
KU’s Drastic Reforms in Education to Promote Globalization

On April 1 , “Institute of Liberal Arts and Science” was established as a new institute which is responsible for the new 
curriculum for general education. What is the new curriculum like? How will “Quarter System” promote globalization?

280 people attended the 2nd KU-GLOCS Symposium

Quarter System

Why Not Join New Study Abroad Programs this Summer?

GS General Education Courses
Approximately 300 courses of general education were 
rearranged into 30 “GS General Education Courses” 
established based on “Kanazawa University ‘Global’ 
Standard (KUGS).” This new curriculum enable all 
undergraduate students to acquire knowledge and skills 
necessary for KU students.

Instead of semester system, quarter system is adopted 
in GS General Education Courses. Each school will set 
a quarter without compulsory courses to encourage 
students to join short-term study abroad programs. 
Also, by taking advantage of quarter system, students 
will be able to  study abroad for half/one year without 
repeating a year.

KU Top Global University Project strongly encourages our students to go abroad. Some 
new study abroad programs mainly for first-year students will start this summer. These 
safe and secure programs welcome students who have never been abroad.

On March 26, the 2nd KU-GLOCS Symposium “Challenge To Nurture 
‘Kanazawa University Brand’ Human Resources -High School-University Joint 
Development of Global Human Resources-” took place, and approximately 280 
people including 160 high school students attended the event. First, Prof. Shun 
Korenaga, President of Ritsumeikan Asia Pacific University, presented his 
special lecture. Then, KU Vice President Masayoshi Shibata explained about 
KU’s drastic reforms in education, which was followed by the panel discussion 
between 3 KU students who had experiences abroad and 3 high school 
students.

6 students had a lively discussion on 
“What is needed to become global human resources?”

KU students and high school 
students had lively conversation.

Panel
Discussion

Networking 
Session

Let’s talk to foreign faculty 
in English!

Study Abroad First Step Program in 
Thailand
Study English and interact with local 
students in King Mongkut's University of 
Technology Thonburi, our partner institution. 

KU×Benesse Malaysia English Short 
Study Program
Study English at English language center 
and experience local culture through various 
kinds of activities.

★Details for the programs above and other programs can be found here.
http://sgu.adm.kanazawa-u.ac.jp/international/opportunities/index.html

Application Deadline 
May 16
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KU-GLOCS ACT Series
Lectures, meetings and symposiums which accord with the concept of the Top Global 
University Project and its seven strategies can be recognized as KU-GLOCS ACT Series. 
Please contact us when you plan such events. 

We received opinions from audience such as “I became much more interested 
in study abroad” and “I got inspired by the fact that the panelists had their own 
opinions about globalization and their present situation.” We hope more and 
more high school students will get interested in our initiatives for globalization.



グローバル化に向けた⼤規模教育改⾰、はじまる！
いよいよ平成28年4⽉1⽇（⾦）本学に新しい組織「国際基幹教育院」が設置されました。国際基幹教育院

が担う、新しい共通教育科⽬とはどのようなものなのでしょうか？また、今年度から導⼊されたクォーター
制が、なぜグローバル化につながるのでしょうか？
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KU-GLOCS ACTシリーズ KU-GLOCS ACTシリーズとは、本事業の趣旨及び７つの基本戦略と合致する「講演会」
や「シンポジウム」等の総称です。皆様からの応募をお待ちしています。

第2回 KU-GLOCSシンポジウムに約280名が参加

クォーター制

新しい海外派遣プログラムが続々登場！

GS科⽬
これまで約300科⽬あった共通教育科⽬が、⾦沢⼤

学＜グローバル＞スタンダード（KUGS）に基づく30
科⽬のGS科⽬に集約されました。すべての学類⽣が5
つのスタンダードに属する科⽬をまんべんなく履修す
ることにより、全員が⾦沢⼤学⽣として必ず⾝につけ
るべき内容を学修することができます。

GS科⽬は原則としてクォーター（各学期の半分の
期間）での開講となり、学類ごとに必修科⽬を⼊れな
いクォーターが設定されるので、その期間を利⽤すれ
ば短期の海外派遣プログラムに参加しやすくなります。
また、時期とプログラムを選べば、留年せずに半年〜
１年間の留学をすることも可能になります。

本学の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1年⽣を対象とした、初めて海外に⾏く学
⽣でも安⼼・安全なプログラムを今年の夏から実施します！

3⽉26⽇（⼟）に第2回 KU-GLOCSシンポジウム“「⾦沢⼤学ブラン
ド」⼈材育成への挑戦－⾼⼤連携で育てるスーパーグローバル⼈材－”を開
催し、県内の⾼校⽣約160名を含む280名が参加しました。⽴命館アジア太
平洋⼤学の是永駿学⻑による特別講演、本学柴⽥正良副学⻑による今年度
からの抜本的教育改⾰についての報告につづいて、海外経験のある本学学
⽣3名と⾼校⽣3名によるパネルディスカッションが⾏われました。
アンケートでは、「留学したいという気持ちが⾼まった」、

「同じ⾼校⽣が、グローバル化について、また、今ある⾃分の姿に
ついて深く考えていたことに刺激を受けた」といった意⾒が聞かれ
ました。このシンポジウムをきっかけに、本学のグローバル化への
取組について興味を持つ⾼校⽣が増えることを願っています。

“スーパーグローバル⼈材に必要なものとは”
というテーマのもと活発に議論

留学や受験勉強のことを
質問しながら楽しく交流
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外国⼈教員と英語で
コミュニケーション！

ファーストステッププログラム in タイ
本学の協定校であるモンクット王⼯科
⼤学で、英語研修を受けるとともに、
現地の学⽣と交流！

⾦沢⼤学×ベネッセ
「マレーシア英語研修プログラム」
語学学校での英語研修で英語⼒を⾝に付
け、フィールドワークで異⽂化を体験！

★上記プログラムの詳しい情報やその他のプログラムの情報は、こちらのWebサイトでご確認ください。
http://sgu.adm.kanazawa-u.ac.jp/international/opportunities/index.html
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