
To Enhance Global Research Networks

Joint Symposium Between Kanazawa University and Tufts University Takes Place

On December 12, The First Joint Symposium Between Kanazawa University 
and Can Tho University was held at Can Tho University in southern Vietnam. 
This symposium aimed at promoting academic exchanges mainly in the field of 
fishery science, fish biochemistry and embryology, and environmental science.
There are 65 students from Vietnam (As of May 1, 2016) in KU, which is the 
third most after China and Indonesia. We are going to enhance academic 
exchanges as well as student exchanges.

Joint Symposium Between Kanazawa University and Can Tho University Takes Place

On December 13, The First Joint Symposium Between Kanazawa University and 
Tufts University was held at Tufts University, Massachusetts, USA. Since the 
conclusion of the University-Level International Exchange Agreement in 1996, the two 
universities have been building the partnership mainly on student exchange. After KU 
was selected as TGU in 2014, we’ve expanded the partnership to establish KU Super 
Global ELP Center and exchange administrative staff. 

In the symposium, which aimed at promoting 
academic exchanges, four KU faculty and seven Tufts 
faculty gave lectures, and approximately 60 Tufts 
faculty, staff and students attended. New ties were 
made between the two universities’ faculty members 
who attended the event through the poster session 
and the lab tour. It became the first step in building a 
research network between the universities.
At the same time, “Kanazawa University USA Office” 

was established in Tufts campus. 
The office is expected to be 
actively used by KU faculty, staff 
and  students who visit Tufts.

My First Visit to Tufts

Having had a lot of opportunities to talk with native English 
speakers, I felt that I want to tell them more about myself and 
what I think. To do so, I must learn and practice English more.

Delicious Boston
Since Boston is located on the sea, it’s famous for seafood dishes. 
Clam chowder is rich and thick! Lobster is fresh and chewy! 
Why not try them when you visit Boston?

Retro Subway
Boston’s Subway is the oldest subway in America,
so it was like riding on a mining train running in 
the winding tunnel.
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Kanazawa University has been promoting the globalization of the entire university through its Top Global
University Project. Following the last issue that introduced a few latest examples of globally acclaimed 
research and medical activities, this issue features global research networks between universities.

Let’s Study Abroad through TOBITATE!
Who is eligible to apply?
 Start study abroad from Aug. 18, 2017 to Mar. 31, 2018
 Study abroad for at least 28 days and less than 2 years 
 Include activities such as internship, volunteer and 

fieldwork into the program
What will be given?
 Successful applicants will receive monthly stipend 

(¥120,000 or ¥160,000), travel expense, and tuition fee.
 KU fully supports TOBITATE! applicants by helping 

them to improve their applications and interview skills.

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

TOBITATE! HOUR
Staff in charge of TOBITATE! Program will give students 
advice on how to make a study abroad plan, how to 
complete application forms, and so on.

[Date] Dec. 27, Jan. 5, Jan. 10, Jan. 12, Jan. 17
[Time] 12:00-13:00
★TOBITATE! HOUR Calendar https://goo.gl/VZrdcs
[Place] Study Abroad Section, 4F, Administrative Office

Deadline for FY2017 The 7th Program : Jan. 18 (Wed.) 13:00



研究ネットワークをグローバルに拡⼤！
本学のSGU事業では、⼤学全体のグローバル化に取り組んでいます。先⽉号では教員の研究や診療における

グローバル化事例をご紹介しましたが、個々の研究者間での交流だけではなく海外の⼤学との⼤学間の研究
ネットワークの構築にも⼒を⼊れています。

発⾏ 平成28年12⽉
⾦沢⼤学
スーパーグローバル⼤学
企画・推進本部

TEL 076-264-5240
FAX 076-234-4037
sgu@adm.kanazawa-u.ac.jp
http://sgu.adm.kanazawa-u.ac.jp/

KU-SGU通信
Vol.17

「トビタテ！留学JAPAN⽇本代表プログラム」申請者募集中！ 平成29年度後期（第7期）
どんな留学が対象？
 2017年8⽉18⽇〜2018年3⽉31⽇までの間に留学開始
 留学期間は28⽇間以上2年間まで
 インターンシップ、ボランティア、フィールドワーク等
の実践活動を含むもの

どんな⽀援が受けられるの？
 奨学⾦（⽉額12万円⼜は16万円）＋留学準備⾦や授業料
等の⼿厚い⽀援！

 ⾦沢⼤学では、申請書類の添削や学⻑等による⾯接練習
などの独⾃サポートで⽀援！

★詳細はこちら→http://www-isc.ge.kanazawa-u.ac.jp/jp/send/index.html

トビタテアワー開催中！
どんな留学プランを⽴てたらいい？申請書の書き
⽅は？事務担当者がみなさんの相談に応じます！
［⽇時］12⽉27⽇(⽕)、1⽉5⽇(⽊)、10⽇(⽕)、

12⽇(⽊)、17⽇(⽕) 12時〜13時
★開催⽇はこちらのカレンダーで確認して
ください https://goo.gl/VZrdcs

［場所］本部棟4階国際機構⽀援室留学企画係

学内申請締切 2017年1⽉18⽇（⽔）13:00

アメリカ・タフツ⼤学とのジョイントシンポジウムを開催

12⽉12⽇、ベトナム南部にあるカントー⼤学でジョイントシンポジウムが⾏
われました。このシンポジウムは、⽔産科学、⿂類の⽣化学・発⽣学及び環境
科学分野での学術交流を活発化させることを⽬的として実施されました。
本学のベトナム⼈留学⽣は65⼈（H28.5.1現在）で、中国、インドネシアに

次ぐ第3位の位置を占めています。今後は学⽣交流だけでなく、学術交流も推
進していきます。

ベトナム・カントー⼤学とのジョイントシンポジウムを開催

12⽉13⽇、アメリカ・マサチューセッツ州にあるタフツ⼤学で、「第1回⾦沢⼤
学・タフツ⼤学ジョイントシンポジウム」が⾏われました。1996年（平成8年）に⼤
学間国際交流協定を締結して以来、主に学⽣交流を通じて関係を築き、平成26年度
にスーパーグローバル⼤学創成⽀援事業に採択されてからは、同⼤学の協⼒のもと
⾦沢⼤学スーパーグローバルELPセンターを開設したり、職員同⼠の交流を⾏ったり
と、さらに関係を深めてきました。

今回のシンポジウムは学術交流を推進することを
⽬的として実施され、本学の教員4名とタフツ⼤学の
教員7名が講演し、タフツ⼤学の教職員・学⽣約60名
が参加しました。前後に⾏われたポスターセッショ
ンや研究室訪問などを通じて参加した教員同⼠の交
流も深まり、⼤学同⼠の研究ネットワーク構築に向
けた第⼀歩となりました。
また、シンポジウムに合わせて、タフツ⼤学内に

「⾦沢⼤学USA事務所」が開設されました。本学教
職員や派遣プログラムで⾏った
学⽣が気軽に⽴ち寄れる拠点と
し、⼤いに活⽤されることが期
待されています。

タフツ⼤学出張記
今回の出張を通じて、ネイティブの英語に触れたことで、⾃分の
ことをもっと伝えたいと思うようになり、英語学習への新たな動
機づけとなりました。
ボストンはおいしい
ボストンは海沿いに位置し、海の幸が豊富です。クラムチャウ
ダーはとても濃厚！ロブスターは⾝がプリプリ！どれも絶品だっ
たので、ボストン訪問の際は是⾮⾷べてみてください。
地下鉄がレトロ
ボストンの地下鉄はアメリカ最初の地下鉄網と
いうだけあって、まるで地下の曲がりくねった
道をトロッコで進んでいくような感じでした。


