
Program Reports ＜SUMMER 2016＞New Study Abroad Programs

KU Top Global University Project strongly encourages our students to go abroad. Several new study abroad 
programs, mainly for first-year students, started this summer. Let us introduce two of such programs.

Study Abroad First Step Program in Thailand

I’ll study English harder in order to step 
out into the global society. 

I learned it’s important to try to communicate 
without hesitation. I’ll try to communicate 
with foreigners in Japan as well.

Buses were running with the doors open, 
and motorcycles were usually carrying 3 
people. It was an exciting 2-week program!

Knowing that 
KMUTT students 
were studying so 
hard, I thought I 
also have to study 
hard to catch up 
with them.

Voices from Participants

 Two-week program in collaboration with King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT), our 
partner institution in Thailand

 Full of unique experiences such as discussion with KMUTT students, cultural exchange with local high 
school students, and visit to local companies

 Ideal for those who have never been abroad: KU staff chaperone the program, and KMUTT students 
buddies help KU students The next program will run from March 5 to 18, 2017. 

[For Science and Engineering students] Study Abroad Program in Florida Institute of Technology

 Two-week Program customized to S&E students including English training, visit to 
Florida Institute of Technology, and excursion to Kennedy Space Center

 Have fun with host family at night and on weekends!

Thanks to the friendly atmosphere of English classes, I really enjoyed the 
program. I felt the two weeks were too short.

The next program will run from February 12 to 26, 2017. 

The details of the programs above will be announced in October. 
Please check the website.
http://sgu.adm.kanazawa-u.ac.jp/international/opportunities/index.html
Contact: Study Abroad Section, Global Affairs Support Office
<studyabroad@adm.kanazawa-u.ac.jp>

【Deadline: Oct. 10】Why not join KAKEHASHI Project in America?

 Air ticket, Accommocation and Food will be coverd by the program 
 One-week program including visit to government-affiliated organizations and  

companies, discussion with American students, and presentation on Kanazawa

■Date: November 30 to December 7, 2016
■Number of Participants: 23 (KU undergraduate of graduate students with 

Japanese nationality)
■Application Deadline: October 10, 2016

Attend the Briefing Sessions!
① Oct. 5, Lunchtime @#201, 2F, Human and Social 
Science Lecture Hall 1
② Oct. 6, Lunchtime @Large Meeting Room, 1F, 
Natural Science and Technology Library BuildingDetails→https://goo.gl/LqutAE
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＜平成28年度夏季＞ 新・海外派遣プログラム 実施報告！
⾦沢⼤学スーパーグローバル⼤学創成⽀援事業では、学⽣の海外派遣を強く推奨しています。その⼀環と

して、主に学類1年⽣を対象とした新しい海外派遣プログラムを⽴ち上げ、記念すべき第1回⽬のプログラム
に参加した学⽣たちが、夏季休業中に続々と海外へ⾶び出しました。今回は⼆つのプログラムを紹介します。

発⾏ 平成28年9⽉
⾦沢⼤学
スーパーグローバル⼤学
企画・推進本部
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タイ・ファーストステッププログラム

今後も英語学習に⼀層⼒を⼊れ、もっと
勉強して世界に⾶び出して⾏けるような
⼈材になりたい！積極的に話そうとする意志の⼤切さを学び

ました。⽇本でも、外国⼈とのコミュニ
ケーションを図っていきたいです！

バスの扉は開きっぱなしで⾛⾏、バイクの
3⼈乗りは当たり前という、いろんな意味
でとても刺激的な2週間でした！

KMUTTの学⽣は
本当に良く勉強
していて、⾃分
も負けていられ
ないと思いまし
た。

参加学⽣の声

 本学協定校であるモンクット王⼯科⼤学(KMUTT)とのコラボレーションによる2週間のプログラム
 KMUTTの学⽣とのディスカッションや現地の⾼校⽣との⽂化交流、企業⾒学など、普通の海外旅⾏や英語
研修では体験できない内容が満載！

 本学職員による引率、KMUTTの学⽣がバディーとしてサポート、だから初めて海外に⾏く学⽣でも安⼼！
次回は2017年3⽉5⽇〜18⽇に実施予定。

【理⼯学域⽣向け】⾦沢⼤学×ベネッセ ⽶国フロリダ⼯科⼤学 留学プログラム
 レベル別の英語研修やフロリダ⼯科⼤学の施設⾒学、ケネディ宇宙センター訪問など、
理⼯系の学⽣向けにカスタマイズされた2週間のプログラム

 夜や休⽇はホストファミリーと楽しく交流！

授業はとても親しみやすい雰囲気で、楽しい時間を過ごすことができま
した。2週間では物⾜りないと思うほどでした。

次回は2017年2⽉12⽇〜26⽇に実施予定。

上記プログラムの詳細は、アカンサスポータルや「国際交流・留学」Webサイト
『その他海外留学⼀覧』にて10⽉中に周知予定です。★説明会も開催予定★
お問い合わせは留学企画係 <studyabroad@adm.kanazawa-u.ac.jp> まで！
http://sgu.adm.kanazawa-u.ac.jp/international/opportunities/index.html
⾦沢⼤学Webサイト ホーム ＞ 教育 ＞ 国際交流・留学関係
もしくは、ホーム右上の検索ボックスから「海外留学」で検索！

 渡航費・宿泊費・⾷費等は主催者負担なので、少しの実費で参加可能！
 政府関係機関や企業への訪問、現地の学⽣とのディスカッション、
⾦沢の紹介プレゼンなどを含む充実の１週間プログラム

■実施期間 2016年11⽉30⽇（⽔）〜12⽉7⽇（⽔）
■募集⼈数 23名（⽇本国籍を持つ⾦沢⼤学学域⽣・⼤学院⽣）
■応募締切 2016年10⽉10⽇（⽉・祝） 説明会を開催します！お気軽にどうぞ！

10⽉5⽇（⽔）昼休み@⼈間社会第1講義棟2階201号室
10⽉6⽇（⽊）昼休み@⾃然科学系図書館棟1階⼤会議室詳しくはこちら→https://goo.gl/LqutAE

【10⽉10⽇締切】⽶国 KAKEHASHI Project参加者募集中（対⽇理解促進交流プログラム）


