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国001 国際機構 斉木　麻利子
（国際機構）

 
saiki@staff.kanazawa

-u.ac.jp

金沢大学派遣留学プログラム
（協定校） 〇 HTB20105

00204

金沢大学派遣留学プロ
グラム～専門能力と国際
就業力を兼ね備えた「金
沢大学ブランド」人材育
成プログラム～

派遣留
学 本学協定校 その他 各国 各都市 全学対象（U2以上が望

ましい） 大学による 3か月～１年以内 地域による 各学類による 各学類による ※新型コロナウイルスの影響により中止・延期・短縮

国002 国際機構
ママードゥア・アイー

ダ
（国際機構）

mammadova@staff.k
anazawa-u.ac.jp

ロシア文化交流プログラム(オンライ
ン研修） 〇 HGT2010

500202
大学の世界展開力事業
（２９ロシア）プログラム

海外体
験実習

カザン連邦大学、サン
クトペテルブルク国立
大学

ヨーロッパ ロシア
カザン、サ
ンクトペテ
ルブルク

全学対象 32名 後半 7月27-31日　第一回オンライン研修
2～3月　第二回オンライン研修 学生負担なし

・GS科目：4D「異文化体験～ロシア文化交流プログラム(オン
ライン研修）」2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）」2
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）」2単位
（担当：志村）

6月25日（木）15:00
オンライン説明会

新型コロナウイルスの影響により2020年度派遣は中止、オンライ
ンプログラムに切替
7月27-31日オンラインでの研修・交流
8-9月 動画プロジェクト（ロシア人大学生と協働した課題取
組）
11-12月 オンラインコミュニケーション研修
1月 オンラインでの研修・交流

国005 国際機構 松田　真希子
（国際機構）

mts@staff.kanazawa
-u.ac.jp

ファーストステップ　プログラム　in バ
ンコク(春マヒドン） 〇 HGT2010

500201

スーパーグローバル大学
創成支援（タイプB）プ
ログラム

海外体
験実習 マヒドン大学 アジア タイ バンコク 全学対象 12名以上 後半 3月１日～12日（10日間）オンライン

研修

250USD（参加者16名
以上）～300USD（参
加者16名以下）
（参考：前回プログラムは
17万円程度）

・GS科目：4D「異文化体験（タイFS）」1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（海外）」
１単位（担当：志村）

2020年11月5日～オンデマン
ド説明動画配信

新型コロナウィルスの影響により2020年度派遣は中止、オンライ
ンプログラムに切替
（参考：以下は前回プログラム内容）ゲストハウスまたはホテル
に滞在予定　（２名１部屋または３名１部屋）
一部本学教職員の引率あり、現地学生バディとの交流付き
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

国010 国際機構 斉木　麻利子
（国際機構）

saiki@staff.kanazawa
-u.ac.jp

ファーストステップ　プログラム　in
ニュージーランド（春）（オンライン
研修）

〇 HTB20105
00205

金沢大学グローバル人材
養成のためのキャリアアッ
プ英語研修プログラム

語学研
修 ワイカト大学 オセアニア ニュージーランド ワイカト 全学対象 5～15名×

2コース 後半 2021/2/22~3/12の3週間

一般英語コース：
80,580円
TOEIC対策コース：
108,210円

GS科目：4D「異文化体験（ファーストステップ　プログラム　in
ニュージーランド（春）（オンライン研修））」 2単位
もしくは
異文化体験実習Ⅰ（海外） 2単位

異文化体験実習Ⅰ（海外）

オンライン説明会
2020年10月16日（水）、
22日（木）12：00～13：
00

一般英語コースは現地学生交流付き（1回）
※新型コロナウイルス感染拡大の影響により今年度はオンラインで
実施

国011 国際機構 伊藤　誠
（機械工学類）

 m-
ito@se.kanazawa-

u.ac.jp

アントレプレナーシップ体験学習ツイ
ンプログラム in シリコンバレー 〇 HGT2010

500201

スーパーグローバル大学
創成支援（タイプB）プ
ログラム

インター
ンシップ・
専門実
習

イノベーションラボ
（LII）、スタンフォー
ド大学インキュベー
ター（StartX）など

北中南アメリカ アメリカ合衆国
サンフラン
シスコ　シリ
コンバレー

全学対象 最大30名 後半 2021年3月1日～6日 一人5000円

・GS科目　「４D異文化体験～アントレプレナーシップ体験学
習ツインプログラム in シリコンバレー」（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（※1単位での人文学類開
講はなし）（担当:志村）

オンライン説明会
2020年10月16日（水）
12：00～13：00

※新型コロナウイルス感染拡大の影響により今年度はオンラインで
実施
講師への謝金は、学生からプログラム費として徴収。集客が少な
かった場合はIBJが補填する。
（参考：昨年度の内容：プログラム費用13万円（講義料、現
地移動費、昼食、夕食、施設見学費含む）、航空券自己手
配）
夏派遣プログラムと接続させた設計としたい。今回参加した学生を
夏派遣の場合優先する。

国028 国際機構
堤　敦朗

（地域創造学
類）

atsuro@staff.kanaza
wa-u.ac.jp

バングラデシュ　SDGs（貧困・教
育・ジェンダー）を学ぶプログラム 〇 HTB20105

00208

グローバルなキャリアを目
指す国際インターンシップ
プログラム

インター
ンシップ・
専門実
習

Emdad Honjo
Ideal Girls School
ほか

アジア バングラデシュ ナライル県 全学対象 最大15名 後半 2020年2月15日（月）-2月26日
（金） 25,000円

・GS科目：「4D異文化体験～バングラデシュ　SDGs（貧
困・教育・ジェンダー）を学ぶプログラム（オンライン研修）～」2
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）」2
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）」2単
位（※1単位での人文学類開
講はなし）（担当:志村）

10月13日（火）18:45-
19:20@総合教育棟A1 ※新型コロナウイルスの影響によりオンラインプログラムとして実施

国029 国際機構
斉木　麻利子、
ビットマン・ハイコ
（国際機構）

saiki@staff.kanazawa
-u.ac.jp、

bittmann@staff.kana
zawa-u.ac.jp

JTBオンライン就業体験（オースト
ラリア） - - -

インター
ンシップ・
専門実
習

JTBオーストラリア支
店 オセアニア オーストラリア シドニー 全学対象 最少催行

人数5名 後半 2021年3月1日（月）～3月5日
（金） 25,000円

・GS科目：「4D異文化体験～JTBオンライン就業体験（オン
ライン研修）～」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（※1単位での人文学類開
講はなし）（担当:志村）

オンライン説明会
2020年11月5日（木）
12：15～13：00

※新型コロナウイルスの影響によりオンラインプログラムとして実施

国030 国際機構
斉木　麻利子、
ビットマン　ハイコ
（国際機構）

saiki@staff.kanazawa
-u.ac.jp、

bittmann@staff.kana
zawa-u.ac.jp

JTBオンライン就業体験（マレーシ
ア） - - -

インター
ンシップ・
専門実
習

JTBマレーシア支店 アジア マレーシア クアラルン
プール 全学対象 5名～15名 後半 2021年3月15日（月）～3月19日

（金） 25,000円

・GS科目：「4D異文化体験～JTBオンライン就業体験（オン
ライン研修）～」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（※1単位での人文学類開
講はなし）（担当:志村）

オンライン説明会
2020年11月5日（木）
12：15～13：00

※新型コロナウイルスの影響によりオンラインプログラムとして実施

人006 人間社会学
域

山口　善成
（国際学類）

yoshiyam@staff.kana
zawa-u.ac.jp

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

追加採択
待ちA

先住民文化学習を組み
込んだ英語短期研修

語学研
修 ユーコンカレッジ 北中南アメリカ カナダ ホワイト

ホース 全学年・全学域 17人 後半 2021年3月初旬（出国・現地到着）
～3月末（日本到着） 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。

10月初旬を予定
ホームステイ
金大専用クラス　オーロラ鑑賞　犬ぞり体験
※オンライン化（内容を相談中）

人010 人間社会学
域

東川　浩二
（法学類）

eastriv@staff.kanaza
wa-u.ac.jp

エジンバラ大学法律英語研修 〇 HTB20105
00206

エジンバラ大学法学・医
学専門英語研修プログラ
ム

語学研
修＋学
外実習
等

エジンバラ大学 ヨーロッパ イギリス エジンバラ

法学類
法学研究科
人間社会環境研究科法
学・政治学専攻
人間社会環境研究科人
間社会環境学専攻法
学・政治学コース

12人 後半 2021年2月中旬～3月上旬（3週
間） 50万円程度 学域GS言語科目（2単位）＋海外語学研修（2単位）ま

たは海外語学研修（4単位） 6月下旬予定

※新型コロナウイルスの影響により2020年度は派遣しない。
2021年度から再開予定。
既存のオンラインプログラム（単位認定なし）を周知する予定。
（日程・費用等は現在確認中）

2020年度　金沢大学公式学生海外派遣プログラム一覧【公式プログ

mailto:eastriv@staff.kanazawa-u.ac.jp
mailto:eastriv@staff.kanazawa-u.ac.jp


人014 人間社会学
域

石黒 盛久
（国際学類）

ishiguro@ed.kanaza
wa-u.ac.jp

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

〇 HTB20105
00202

現代ヨーロッパ研修プログ
ラム

語学研
修 アルカラ大学 ヨーロッパ スペイン アルカラ 全学域・全学年 10人 後半 未定（三月上旬～下旬に実施） 24日間：36～45万程

度
（参加者数による）

・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）」

1月中旬～下旬　実施予定

HISを通じた他大学との合同スペイン語研修。
※オンライン・プログラムは例年の対面形式のプログラムの代替では
なく、それと並行して実施されるものとして情報提供があったもの。
対面形式の研修についてはHISの連絡待ち。

医004 医薬保健学
域

市村　宏
（医）

ichimura@med.kana
zawa-u.ac.jp

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

〇 HTA20105
00203

アジアにおける基礎・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

アジア ベトナム ハノイ、ハ
イフォン 医学類3年次 7名 後半 基礎研究室配属（10月半ば～11

月） 約17万円 医学類3年次「基礎研究室配属」（９単位）

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。

医005 医薬保健学
域

山本　靖彦
（医）

yasuyama@med.kan
azawa-u.ac.jp

ハーバード大学医学部研修プログ
ラム 〇 HTB20105

00207 国際臨床実習プログラム

インター
ンシップ・
専門実
習

ハーバード大学 北中南アメリカ アメリカ マサチュー
セッツ州 医学類6年次 6名 前半 6月～7月（3-4週間） 30万～ 医学類6年次「選択臨床実習」（７単位）

医学類6年次「応用基礎配
属」，「応用臨床実習」（７単
位）

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

医006 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）

gingerinnewyork@ya
hoo.com

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

北中南アメリカ アメリカ ニューヨーク 医学類5年次 研修医と合
わせて8名 前半 8月2週間 50万円程度 医学類医学研究特設プログラム「実践医学英語」（２単位）

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）

医007
医薬保健学
総合研究科
（医学）

土屋　弘行
（医）

tsuchi@med.kanaza
wa-u.ac.jp

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

〇 HTB20105
00207 国際臨床実習プログラム

インター
ンシップ・
専門実
習

Khon Kaen大学医
学部整形外科 アジア 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（２単位） 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。

医008
医薬保健学
総合研究科
（医学）

絹谷　清剛
（医）

kinuya@med.kanaza
wa-u.ac.jp

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 ヨーロッパ 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（２単位） 個別相談

医009

医薬保健学
総合研究科
（医学）

先進予防医
学研究科

医薬保健学
域

中村　裕之
（医）

hnakamu@staff.kana
zawa-u.ac.jp

先進予防医学におけるWHO(世
界保健機関）海外研修 〇 HTB20105

00207 国際臨床実習プログラム

インター
ンシップ・
専門実
習

世界保健機関（Ｗ
ＨＯ）本部 ヨーロッパ 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）

15名 後半 2020年11月下旬より8日間程度 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）」（２単位まで、１単位の分割
認定も可能）
先進予防医学研究科「課題研究」（１単位）
医学類3年次「基礎研究室配属」（９単位）

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。

mailto:ishiguro@ed.kanazawa-u.ac.jp
mailto:ishiguro@ed.kanazawa-u.ac.jp
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