ：医療～エモ
リー大学（アメリカ）夏～ ○ ○ 専門実習 ジョージア工科大学

エモリ―大学
アメリカ
（アトランタ）

医薬保健
学域生・院生優先 5~10名 前半 2018年8月16日～9

月16日

68万～（飛行
機、ビザ申請費
用含む。研修費
用40万程度）

ＧＳ科目４Ｄ「異文化体験～ジョージア工科大」4単位」
国際学類 開講科目「異文化体験実習Ⅰ
（海外） 」、「異文化体験実習Ⅱ（海
外）」（担当：志村）

説明会件科目ガイダンス：　4/11
（水）お昼　場所未定 F-1ビザ必要

1 国際機構

岡田　彩
（国際基幹教
育院GS教育

系）

ICC国際交流委員会海外イ
ンターンシップ（夏）

○（2か月
分）

インターン
シップ 語学力と希望企業のマッチングによる

アメリカ、オースト
ラリア、シンガ
ポール、マレーシ
ア、ベトナム

全学対象
（夏はU2年生以
上）

3名程度 前半

実施国による
8月中旬～9月　5週間
（JASSO2か月分として
5週間へ変更）

参加費用は行
き先によって変
動
約40万～

・GS科目：4D「異文化体験～ICC国際交流委員会」　5単位
もしくは
・国際/人文 学類開講専門科目　『異文化体験実習Ⅰ（海
外）』　5単位（担当：志村）
・3年生…各学類開講「インターンシップ」（学類によって取扱いがこ
となる。単位数も開講授業による）

国際/人文 学類開講専門科目　『異文化
体験実習Ⅰ（海外）』 5単位（担当：志
村）

説明会：2018/4/16（月）昼　総
合教育棟A3

現地企業や団体等にてインターン生として業
務に従事。
インターン先は多数あり。自分の語学力と興
味によってマッチング。
http://www.iccworld.co.jp/internshi
p/
行き先によってはビザ取得が必要
帰国後のキャリアに関する個別相談（キャリ
アカウンセリング）可能。
ホームステイ・シェアハウス・ホステルなど国に
よって滞在方法が異なる

2 国際機構

岡田　彩
（国際基幹教
育院GS教育

系）

ICC国際交流委員会海外イ
ンターンシップ（春）

インターン
シップ 語学力と希望企業のマッチングによる

アメリカ、オースト
ラリア、シンガ
ポール、マレーシ
ア、ベトナム

全学対象
（春は1年生でも
可）

3名程度 後半
実施国による
2月中旬～3月　　5週
間

参加費用は行
き先によって変
動
約40万～

・GS科目：4D「異文化体験～ICC国際交流委員会」　5単位
もしくは
・国際/人文学類 開講専門科目　『異文化体験実習Ⅰ（海
外）』5単位　（担当：志村）
・3年生…各学類開講「インターンシップ」（学類によって取扱いがこ
となる。単位数も開講授業による）

国際/人文学類 開講専門科目　『異文化
体験実習Ⅰ（海外）』 5単位　（担当：
志村）

説明会：2018/10/15（月）昼
総合教育棟A2

現地企業や団体等にてインターン生として業
務に従事。
インターン先は多数あり。自分の語学力と興
味によってマッチング。
http://www.iccworld.co.jp/internshi
p/
行き先によってはビザ取得が必要
帰国後のキャリアに関する個別相談（キャリ
アカウンセリング）可能。
ホームステイ・シェアハウス・ホステルなど国に
よって滞在方法が異なる

実施期間

2

9
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Ｈ30年度　金沢大学学生海外派遣プログラム一覧【公式プログラム】 Ｈ30.10.24現在 別紙様式

No. 枝番 新規 部局 担当教員
（氏名・所属） プログラム名 JASSO GP 留学Ｑ 形態 派遣先機関名 派遣国

(都市名等) 対象 募集人数 費用 単位付与の授業名
（新カリキュラム）

単位付与の授業名
（旧カリキュラム（4年以上）） 説明会等　日時・場所 備　　　考実施期間

1 国際機構

志村　恵
（海外派遣推
進委員会委員

長）

オーストラリア　ELS+JAMS
海外インターンシップ（夏）

○（2か月
分）

語学研修
＋インター
ンシップ

ESL　Universal English College
2週　＋
JAMS.TV Pty Ltd（日系マスコ
ミ）2週

オーストラリア
（シドニー）

全学対象
（夏はU2年生以
上）

各日程1-2
名
3-4名程度

前半

8月～9月の5週間
①8/6～②8/13～③
8/20～　渡航は前後の
週末
（JASSO2か月分として
5週間へ変更）

約50万円程度

・GS科目：4D「異文化体験（個人留学）」 5単位
もしくは
・以下①～②から最大 5単位履修可
①「異文化体験実習Ⅰ（海外）」（※1）
②「学域GS言語科目Ⅰ・Ⅱ」1～2単位（人社学生のみ履修
可。※１・2）
※1　語学試験で　「異文化体験実習Ⅱ」追加2単位の修得可。
※2　学域GS言語科目は未修得分に限って履修可。
※3　履修できる科目単位及びその内訳の詳細については，説明
会及び担当者に確認すること。
・3年生…　各学類開講「インターンシップ」（学類によって取扱いが
ことなる。単位数も開講授業による）

 国際/人文学類 開講専門科目　「異文化
体験実習Ⅰ&Ⅱ（海外）」5単位+2単位
（担当：志村）

前半3週間　ELS　Australiaにて語学研
修（多国籍クラスメート）
後半2週間　日系マスコミにてインターンシッ
プ（IT・編集・プロモーション部にて参加者の
スキル・興味により考慮。

2 国際機構

志村　恵
（海外派遣推
進委員会委員

長）

オーストラリア　ELS+JAMS
海外インターンシップ（春）

○（2か月
分）

語学研修
＋インター
ンシップ

ESL　Universal English College
2週　＋
JAMS.TV Pty Ltd（日系マスコ
ミ）2週

オーストラリア
（シドニー）

全学対象（春は1
年生でも可）

各日程1-2
名
2-3名程度

後半

2月～3月の5週間
（授業開始日は複数あ
り）
（JASSO2か月分として
5週間へ変更）

約50万円程度

・GS科目：4D「異文化体験（個人留学）」 5単位
もしくは
・以下①～②から最大 5単位履修可
①「異文化体験実習Ⅰ（海外）」（※1）
②「学域GS言語科目Ⅰ・Ⅱ」1～2単位（人社学生のみ履修
可。※１・2）
※1　語学試験で　「異文化体験実習Ⅱ」追加2単位の修得可。
※2　学域GS言語科目は未修得分に限って履修可。
※3　履修できる科目単位及びその内訳の詳細については，説明
会及び担当者に確認すること。
・3年生…　各学類開講「インターンシップ」（学類によって取扱いが
ことなる。単位数も開講授業による）

 国際/人文学類 開講専門科目　「異文化
体験実習Ⅰ&Ⅱ（海外）」5単位+2単位
（担当：志村）

報告会兼説明会：2018/10/25
（木）昼　　角間キャンパス総合教育
棟A3

前半3週間　ELS　Australiaにて語学研
修（多国籍クラスメート）
後半2週間　日系マスコミにてインターンシッ
プ（IT・編集・プロモーション部にて参加者の
スキル・興味により考慮。

1 国際機構

志村　恵
（海外派遣推
進委員会委員

長）

YKKタイ　海外インターンシッ
プ（夏） ○ インターン

シップ YKKタイ タイ（バンコク）
全学対象
（夏：理系）
（U2年生以上）

2名 前半
8月下旬～9月初旬
2週間（先方と調整し
決定）

約15万円程度

・GS科目　「４D異文化体験（個人留学）」（2単位）
もしくは
・国際 / 人文 学類開講専門科目「異文化体験実習Ⅰ（海
外）」2単位　（担当：志村）
・3年生…各学類開講「インターンシップ」（学類によって取扱いがこ
となる。単位数も開講授業による）

・国際/人文学類 開講専門科目「異文化体
験実習Ⅰ（海外）」2単位　（担当：志
村）

・夏理系院生のみ…自然科学研究科『国際
研究インターンシップ』（担当：各専攻長）
２単位（２週）

教育ビザ取得
ホテル滞在

2 国際機構

志村　恵
（海外派遣推
進委員会委員

長）

YKKタイ　海外インターンシッ
プ（春） ○ インターン

シップ YKKタイ タイ（バンコク）
全学対象
（春：事務系）
（U2年生以上）

2名 後半
2月中旬～2月下旬
2週間（先方と調整し
決定）

約15万円程度

・GS科目　「４D異文化体験（個人留学）」（2単位）
もしくは
・国際 / 人文 学類開講専門科目「異文化体験実習Ⅰ（海
外）」2単位　（担当：志村）
・3年生…各学類開講「インターンシップ」（学類によって取扱いがこ
となる。単位数も開講授業による）

・国際/人文学類 開講専門科目「異文化体
験実習Ⅰ（海外）」2単位（担当：志
村）

報告会兼説明会：2018/10/25
（木）昼　　角間キャンパス総合教育
棟A3

教育ビザ取得
ホテル滞在

12 国際機構

志村　恵
（海外派遣推
進委員会委員

長）

HIS　海外インターンシップ
（夏） ○ インターン

シップ
HISタイ
HISベトナム ベトナム・タイ 全学対象

（U2年生以上）
各国2名程
度 前半

8月中旬以降～9月末
までの
2週間（先方と調整し
決定）

約15万円程度

・GS科目　「４D異文化体験（個人留学）」（2単位）
もしくは
・国際 / 人文 学類開講専門科目「異文化体験実習Ⅰ（海
外）」2単位　（担当：志村）
・3年生…各学類開講「インターンシップ」（学類によって取扱いがこ
となる。単位数も開講授業による）

・国際/人文学類 開講専門科目「異文化体
験実習Ⅰ（海外）」2単位（担当：志
村）

ホテル滞在
英語力は自分の考えていることを英語にでき
る程度の会話力が必要

13 国際機構
協力：米山　猛
（理工機械工

学系）

ドイツ　アーク　海外インターン
シップ ○ インターン

シップ

(株)アーク
P+Z Engineering GmbH　（日
系企業）

ドイツ
（ミュンヘン）

理工学域4年～
自然科学研究科
（機械工学知識
又は材料知識に精
通かつ3DCAD使
用経験必要）

2-3名程度 秋 10月初旬～下旬
3週間 約20万円程度

・理工教務係に確認の上決定
（下記は昨年度実績）
　※U4　理工・機械工学類　…　「学外技
術体験実習」B　2単位
　※自然科学研究科『国際研究インターン
シップ』（担当：各専攻長）２単位

現地宿泊費 及び 現地での昼食代支給
先方担当者による面談での選考あり
【必須】機械工学知識又は材料知識に精
通かつ3DCAD使用経験お持ちの方
【歓迎】英語「読み」・「書き」・「聞く」・「話
す」のいずれかが中級レベル以上　TOEICス
コア600が目安

14 国際機構

堤　敦朗
（国際機構）
協力：中村 浩

二
（客員教授）

海外インターンシップ＋文化
交流プログラム
～フィリピン文化交流＆世界
遺産イフガオ棚田インターン
シップ体験～

○
インターン
シップ＋
文化交流

国立イフガオ州大学、
独立行政法人国際協力機構
JICA、三井物産等

フィリピン
（マニラ・ルソン
島イフガオ棚
田）

全学対象 6-12名 後半 3月14日(木)～3月25
日(月) 12日間 15-20万程度

・GS科目：「4D異文化体験（個人留学）」（1単位）
もしくは
・国際学類専門科目　「異文化体験実習Ⅰ（海外）」1単位
（担当:志村）

国際学類　開講専門科目「異文化体験実
習Ⅰ（海外）」1単位（担当:志村）

説明会：2018年10月17日（水）
お昼休み(総合教育棟A3)

ホテル・協定校の寮に滞在
協定校での研修（レクチャー・ワークショップ・
プレゼンテーション）と学生交流、現地でのイ
ンターンシップ体験、世界農業遺産の維持
管理・修復・調査・現地担当者のサポート
業務等の活動・意見交換、及びマニラの各
種研修機関の訪問など

1 国際機構

志村　恵
（海外派遣推
進委員会委員

長）

JTBマレーシア　ベルジャヤ海
外インターンシップ　（夏）

○（2か月
分）

ビジネス
英語研修
＋インター
ンシップ

ベルジャヤ大学 （Berjaya
University college of
Hospitality）+
ベルジャヤグループ系列企業

マレーシア（クア
ラルンプール） 全学対象 3-4名程度 後半

8/20（月）～9/21
（金）　5週。（渡航は
前後の週末）

（JASSO2か月分として
5週間へ変更）

約40万円～

・GS科目：4D「異文化体験（個人留学）」 5単位
もしくは
・以下①～②から最大 5単位履修可
①「異文化体験実習Ⅰ（海外）」（※1）
②「学域GS言語科目Ⅰ・Ⅱ」1～2単位（人社学生のみ履修
可。※１・2）
※1　語学試験で　「異文化体験実習Ⅱ」追加2単位の修得可。
※2　学域GS言語科目は未修得分に限って履修可。
※3　履修できる科目単位及びその内訳の詳細については，説明
会及び担当者に確認すること。
・3年生…　各学類開講「インターンシップ」（学類によって取扱いが
ことなる。単位数も開講授業による）

 国際/人文学類 開講専門科目　「異文化
体験実習Ⅰ&Ⅱ（海外）」5単位+2単位
（担当：志村）

JTB斡旋。2週間をビジネス英語（他大学
合同）＋3週間をベルジャヤ系列企業でイ
ンターン。
　8/20（月）～9/1（土）2週　ビジネス
英語
　　9/3（月）～9/21（金）3週　イン
ターン

分野: 観光・ホテル・開発・サービス・食品・
カフェ・販売・IT・不動産・マーケティング・総
務事務・インフォメーションデスク・広告プロ
モーション業・マーケティング・建築・幼児教
育・TV映画配信・病院事務・介護やリハビリ
施設での事務など

2 国際機構

志村　恵
（海外派遣推
進委員会委員

長）

JTBマレーシア　ベルジャヤ海
外インターンシップ　（春）

○（2か月
分）

ビジネス
英語研修
＋インター
ンシップ

ベルジャヤ大学 （Berjaya
University college of
Hospitality）+
ベルジャヤグループ系列企業

マレーシア（クア
ラルンプール） 全学対象 3-4名程度 後半

2月～3月の春季休暇
中で
5週　先方指定
（JASSO2か月分として
5週間へ変更）

約40万円～

・GS科目：4D「異文化体験（個人留学）」 5単位
もしくは
・以下①～②から最大 5単位履修可
①「異文化体験実習Ⅰ（海外）」（※1）
②「学域GS言語科目Ⅰ・Ⅱ」1～2単位（人社学生のみ履修
可。※１・2）
※1　語学試験で　「異文化体験実習Ⅱ」追加2単位の修得可。
※2　学域GS言語科目は未修得分に限って履修可。
※3　履修できる科目単位及びその内訳の詳細については，説明
会及び担当者に確認すること。
・3年生…　各学類開講「インターンシップ」（学類によって取扱いが
ことなる。単位数も開講授業による）

 国際/人文学類 開講専門科目　「異文化
体験実習Ⅰ&Ⅱ（海外）」5単位+2単位
（担当：志村）

JTB斡旋。2週間をビジネス英語（他大学
合同）＋3週間をベルジャヤ系列企業でイ
ンターン。

分野: 観光・ホテル・開発・サービス・食品・
カフェ・販売・IT・不動産・マーケティング・総
務事務・インフォメーションデスク・広告プロ
モーション業・マーケティング・など

10

11

15
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Ｈ30年度　金沢大学学生海外派遣プログラム一覧【公式プログラム】 Ｈ30.10.24現在 別紙様式

No. 枝番 新規 部局 担当教員
（氏名・所属） プログラム名 JASSO GP 留学Ｑ 形態 派遣先機関名 派遣国

(都市名等) 対象 募集人数 費用 単位付与の授業名
（新カリキュラム）

単位付与の授業名
（旧カリキュラム（4年以上）） 説明会等　日時・場所 備　　　考実施期間

16 ○ 国際機構 留学企画課
留学推進係

台湾　エバーグリーン海外イン
ターンシップ ○ インターン

シップ Evergreen 台湾（台北）
全学対象
（2年生以上推
奨）

4名 前半

2018.8.27（月） ～
9/6（木）（11
days）
渡航はその前後

約10万程度

・GS科目：「4D異文化体験（個人留学）」（1単位）
もしくは
・国際学類専門科目　「異文化体験実習Ⅰ（海外）」1単位
（担当:志村）

国際学類　開講専門科目「異文化体験実
習Ⅰ（海外）」1単位　（担当:志村）

宿泊費（ダブルルーム）と食事の一部につ
いては先方(財團法人張榮發基金會)が負
担予定。
本インターンでは、主にチャリティ部署やオーケ
ストラ楽団での業務補佐を行うため、慈善活
動に興味のある学生を募集。
英語でコミュニケーションがとれる学生（中国

1 ○ 国際機構

岡田彩・小川道
大・黒川英徳

（基幹教育　４
D担当）

CIEE国際ボランティアプロジェ
クト　（夏） ○

インターン
シップ・ボ
ランティア

学生の希望によって異なる

指定国（ヨー
ロッパ・アジア・北
米・中米）30カ
国

全学対象
（学域1～3年生
推奨）

上限なし
（10名程度
を想定）

前半

8月～9月の夏季休暇
中で
2～3週程度　もしくは
4週程度

2～3週程度…
約20万～25万
~（地域やフラ
イトによる）
4週程度…約
23万～28万
（地域やフライ
トによる）

GS科目：「4D異文化体験（CIEE国際ボランティアプロジェク
ト）」（2～3週程度で1単位、4週以上で2単位）

合同説明会（1回目）：
2018/4/24（火）昼　　角間キャン
パス総合教育棟C10
合同説明会（2回目）：
2018/5/10（木）昼
角間キャンパス総合教育棟C10

環境保護・整備・古城や教会など歴史ある建物
の修復・地元のサマーキャンプの手伝い・地元の子
供達との触れ合い・福祉活動・文化交流・農作
業・ウミガメの保護など（夏季は約800プロジェクト
から選択可能）
※活動時間はプロジェクトによって変動するため、
本学の公式プログラムは8-9月開催の2～3週程
度（４週未満）で1単位、もしくは4週以上で2
単位のどちらかでの参加とする（履修登録は、基
幹教育GS科目４D異文化体験のみとなる）
※JASSO奨学金対象者は履修登録が可能な学
生のみとするため学域1～3年生のみとなる。

2 国際機構 岡田彩（基幹
教育）

CIEE国際ボランティアプロジェ
クト　（春）

インターン
シップ・ボ
ランティア

学生の希望によって異なる

指定国（ヨー
ロッパ・アジア・北
米・中米）30カ
国

全学対象
（学域1～3年生
推奨）

上限なし
（10名程度
を想定）

前半

2月～3月の夏季休暇
中で
2～3週程度　もしくは
4週程度

2～3週程度…
約20万～25万
~（地域やフラ
イトによる）
4週程度…約
23万～28万
（地域やフライ
トによる）

GS科目：「4D異文化体験（CIEE国際ボランティアプロジェク
ト）」（2～3週程度で1単位、4週以上で2単位）

説明会：2018/11/9（金）昼
角間キャンパス総合教育棟C10

※活動時間はプロジェクトによって変動するため、
本学の公式プログラムは2-3月開催の2～3週程
度（４週未満）で1単位、もしくは4週以上で2
単位のどちらかでの参加とする（履修登録は、基
幹教育GS科目４D異文化体験のみとなる）

1 ○ 国際機構

岡田彩・小川道
大・黒川英徳

（基幹教育　４
D担当）

CIEE海外専門ボランティア
（夏） ○

インターン
シップ・ボ
ランティア

学生の希望によって異なる

オーストラリア・
ニュージーラン
ド・ベトナム・イン
ドネシア・カナダ・
アメリカ

全学対象
3名程度～
上限なし 前半

8月～9月の夏季休暇
中で
1～4週程度

参加費用は行
き先によって変
動（備考参
照）

・GS科目：「4D異文化体験（CIEE専門ボランティア）」（１週
１単位、2週2単位、3週3単位、4週4単位）
もしくは
・国際 / 人文 学類開講専門科目「異文化体験実習Ⅰ（海
外）」1～4単位 （※1単位での人文学類開講はなし）（担当:
志村）

国際学類 開講専門科目　「異文化体験実
習Ⅰ（海外）」1～4単位（※1単位での
人文学類開講はなし）（担当:志村）

合同説明会（1回目）：
2018/4/24（火）昼　　角間キャン
パス総合教育棟C10
合同説明会（2回目）：
2018/5/10（木）昼
角間キャンパス総合教育棟C10

※1週での参加（研修期間が８日以上ない）場合は、
JASSO対象者にならない。
オーストラリア・ニュージーランド…　環境保護/チャイルドケ
ア
　　1週～4週（AZ/NZ環境保護）　　約23万、27
万、30万、33万
　　2週～4週（AZ_チャイルドケア）　約39万、43万、
48万
　　2週～4週（NZ_チャイルドケア）　約37万、41万、
45万
ベトナム（ホーチミン・ハノイ）…　児童福祉,
　　2週～4週（VN）　約23万、24万、25万
インドネシア（スマラン・中部ジャワ）…日本語クラスサ
ポート、
　　3週～4週（IDN)　約23万、24万
カナダ…地域サポート/環境保護/アニマルケア
　　2週～4週（CA）　約40万、43万、46万
アメリカ（サンフランシスコ)…NPO活動支援/チャイルドケ
ア/日本語教師アシスタント/シニア福祉
　　2週～4週（USA_その他）　約45万、49万、51
万
アメリカ（ソルトレイク・フェニックス）…教師アシスタント
　　2週～4週（USA_教師補助）　約43万、46万、
50万

2 ○ 国際機構 岡田彩（基幹
教育）

CIEE海外専門ボランティア
（春）

インターン
シップ・ボ
ランティア

学生の希望によって異なる

オーストラリア・
ニュージーラン
ド・ベトナム・イン
ドネシア・カナダ・
アメリカ

全学対象 上限なし 前半
2月～3月の春季休暇
中で
1～4週程度

参加費用は行
き先によって変
動（備考参
照）

・GS科目：「4D異文化体験（CIEE専門ボランティア）」（１週
１単位、2週2単位、3週3単位、4週4単位）
もしくは
・国際 / 人文 学類開講専門科目「異文化体験実習Ⅰ（海
外）」1～4単位 （※1単位での人文学類開講はなし）（担当:
志村）

国際学類 開講専門科目　「異文化体験実
習Ⅰ（海外）」1～4単位（※1単位での
人文学類開講はなし）（担当:志村）

説明会：2018/11/9（金）昼
角間キャンパス総合教育棟C10 ※1週での参加（研修期間が８日以上ない）場合は、

学内奨学金対象者にならない。

19 人間社会学域

中村誠一
（国際文化資
源学研究セン

ター）

マヤ文明世界遺産における
文化資源学体験プログラム
～2018　ティカル国立公園
（世界複合遺産：グアテマ
ラ）～

○
インターン
シップ・専
門実習

派遣先機関：グアテマラ文化自然遺産
副省、グアテマラ・デルバジェ大学
協力機関：在グアテマラ日本大使館、
JICAグアテマラ、フローレス市役所、技術
協力：凸版印刷株式会社

グアテマラ
（グアテマラ・シ
ティ、フローレ
ス）

全学
U2年生以上，
M1年生以上

6人程度 前半 2018年9/16-9/27 25万円程度

・ＧＳ科目「４Ｄ異文化体験（個人留学）」1単位
・国際学類開講専門科目　「異文化体験実習Ⅰ・Ⅱ（海外）」1
単位（担当:古市）
・3年生→各学類、専攻で開講される「インターンシップ」科目（ただ
し詳細は各学類によって異なる）

・国際学類開講専門科目「異文化体験実
習Ⅰ・Ⅱ（海外）」（担当:古市）
もしくは
・各学類、専攻で開講される「インターンシッ
プ」科目 （ただし所属や専攻によって異な
る）

４月下旬に説明会開催予定
ポータルやＨＰにて周知予定

●早稲田大学国際教養学部の学生2名も
参加する。
●グアテマラ協定校2校の学生と学術・文化
交流を行う。
●世界遺産「ティカル国立公園」の発掘調
査や修復保存活動、管理運営活動への参
加
●世界遺産周辺コミュニティでのボランティア
活動への参加

1 人間社会学域 志村 恵
(国際) ワイカト語学研修 夏 ○ 語学研修 ワイカト大学 ニュージーランド

（ワイカト） 全学 各日程20名 前半

夏休み中(3週間）
①8/6（月）～8/24
（金）
②8/20（月）～9/7
（金）
③9/10（月）～9/28
（金）

45万～

・GS科目：4D「異文化体験～ワイカト」 3単位
もしくは
・以下①～③から最大 3単位履修可
①「異文化体験実習Ⅰ（ニュージーランド）」 3単位（※1），
②「異文化体験実習Ⅰ（海外）」（※1），
③「学域GS言語科目」（人社学生のみ履修可※2）
※1　語学試験で　「異文化体験実習Ⅱ」追加2単位の修得可。
※2　学域GS言語科目は未修得分に限って履修可。
※3　履修できる科目単位及びその内訳の詳細については，説明
会及び担当者に確認すること。

 国際学類専門科目「異文化体験実習Ⅰ
（ニュージーランド）」3単位（語学試験で
「異文化体験実習Ⅱ（ニュージーランド）」
追加2単位）（志村）※通常の授業とは
別立てとして、志村先生による別枠授業とし
て事後研修を行う。事前研修は各プログラム
コーディネーターが担当。

説明会　2018.5/7（月）　昼
総合教育棟　Ｂ7

ホームステイ　多国籍クラスメート
授業料、ホームステイ費用＋毎３食、
現地到着、出発時の空港⇔ステイ先間の
往復送迎込
現地日本人スタッフ、及び日本事務所あり。

2 人間社会学域 志村 恵
(国際学類) ワイカト語学研修　春 ○ 語学研修 ワイカト大学 ニュージーランド

（ワイカト） 全学 各日程20名 後半

春休み中(3週間）
①2019.2/11（月）
～3/1（金）
②2019.2/18（月）
～3/8（金）
③2019.2/25(月）～
3/15（金）

45万～

・GS科目：4D「異文化体験～ワイカト」 3単位
もしくは
・以下①～③から最大 3単位履修可
①「異文化体験実習Ⅰ（ニュージーランド）」 3単位（※1），
②「異文化体験実習Ⅰ（海外）」（※1），
③「学域GS言語科目」（人社学生のみ履修可※2）
※1　語学試験で　「異文化体験実習Ⅱ」追加2単位の修得可。
※2　学域GS言語科目は未修得分に限って履修可。
※3　履修できる科目単位及びその内訳の詳細については，説明
会及び担当者に確認すること。

 国際学類専門科目「異文化体験実習Ⅰ
（ニュージーランド）」3単位（語学試験で
「異文化体験実習Ⅱ（ニュージーランド）」
追加2単位）（志村）※通常の授業とは
別立てとして、志村先生による別枠授業とし
て事後研修を行う。事前研修は各プログラム
コーディネーターが担当。

未定

ホームステイ　多国籍クラスメート
授業料、ホームステイ費用＋毎３食、
現地到着、出発時の空港⇔ステイ先間の
往復送迎込
現地日本人スタッフ、及び日本事務所あり。

20

17

18
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21 人間社会学域

志村 恵
(国際)

菅原 裕文
(人文)

田中 俊之
(人文)

世界遺産に学ぶヨーロッパの
美術・建築・歴史研修

×
追加採択A
←希望しな

い。

専門実習 ゲント大学

ベルギー（ゲン
ト）、ドイツ（ケ
ルン・アーヘ
ン）、オランダ
（アムステルダ
ム）

全学 10名 前半 夏休み中(10日程度・
予定） 42万～

4D異文化体験（個人留学）1単位
もしくは
国際 / 人文 専門科目「異文化体験実習Ⅰ（海外）」2単位

国際 / 人文　専門科目「異文化体験実習
Ⅰ（海外）」2単位

説明会　　5月開催予定
プログラム概要や申込みはポータルや
ＨＰにて周知予定
『国際交流・留学』Weｂ
http://sgu.adm.kanazawa-
u.ac.jp/international/opportuni
ties/index.html

・ホテル滞在
・英語使用
・ヨーロッパのベルギー（ブリュッセル・ゲント）・オラ
ンダ（アムステルダム）・ドイツ（ケルン）を回り、
美術史や西洋史、建築などにポイントを置いた内
容を予定。各種美術館、歴史的建造物訪問、
西欧文化遺産見学、ゲント大学生との学生交
流・ワークショップ・ディスカッション等あり。
・ヨーロッパ歴史美術専門教員による引率あり。

22 人間社会学域 石黒盛久
（国際）

アルカラ大学附属アルカリンガ
語学校スペイン語・スペイン文
化体験プログラム

○
追加採択A 語学研修 アルカラ大学 スペイン（アルカ

ラ） 全学域・全学年 各日程　10
人 後半

チョイス１：2019.3/3
～3/19　（17日間）
チョイス２：2019.3/3
～3/26　（24日間）
予定

17日間：30～
40万円程度
24日間：36～
45万程度
（参加者数によ

・共通教育科目：ＧＳ科目４Ｄ「異文化体験～アルカラ大学
（スペイン）」
・専門科目（国際）：　「異文化体験実習Ⅰ（スペイン）」「異
文化体験実習II（スペイン）」

・専門科目（国際）：
　「異文化体験実習Ⅰ（スペイン）」「異文
化体験実習II（スペイン）」

未定 HISを通じた他大学との合同スペイン語研
修。

23 人間社会学域 守屋　哲治
（学校教育）

リーハイ大学教育研修プログ
ラム 専門実習 リーハイ大学 アメリカ合衆国 学校教育学類全

学年 6人 後半 2019.2.16~2019.3.
2 30万円程度 学域GS言語科目 未定

24 人間社会学域

佐藤　文彦
（人文）
志村　恵
（国際）
早川　文人

（基幹教育）

レーゲンスブルク大学-デュッセ
ルドルフ大学・現代ドイツ研修
プログラム

○ 語学研修 レーゲンスブルク大学-デュッセルドルフ
大学

ドイツ（レーゲン
ス・デュッセルドル
フ）

U2-3年生を中心 25人 前半 2018.8.24～
2018.9.21 約32万円

ＧＳ科目：４D異文化体験～レーゲンスブルク大学・デュッセルド
ルフ大学ドイツ語サマーコース
（時間割番号 74D0c.02）　4単位
もしくは
学類専門科目「異文化体験実習Ⅰ」（4単位）

学類専門科目「異文化体験実習Ⅰ」（4単
位）あるいは共通教育科目「海外異文化体
験学習」（4単位）

2018年4月11日（水）・13日
（金）16：30～
場所は人間社会第1講義棟206講
義室

＜参加条件＞本学のドイツ語共通科目A1
～A4の履修および一学期のドイツ語コミュニ
ケーション科目の履修が妥当
引率あり（担当学生が引率・事前事後研
修等の指導にも参加）
信州大学と合同（4名）

25 人間社会学域

塚脇　真二
（環日本海域
環境研究セン

ター）

アンコール遺跡整備公団学
生インターンシップ ○ ○

インターン
シップ・専
門実習

アンコール遺跡整備公団
カンボジア
（アンコール世
界遺産）

国際学類を中心と
する全学類
U2年生以上，
M1年生以上

金大10名，
他大学参加
者2名（合
計12名）
6枠申請中

前半 2018.8.19～
2018.9.2 16万円程度

・3年生→各学類で開講される「インターンシップ」科目
・人社2年生→「異文化体験実習Ⅰ」
理工・医薬保健2年生→GS科目　「異文化体験」

・　人社4年生→「異文化体験実習Ⅰ」
・　理工・医薬保健4年生⇒共通教育科目
「海外異文化体験学習」

【説明会】
国際学類生向け国際学類インターン
シップオリエンテーション：4月6日
全学生向け：4月10日

申込〆切：5月23日
選考会：5月29日
共催大学4名（計8名）
第1回事前学習会（6月20日）
第2回事前学習会（7月4日）
第3回事前学習会（8月3日）
現地プログラムの開始（8月19日）
現地プログラムの終了（9月1日）
成果報告会（10月17日：公立小松大
学）
成果報告会（10月18日：金沢大学）

26 人間社会学域

塩谷雅弘
佐藤秀樹
正木響

杉橋やよい
（経済）

生きた英語を学び、多文化
＆アジアビジネスを体感する
＠シンガポール

○ ○ 語学研修

South East Asian Ministers of
Education Organization Regional
Language Center　(略称、SEAMEO
RELC)

シンガポール
（シンガポー
ル）

学類生2年以上 15人 前半 2018.8.25～
2018.9.8 ３０万円程度 学域GS言語科目I,Ⅱまたは経済学特講C

（2年および3年）
経済学特講C
（4年以上）

以下の要領で開催予定
4月11日(水)12:15-12:45
4月18日(水)12:15-12:45
両日とも、場所は、人間社会第1講義
棟301講義室。

27 人間社会学域 足立　英彦
（法）

エジンバラ大学法律英語研
修 ○

語学研修
＋学外実

習等
エジンバラ大学 イギリス・エジン

バラ

法学類，人社環
研法学・政治学専
攻，同人間社会
環境学専攻法学・
政治学コース，法
務研究科（すべて
全学年）

10人 後半 2019年2月～3月の三
週間

45～50万円程
度

「学域GS言語科目」2単位＋法学類「海外語学研修」2単位また
は法学類「海外語学研修」4単位 法学類「海外語学研修」4単位

2018年7月5日（木）12:10-
12:50 人社第1講義棟101
2018年7月10日（火）12:10-
12:50 総合教育棟2階A3

関西学院大学の学生２名も同行する。

1 人間社会学域 結城　正美
（国際）

先住民文化学習を組み込ん
だ英語短期研修　9月　ユー
コンカレッジ

○ ○ 語学研修 ユーコンカレッジ
カナダ
（ホワイトホー
ス） 全学年・全学域 17人 前半

2018年8月31日（出
国・現地到着）～9月
23日（日本到着）

45万円程度

・GS科目：4D「異文化体験～ユーコンカレッジ」 3単位
もしくは
・以下①～③から最大 3単位履修可
①「異文化体験実習Ⅰ（カナダ）」 3単位（※1），
②「異文化体験実習Ⅰ（海外）」（※1），
③「学域GS言語科目」（人社学生のみ履修可※2）
※1　語学試験で　「異文化体験実習Ⅱ」追加2単位の修得可。
※2　学域GS言語科目は未修得分に限って履修可。
※3　履修できる科目単位及びその内訳の詳細については，説明
会及び担当者に確認すること。

「異文化体験実習Ⅰ（カナダ）」３単位
（語学試験で　「異文化体験実習Ⅱ（カナ
ダ）」追加2単位）

説明会
4月12日（木）お昼
総合教育棟B5講義室

ホームステイ
金大専用クラス

2 人間社会学域 結城　正美
（国際）

先住民文化学習を組み込ん
だ英語短期研修　3月　ユー
コンカレッジ

○ ○ 語学研修 ユーコンカレッジ
カナダ
（ホワイトホー
ス） 全学年・全学域 17人 後半 2019年3月予定 50万円程度

・GS科目：4D「異文化体験～ユーコンカレッジ」 3単位
もしくは
・以下①～③から最大 3単位履修可
①「異文化体験実習Ⅰ（カナダ）」 3単位（※1），
②「異文化体験実習Ⅰ（海外）」（※1），
③「学域GS言語科目」（人社学生のみ履修可※2）
※1　語学試験で　「異文化体験実習Ⅱ」追加2単位の修得可。
※2　学域GS言語科目は未修得分に限って履修可。
※3　履修できる科目単位及びその内訳の詳細については，説明
会及び担当者に確認すること。

「異文化体験実習Ⅰ（カナダ）」３単位
（語学試験で　「異文化体験実習Ⅱ（カナ
ダ）」追加2単位）

説明会
未定

ホームステイ
金大専用クラス

29 人間社会学域
（学校教育）

山本　卓
（学校教育）

台北市の小中学校における
英語教科の教育実習プログ
ラム

○ 専門実習 国立台湾師範大学 台湾（台北）
学校教育学類
U3-4年生
（例外可）

5名 後半 2019.3～2019.3 12～15万円程
度

学校教育学類「異文化理解」
または
「学域GS言語科目」

学校教育学類「異文化理解」 2018年10月予定
　人間社会5号館

30 人間社会学域 岩津 航

（人文） オルレアン研修 ○
追加採択A 語学研修 オルレアン大学 フランス Ｕ2以上

全学対象 6人 2018.8.31～
2018.9.25 48万円程度

共通教育科目（GS科目）4D 異文化体験～オルレアン大学
（フランス）・夏
専門科目（人間社会学域）異文化体験実習I

専門科目（人間社会学域）異文化体験
実習I

４月9日16:30 人社第1講義棟
202 4月12日16:30 人社第1講義
棟202

富山大学と現地で合同授業

31 ○
人間社会学域
（学校教育）

本所　恵
（学校教育）

スウェーデン教育研修プログラ
ム ○ 専門実習 スウェーデン王立工科大学 スウェーデン（ス

トックホルム）
U2以上
全学対象 5人 後半 2019.3.10~2019.3.

23（予定） 38万円程度 学域GS言語科目 I II （2単位分） 異文化理解（2単位）（学校教育学類の
み） 未定

現地の小中高校および教育研究関連施設
での見学実習
スウェーデン王立工科大学学生との交流
英語によるプレゼンテーション、およびレポート
の提出

32

人間社会学域
＋

国際基幹教育
院

趙菁
（基幹教育）

上田 望
（人文）

中国語海外語学研修 語学研修 国立台湾師範大学 台湾（台北）
中国語Aの8単位
を全て取得済みの
2年生以上

6人程度 前半 2018.8.4～8.25 23万円程度

共通教育科目（GS科目）「4D 異文化体験～台湾師範大学
（台湾）・8月」
専門科目（人間社会学域）「異文化体験実習Ⅰ（中国）」
（人間社会学域）、「海外語学研修」（法）

専門科目（人間社会学域）「異文化体験
実習Ⅰ（中国）」（人間社会学域）、「海
外語学研修」（法）

第1回説明会：2018年4月10日
（火）と12日(木）昼休み・総合教
育棟D9
第2回説明会：2018年6月19日
(火）昼休み・総合教育棟B2

28
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33

人間社会学域
＋

国際基幹教育
院

趙菁
（基幹教育）

上田 望
（人文学類）

中国語海外語学研修 語学研修 北京語言大学 中国（北京）
中国語Aの8単位
を全て取得済みの
2年生以上

6人程度 前半 2018.8.1～8.30 23万円程度

共通教育科目（GS科目）「4D  異文化体験～北京語言大学
（中国）・8月」
専門科目（人間社会学域）「異文化体験実習Ⅰ（中国）」
（人間社会学域）、「海外語学研修」（法）

専門科目（人間社会学域）「異文化体験
実習Ⅰ（中国）」（人間社会学域）、「海
外語学研修」（法）

第1回説明会：2017年4月11日
（火）と13日(木）昼休み・総合教
育棟D9
第2回説明会：2017年6月12日
(火）昼休み・総合教育棟B2

34 理工学域 三浦　伸一
（数物科学）

数物科学東アジア学生交流
プログラム ○

インターン
シップ・専
門実習

バンドン工科大学 インドネシア
（バンドン）

全学年
数物科学類 13名 前半 2018.9 9万円程度 特別講義（数物科学国際交流Ａ） 特別講義（数物科学国際交流Ａ）

35 理工学域 田中　茂雄
（機械工学）

モンクット王工科大学トンブリ
校（タイ）との理工系教育
研修プログラム

○
インターン
シップ・専
門実習

モンクット王工科大学トンブリ タイ 理工学域3，4年
M1，2含む 50名 前半 2018.8.8～

2018.9.10 25万円程度 国際研修B

・理工学域：各学類の海外インターンシップ
対応科目
・自然科学研究科：国際研究インターンシッ
プ

①2018.4.12　16:30-17:30
②2018.4.17　16:30-17:30
自然科学本館101講義室にて募集
説明会

36 理工学域 岩井 智昭
(機械工学)

マレーシア工科大学MJIIT研
修プログラム ○ 〇

インターン
シップ・専
門実習

マレーシア工科大学，マレーシア日
本国際工学院(MJIIT) マレーシア 機械工学類(4

年，M1,2含む） 10名 前半 ３週間程度 15万円程度 国際研修B
国際研究インターンシップ（大学院生，２
単位）
学外技術体験実習B（学類生，２単位）

37 理工学域
八木谷 聡
唐堂　由其
(電子情報)

中国研修（浙江大学，上
海交通大学）プログラム ○ 〇

インターン
シップ・専
門実習

浙江大学
上海交通大学

中国（杭州，
上海）

電子情報学類4
年，M1,2含む 10名 ２週間（時期は調整

中） 11万円程度 国際研修AまたはB ・インターンシップ科目(B4～)
・国際研究インターンシップ(M)

38 自然科学研究
科

池本　良子
(環境デザイン)

国際環境技術者育成のため
の海外研修プログラム ○

インターン
シップ・専
門実習

清華大学，カンボジア工科大学 中国，カンボジ
ア

自然研ETIC特別
コース 10名 前半

2018.8.3-
2018.8.16（清華）
2018.8.12-
2018.8.20（カンボジ
ア）

15万円~20万
円 環境技術海外研修 環境技術海外研修

1 理工学域 砂田　哲
（機械工学） アメリカ短期留学プログラム 語学研修 フロリダ工科大附設ELS アメリカ 理工学域１，２

年 20名 前半
2018.8.19～
2018.9.2
（２週間）

50万円程度 GS異文化体験（共通教育２単位）

2018.4.4，4.5　自然科学大講義
棟にてオリエンテーション開催
2018.4.16　12:10-12:50　総合
教育講義棟A2講義室にて募集説明
会

2 理工学域 砂田　哲
（機械工学） アメリカ短期留学プログラム 語学研修 フロリダ工科大附設ELS アメリカ 理工学域１，２

年 20名 前半
2018.9.2～
2018.9.16
（２週間）

50万円程度 GS異文化体験（共通教育２単位）

2018.4.4，4.5　自然科学大講義
棟にてオリエンテーション開催
2018.4.16　12:10-12:50　総合
教育講義棟A2講義室にて募集説明
会

40 理工学域 砂田　哲
（機械工学） ベトナムグローバル研修ツアー ○ 語学研修 ホーチミン市理科大学 ベトナム 理工学域２年以

上 30名 前半
2018.8.16～
2018.8.31
（２週間）

34万円程度 GS異文化体験（共通教育１単位），国際研修A（専門１単
位） ・インターンシップ科目(B3～)

①2018.4.9　12:10-12:50
②2018.4.9　16:30-17:30
③2018.4.19　12:10-12:50
④2018.4.19　16:30-17:30
自然科学本館101講義室にて募集
説明会

41 理工学域 森下知晃
(自然システム)

フィリピンにおける自然災害の
理解とその対応:室内・野外
実習を通した体験型プログラ
ム

○
インターン
シップ・専
門実習

フィリピン国立大学ディリマン校 フィリピン
（ケソン）

自然システム学類
3，4年生 12名 後半 2019.3予定

8日間 15万円以下 ３年次選択科目「地球学巡検２」 ３年次選択科目「地球学巡検２」
2018.4　自然システム学類オリエン
テーションまたは４月中の地球学ゼミ
ナール1

42 理工学域

石島　達夫
八木谷 聡
上杉　喜彦
(電子情報)

ミャンマー国際研修 ○
インターン
シップ・専
門実習

ヤンゴン工科大
マンダレー工科大 ミャンマー 電子情報学類４

年，M1,2含む 6名 前半 2週間程度 18万円程度 ・学外体験実習B(B４～)
・国際研究インターンシップ(M)

43 自然科学研究
科

名古屋　創
(数物科学)

トゥール大学との数学・理論
物理学研修プログラム ○

インターン
シップ・専
門実習

トゥール大学 フランス 数物科学専攻
M,D 4名 3ヶ月以内 32万円程度 ・国際研究インターンシップ(M)

・数物科学国際特別インターンシップ（D）

44 理工学域 大塚　浩史
(数物科学)

チェコ工科大での数物科学研
修プログラム ○

インターン
シップ・専
門実習

チェコ工科大学 チェコ 数物科学類2，3
年 10名 後半

2019.2.19～
2019.3.16
（調整中）

25万円程度 特別講義（数物科学国際研修Ａ・Ｂ）（各1単位） 特別講義（数物科学国際研修Ａ・Ｂ）
（各1単位）

45 理工学域 木村　正人
(数物科学)

数物科学の教育国際化プロ
グラム ○

インターン
シップ・専
門実習

チェコ工科大学，カザン連邦大学，アイ
ントホーフェン工科大学，カールスタード大
学，ロレーヌ大学等

チェコ，ロシア，
オランダ，ス
ウェーデン，フラ
ンス等

数物科学類4年,
数物科学専攻
M,D

６名 30万円程度 特別講義（数物科学国際研修Ａ・Ｂ）（各1単位）

・特別講義（数物科学国際研修Ａ・Ｂ）
（各1単位）(B４)
・国際研究インターンシップ(M)
・数物科学国際特別インターンシップ（D）

46 理工学域 砂田　哲
（機械工学） 台湾研修プログラム ○

インターン
シップ・専
門実習

国立台北科技大学 台湾
（台北）

理工学域２年以
上 30名 前半 2018.8.20～

2018.9.3 26万円程度 共通教育科目「異文化体験（1単位）」及び専門教育科目「国
際研修A（1単位）」 インターンシップ科目

①2018.4.9　12:10-12:50
②2018.4.9　16:30-17:30
③2018.4.19　12:10-12:50
④2018.4.19　16:30-17:30
自然科学本館101講義室にて募集
説明会

全学類対象だが内容は土木・機械系が中
心

47 自然科学研究
科

自然科学研究
科長（役職指
定）

カザン連邦大学理工系短期
留学プログラム ○

インターン
シップ・専
門実習

カザン連邦大学 ロシア 自然科学研究科
M1，2年 7名 前半

カザン
①2018.8.20-
2018.8.31
②2018.8.20-
2018.9.14
③2018.8.20-
2018.9.18
極東
2018.8.20-
2018 8 30

10万円程度，往
復交通費は世界
展開力事業費か

ら支給予定

国際研究インターンシップ（修得済の場合は別途指示）

48 理工学域 長谷部　徳子

環日本海域の環境教育・研
究ネットワークに関する国際
的研究・技術者育成プログラ
ム

○

49 - 医薬保健学域 松尾　淳一
（薬）

2018年度シンシナティ短期
留学プログラム 〇 専門的実

習 シンシナティ大学 アメリカ
（シンシナティ）

学類2年生以上
薬学・保健学・医
学対象

20人（最少
催行人数10
名）

前半 2018.7.22～
2018.8.5 50万円程度

＜Ｈ30年度適用＞
共通教育科目「初学者ゼミＩＩ」1単位

専門教育科目「薬学英語Ｉ」1単位のうち0.5単位分
専門教育科目「薬学海外ＡＬ実習I」0.5単位

創薬科学専攻M海外研究科目「海外創薬科学研究Ⅰ」　1単位

専門科目「薬学研究Ⅰ」
専門科目「薬学研究Ⅳ」
専門科目「創薬科学研究Ⅰ」
創薬科学専攻D通年科目「薬科学特別研
究」　2単位のうちの一部

2018年1月23日
自然科学棟101講義室

最少催行人数に満たない場合は、行き先が
変更になる可能性があります。

50 医薬保健学域 尾崎　紀之
（医）

エジンバラ大学専門課程語
学研修プログラム（医学） ○ 語学研修 エジンバラ大学 イギリス

（エジンバラ）

医学類生のみ
全学年
（U1年生中心）

15名
最少催行人
数10名

後半 2019年3月中旬～3月
下旬（3週間） 50万～ 医学類学域GS言語科目「医学英語」 日時：10月9日　16:30～18:30

場所：医学類教育棟　第1講義室
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51 医薬保健学域 市村　宏
（医）

ベトナムの医科大学−金沢
大学医学類間における基礎・
臨床実習交流プログラム

○
インターン
シップ・専
門実習

ハノイ医科大学
ハイフォン医科薬科大学

ベトナム（ハノ
イ）

医学類3年次・6
年次

3年次3名
6年次2名
の5人

3年次…基礎研究室配
属（10月半ば～11
月）
6年次…応用臨床実習
（4月～７月の12週間
のうち1ターム（4週間程

約17万円 医学類3年次「基礎研究室配属」
医学類3年次「基本的基礎配属」
医学類6年次「応用基礎配属」，「応用臨
床実習」

3年生４月のウイルス学実習の際に簡
単な説明を行う。また、９月に基礎配
属学生の配属が決まる前にも、希望
学生に対して詳細な説明を行う。6年
生は前年度に個別に相談。

TOEIC650点程度以上

52 医薬保健学域 山本　靖彦
（医）

ハーバード大学医学部研修
プログラム ○

インターン
シップ・専
門実習

ハーバード大学 アメリカ（マサ
チューセッツ州） 医学類6年次 4名 前半 6月～7月（3-4週

間） 30万～ 医学類6年次「応用基礎配属」，「応用臨
床実習」

希望があれば随時個別相談　（ただ
し金沢大学における研究歴を有する
者に限る）

TOEIC650点程度以上

53 医薬保健学域

SCHNEIDER
ANDREW

EDISON（附属
病院研修医・専
門医総合教育

研究セン
　　ター）

米国ニューヨーク・プレクラーク
シップ海外医学研修プログラ
ム

-
インターン
シップ・専
門実習

・集中医学英語講座（Pace
University）5～6日間
 ・臨床医学シュミレーション（New
York College of Medicine）2～
3日間
・救急医学トレーニング（Phelps
Hospital）2～3日間
・その他（Research lab見学な
ど）2日間

アメリカ
（ニューヨーク）

研修医
大学院生（医薬
保健学総合研究
科医学博士課
程、先進予防医
学研究科博士課
程）
学類生（医学類5
年次）

8名（内研
修医3名） 前半 8月2週間 50万円程度必

要
医学類医学研究特設プログラム「実践医学
英語」

説明会：担当教員による研修内容や諸注
意の説明あり。（4月中旬の夕刻を予定）
周知方法：医学学務係の掲示板に公開
募集案内、医学類MRTプログラム参加者
には一斉メールで案内 （ 興味のある学生
は、できれば説明会以前にメールで連絡を
するよう案内する予定です）

54
医薬保健学総

合研究科
（医）

土屋　弘行
（医）

タイKhon Kaen大学−金沢
大学整形外科学教室間にお
ける臨床実習交流プログラム

○
インターン
シップ・専
門実習

Khon Kaen大学医学部整形外科 タイ（コンケーン
県）

医薬保健学総合
研究科機能再建
学（整形外科
学）　医学博士
課程D1～4

1ターム2名づ
つ
12人

後半

1月～3月の12週間を2
週間づつ6タームに分
け，整形外科学教室の
大学院生からひとりあたり
1ターム2週間の期間

17万～ 医薬保健学総合研究科医学博士課程1～4年メディカル・イノベー
ションコース「インターンシップ」など 個別相談

TOEIC600点程度
腫瘍，脊椎，関節，足の外科，手の外
科，スポーツの6つの研究室から2名づつ派
遣する。
すでに基礎的な臨床修練を行っている大学
院生を，整形外科学講座に受け入れてもら
い，外来および病棟での見学，また講座に
おける症例検討会やセミナーへの参加を経
験させてもらう。さらにキャダバーを使って手術
解剖や手術実習も行う。

55
医薬保健学総

合研究科
（医）

絹谷　清剛
（医）

ドイツ・ヴュルツブルク大学への
金沢大学大学院学生研究
派遣プログラム

○
インターン
シップ・専
門実習

ヴュルツブルク大学 ドイツ（ヴュルツ
ブルク）

医薬保健学総合
研究科　医学博
士課程D1～4

3名 随時（数週間～数ヶ
月） 50万～ 医薬保健学総合研究科医学博士課程1～4年メディカル・イノベー

ションコース「インターンシップ」など 個別相談

56

医薬保健学総
合研究科
（医）

先進予防医学
研究科

医薬保健学域

中村　裕之
（医）

先進予防医学における
WHO(世界保健機関）海
外研修

○
インターン
シップ・専
門実習

世界保健機関（ＷＨＯ）本部 スイス・ジュネー
ヴ

大学院生（医薬
保健学総合研究
科医学博士課
程、先進予防医
学研究科博士課
程）
学類生（医学類3
年次）

8名 後半 2018年10月14日～
21日 20万～

医薬保健学総合研究科医学博士課程「Up-to-dateセミナー
（公衆衛生学研究会）」
先進予防医学研究科「課題研究」
医学類3年次「基礎研究室配属」

医学類3年次「基本的基礎配属」 7月上旬に説明会と英語での面接を
実施する。

TOEIC600点程度以上であることが望まし
い。

1 医薬保健学域
河﨑　洋志
野村　英樹

（医）

台北医学大学−金沢大学
医薬保健学域間における臨
床実習交流プログラム（医
学）

○
インターン
シップ・専
門実習

台北医学大学
医学部 台湾（台北） 医学類6年次 3名 前半

4月～7月の12週間を4
週間づつ3タームに分
け，一人あたり1ターム4
週間の期間

約17万円 医学類6年次「応用基礎配属」，「応用臨
床実習」

実施前年度に，「応用基礎配属」，
「応用臨床実習」の実習先を決める際
に医学類５年生に案内します。

TOEIC650点程度以上

2 医薬保健学域
台北医学大学−金沢大学
医薬保健学域間における臨
床実習交流プログラム（保

○単位認定
なし

インターン
シップ・専
門実習

台北医学大学
看護学部 台湾（台北） 看護学専攻３年

次学生 ２名 後半 春休み中（3月上旬の
12日間程度を予定） TOEIC650点程度以上

58 医薬保健学総
合研究科

田淵　紀子
（保健） 国際・比較助産実習

インターン
シップ・専
門実習

University of  London 英国
（ロンドン）

保健学専攻看護
科学領域助産学
分野M1・2年

選択希望者 後半 2018.11.3～
2018.11.11

20万円程度
（フライト・交通
費・宿泊代・保
険等込み）

国際・比較助産実習　２単位 2018/4/9（月）助産学分野ガイダ
ンス時、それ以降は個別対応

59 国際機構 山本　洋（国際
機構）

金沢大学海外ファーストステッ
ププログラムin台湾

○
重点枠

海外体験
実習 台湾　国立交通大学 台湾（新竹） 全学対象 20名 後半 2019年3月4日～3月

18日

20万円程度の
予定（食費を
除く渡航費、移
動費、現地費

用等）

下記にて履修可能にする予定
・GS科目：4D「異文化体験（台湾FS）」2単位
もしくは
・国際 / 人文 学類開講専門科目「異文化体験実習Ⅰ&Ⅱ（海
外）」2単位+2単位（担当：志村）

下記にて履修可能にする予定
・国際 / 人文 学類開講専門科目「異文化
体験実習Ⅰ&Ⅱ（海外）」2単位+2単位
（担当：志村）

2018/10/15（月）12：00-13：
00　総合教育棟A3教室

ホテルに滞在予定
本学教職員の引率あり、現地学生との交
流、ネイティブ講師による英語・中国語の授
業、アクティビティ、企業訪問など

60 国際機構 留学企画課
留学推進係

本田圭佑氏プロデュース
SOLTILO グローバルインター
ンシッププログラム in カンボジ
ア春

〇
インターン
シップ・専
門実習

SOLTILO(株)　Angkor FC
カンボジア
（シェムリアッ
プ）

全学対象 20名 後半 2019年２月下旬から
３月上旬（調整中） 調整中

下記にて履修可能にする予定
・GS科目：4D「異文化体験（SOLTILOグローバルインターンシッ
プ in カンボジア春）」2単位
もしくは
・国際 / 人文 学類開講専門科目「異文化体験実習（海外）
Ⅰ」2単位（担当：志村）

下記にて履修可能にする予定
・国際 / 人文 学類開講専門科目「異文化
体験実習（海外）Ⅰ」2単位（担当：志
村）

2018/11/16（金）12：10-12：
50　総合教育棟A1教室

ホテルに滞在予定
海外インターン生として５名程度ずつのグ
ループに分かれ英語で海外ミッション型イン
ターンシップ活動に従事。
・インターンシップ内容は、事前に設定されて
いないため、参加者の自発的な目標設定が
必要。

61 国際機構 留学企画課
留学推進係 KAKEHASHI Project その他 米国の日本国大使館または総領事

館、日系企業等

アメリカ（ヴァー
ジニア州レキシン
トン）

全学対象 23名 後半 2019年３月11日から
３月18日

本人負担（日
本国内の交通
費、パスポート・
ビザ取得費用、
本学指定の海

外旅行保険・危
機管理サービス

費用等）

下記にて履修可能にする予定
・国際 / 人文 学類開講専門科目「異文化体験実習（海外）
Ⅰ」1単位（担当：志村）

下記にて履修可能にする予定
・国際 / 人文 学類開講専門科目「異文化
体験実習（海外）Ⅰ」1単位（担当：志
村）

2018年11月6日（火）昼休み
12：10～　人間社会第1講義棟2
階　201号室
2018年11月7日（水）昼休み
12：10～　保健学類4号館4111
講義室
2018年11月8日（木）昼休み
12：10～　自然科学系図書館棟
大会議室（図書館棟１階）

米国の日本国大使館または総領事館表敬
訪問、日系企業訪問
日本紹介プレゼンテーション及び実演
米国学生とのディスカッション、学生交流、
ワークショップ、報告会等。

62 理工学域
古内　正美

（地球社会基
盤学系）

プリンスオブソンクラ大学スラタ
ニキャンパス（タイ南部）での
理工系教育研修プログラム

〇
インターン
シップ・専
門実習

プリンスオブソンクラ大学 タイ

理工学域３年生
以上
自然科学研究科
M1,2

5名程度 2019.3.11～
2019.3.19 20万円程度 理工学域：国際研修B（２単位）

自然科学研究科：国際研究インターンシップ
各学類の海外インターンシップ対応科目
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