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“Study Abroad × Career” event will take place, organized by Kanazawa

University Study Abroad Office. There will be plenty of contents such as  

 a lecture by a career support / recruitment support professional, Mr. 

Hirokazu Nakamura of Recruit Holdings Co.,Ltd., explanation on study 

abroad support offered by KU including TOBITATE!, and panel discussion 

by TOBITABE! OB and OG. This is a great opportunity not only for those 

who are interested in study abroad but also for those would like to know 

tips for job hunting. 

If you are interested in “KU-SGU Student Staff,” please email us at <sgu@adm.kanazawa-u.ac.jp>! 

International students are welcome to join us! 

On October 14, the 1st 

Kanazawa University 

Educational Reform Symposium 

took place in Tokyo, and 

approximately 100 persons from 

within and outside the university 

participated. The purpose of this “Picture from the event” 

KU-PSU-CTU Joint Symposium Takes Place 

Achieve Your Career Goals Through Study Abroad! 

The 1st Educational Reform Symposium 

Takes Place 

In addition, it helped to enhance their collaborative research 

or  to seek the possibility of future collaboration. During the 

session, all participants attended a special lecture by 

Professor Wladyslaw W. Szymanski of University of Vienna, 

Faculty of Physics and a lively debate took place. 

On October 13, a Joint Symposium by Prince of Sonkla 

University (PSU) in Thailand, Can Tho University (CTU) in 

Vietnam, and Kanazawa University took place at the Natural 

Science Library, Kakuma Campus. Dr. Chusak Limsakul, 

President of PSU, Dr. Perapong Tekasakul, Vice President, 

and 10 other delegates, and Dr. Nguyen Thanh Phuong, Vice 

Rector of Can Tho University, and 2 other delegates 

participated in the event. At the symposium, following the 

opening remarks by President Yamazaki, President Limsakul, 

and Vice Rector Phuong, the panelists separated into two 

groups, Air Pollution Session (12 speakers) and Fisheries  

“Group photo” 

Science Session (7 speakers), and 

made their presentations. This event 

was a valuable opportunity for the 

researchers of three universities to 

exchange information and deepen 

their knowledge.  

symposium was to transmit the information about our 

university’s educational reform, etc., and its theme 

was “Nurturing ‘Kanazawa University Brand’ human 

resources who take active roles in global society.” 

Following the explanation on educational reform by 

KU Vice President Shibata, there was a lecture on 

what is necessary for the future global human 

resources by Mr. Kenji Hashimoto, Deputy Director, 

Office of Human Resources Policy, Ministry of 

Economy, Trade and Industry.  
In the panel discussion that followed, Mr. Hashimoto 

and 4 panelists (KU alumni and KU students) actively 

discussed the question, “How do you think what you 

have learned at Kanazawa University is useful in the 

society?” 

“Study Abroad × Career” Event Takes Place！

Date：November 29 Wednesday 3PM to 5PM 

Venue：# B7, 3F General Education Lecture  Hall 

★Admission is Free! (Pre-registration required)

You may enter and leave as you please!

     ★For detail・registration↓

http://www-isc.ge.kanazawa-u.ac.jp/jp/send/index.html

 【Contact】Study Abroad Section（Ms. Sumida） 

     Email: studyabroad@adm.kanazawa-u.ac.jp 

（※）“TOBITATE! Young Ambassador Program,” was established by MEXT in 2014 with the 

funds of Japanese companies, and aims to promote study abroad opportunities and develop 

Japanese students’ abilities to become future leaders sought by industries.  
★For Details → http://www-isc.ge.kanazawa-u.ac.jp/jp/send/index.html 



 

 

 

～キャリアを見据えて留学しよう～ 
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KU-SGU Student Staffは随時新メンバーを募集しています。学年や専攻は問いません！留学経験がなくても大丈夫！ 

興味のある学生さんは、スーパーグローバル大学企画・推進室 <sgu@adm.kanazawa-u.ac.jp> までご連絡ください。 

プリンスオブソンクラ大学およびカントー大学との
「KU-PSU-CTUジョイントシンポジウム」を開催 

 10月13日，プリンスオブソンクラ大学（PSU）（タイ）から
チュサック・リムサクル学長をはじめ，ペラポン・テカサクル
副学長ほか10名，カントー大学（CTU）（ベトナム）からグエ
ン・タン・プオン副学長ほか2名が来学し，角間キャンパス自
然科学系図書館棟において，金沢大学，PSU，CTUとの3大学
合同のジョイントシンポジウムが開催されました。本シンポジ
ウムでは，山崎学長，リムサクル学長，プオン副学長のあいさ 

教育改革シンポジウムを開催 
 10月14日，都内で第
1回金沢大学教育改革シ
ンポジウムを開催し，学
内外から約100名が参加
しました。本シンポジウ
ムは，本学の教育改革等
を学外に広く紹介するも 

ので，「グローバル社会の中核的なリーダーと
して活躍する『金沢大学ブランド』人材の育
成」をテーマに，今年初めて開催したものです。 

『「留学×キャリア」イベント～キャリアを見据えて留学しよう

～』を開催します！キャリア支援・採用支援のプロである（株）
リクルート キャリアの中村 洋和氏による講演をはじめ，トビタ
テ！を含む本学における留学制度についての説明，また，本学ト
ビタテ！OB・OGによるパネルディスカッション等，盛りだくさ
んな内容となっております。留学に興味のある人はもちろん，留
学に興味がない人も，就活におけるヒントを得るチャンスです。 

★参加無料，途中入室自由、事前登録制です。 

 （当日飛び入り参加も大歓迎です！） 

（※）トビタテ！留学JAPANは，民間企業などからの支援により，将
来世界で活躍できるグローバル人材育成を目的とした留学促進キャン
ペーンです。同プログラムの選考に合格した学生は，事前研修・事後研
修に参加することができ，留学中も手厚い奨学金，渡航費，研修参加費，
授業料等の支援を受けることができます。また，本学では，学長，教職
員，トビタテOB・OGによる面接練習等，他大学にはない手厚いサポー
ト体制が整えられています。 

つの後，大気系と水産系の分野に
分かれた講演（大気：12演題， 

水産：7演題）があり，研究者間の
相互理解と今後の共同の貴重な情
報交換の場となりました。また，
ウィーン大学物理学部ウィラディ
スロー・ジマンスキー教授の特別
講演には全員が参加し，活発な意
見交換が行われました。 

“3大学集合写真” 

シンポジウムでは，柴田理事（教育担当）の教
育改革概要説明の後，経済産業省産業人材政策
室の橋本賢二室長補佐がこれから必要とされる
グローバル人材について講演。続いて，橋本室
長補佐と本学卒業生および在学生4名のパネリ
ストが「金沢大学の学びと社会はどうつながる
か」をテーマに，熱のこもったパネルディス
カッションを繰り広げました。 

“パネルディスカッションにて” 

11/29（水）「留学×キャリア」イベント開催！ 

★申込みは，こちらから↓ 

 http://www-isc.ge.kanazawa-u.ac.jp/jp/send/index.html 
 【お問い合わせ 】留学企画係（担当：隅田）      

                               Email: studyabroad@adm.kanazawa-u.ac.jp 

日時：11月29日（水）15：00-17：00 

場所：総合教育棟3階Ｂ１講義室 

★詳しくは，こちらから↓ 

 http://www-isc.ge.kanazawa-u.ac.jp/jp/send/index.html 


