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　訪問するにふさわしい伝統的で歴史的な町。
鑑賞するに値する祭りや古典芸能。おいしい
お菓子や食べ物。楽しい生け花や焼き物。金
沢にはこれらのものがすべてあります。金沢
には現代的な日本の姿とともに今も日本の文
化が息づいているのです。
　金沢大学留学生センターは，留学生がその
ような環境の中で専門分野の研究をしながら
日本語や日本文化について学ぶ機会をさまざ
まな形で用意しています。その一つがこのパ
ンフレットで紹介する金沢大学短期留学プ
ログラム（KUSEP）です。
　わたしたちは，多くの人がKUSEPに参加し
て一生忘れられないすばらしい経験をしてく
れることを望みます。また，このプログラム
を通して将来世界で活躍する人になるよう希
望します。

The city of Kanazawa has it all: 
traditional and historical places to visit, 
festivals and classical performing arts to see, 
traditional style confectionaries and food to 
taste, and flower arrangement and ceramic art 
to enjoy. Traditional Japanese culture is still 
blooming here in Kanazawa, co-existing with 
the modern features of the city.
In such an environment, the International 

Student Center at Kanazawa University has 
been offering opportunities for international 
students to learn the Japanese language and 
culture while pursuing their academic 
careers. The Kanazawa University Student 
Exchange Program (KUSEP) is one of such 
opportunities as described in detail in this 
brochure. 
We hope that all of you will have 

splendid experiences by participating in 
KUSEP. We also hope that in the years ahead 
this program will help the participants play 
an active part in global cooperation. 

留学生センター長挨拶
Message from the Director of

the International Student Center

金沢大学国際機構留学生センター長
Director, International Student Center

高山知明
TAKAYAMA Tomoaki

Kanazawa University (Kakuma Campus)
土地面積 Area of Land 2,008,565㎡　　建物面積 Area of Building 245,910㎡
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金沢市と金沢大学

  金沢のまち 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
　金沢市は，石川県の県都であり，人口４６万人を超える日本海

側有数の都市の一つである。４００年の長きにわたり戦禍に見舞わ

れなかったため，豊かな緑を誇っている。

　また，加賀百万石の城下町として発展してきた金沢市は，先

祖から受け継いだ武家屋敷，寺院群，用水等の伝統環境の保存

に努め，江戸時代の面影をそのまま残し，四季を通じて市民生

活に潤いと安らぎを与えている。

　金沢は，江戸時代から学問・工芸を重んじ，日本国内のみな

らず海外からも書物を集め，学者・芸術家を厚遇し，「天下の書

府」といわれた学都でもある。香り高い文化・芸術は今に引き継

がれ，加賀宝生・加賀万歳などの古典芸能，加賀友禅・金銀箔・

九谷焼・漆器・加賀蒔絵等の伝統工芸の宝庫である。

  金沢大学 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
　金沢大学は，人間社会学域，理工学域，医薬保健学域の３学

域をはじめ，大学院５研究科やがん進展制御研究所などから構

成される総合大学です。

　高等教育と学術研究の発展に貢献する日本海側の基幹大学と

して大きな役割を担っており，現在，学生数は約１０,４００人を数え，

石川，富山，福井の北陸３県だけでなく全国から数多くの学生

が集まっています。また，国際交流にも積極的で，中国や韓国，

インドネシア，ベトナムなど，アジアを中心に世界４５カ国，約

５８０人の留学生が，本学でそれぞれの目標に向かった学びを深め

ています。

　金沢大学は，２００８年度から８学部を「人間社会」「理工」「医薬保

健」の３学域１６学類に再編しました。この改革によって，入学し

てから進路を学域内から柔軟に選択することができるようにな

りました。もちろん，一つの学類を追究して専門知識を深めら

れるだけでなく，学域内の授業を幅広く受講し，さまざまな分

野の知識を身につけることも可能です。

　１８６２年，藩政期の加賀藩種痘所の設立までさかのぼることが

できる金沢大学の歴史。１５０年間変わらない学生たちの学ぶ意欲

と向上心を伝統に，金沢大学は今，次代を築いていく先進的な

研究大学として，一歩ずつ前進しています。

兼六園
Kenrokuen Garden

角間キャンパス
Kakuma Campus
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  Kanazawa City 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
Kanazawa, the prefectural capital of Ishikawa, is one of the largest cities on the Sea of Japan side, with a population 
of over 460,000. Untouched by the ravages of the war for over 400 years, it is known for all its greenery.
　

Kanazawa originated as a castle town of the Kaga clan, which was the second most rice-abundant fief following the 
Edo shogunate, and is now trying to preserve its historical heritage such as temples, bukeyashiki (samurai houses), 
and irrigation canals. As a result, citizens can relax throughout the year in the numerous parts of the city which still 
preserves their Edo-era charm.
　

In the days of the Edo era, Kanazawa treasured learning and the arts; so 
much so that it became known as the "Library of the Realms" for its 
extensive collections of foreign and domestic books, and also for its 
policies of giving privilege to artists and scholars. This cultural air 
surrounds the city even now, with the traditional performing arts such 
as Kaga Ho-sho Nō and Kaga manzai, and traditional crafts such as 
Kaga yūzen silk-dyeing, Kutani pottery, gold and silver leaf, Japanese 
lacquer ware, all of which are still being practiced. Steeped in Japanese 
culture, Kanazawa is indeed a treasury of traditional arts.

  Kanazawa University 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
Kanazawa University consists of the three colleges of "Human and Social Sciences", "Science and Engineering" and 
"Medical, Pharmaceutical and Health Sciences", five graduate schools, and other organizations such as a Cancer 
Research Institute.
It plays an important role as a core university that contributes to higher education and academic research on the 
Japan Sea side of the country.
The enrollment is over 10,400 and students come not only from the Hokuriku prefectures of Ishikawa, Fukui, and 
Toyama, but also from various other areas of the country. There are over 580 international students from 45 coun-
tries including Asian countries such as China, Korea, Indonesia, Vietnam, and other countries, who are studying in 
pursuit of their goals.
In 2008, the eight faculties were assigned to three fields ; Human Society, Scientific Engineering and Medical, Phar-
maceutical and Healthcare, which include 16 disciplines. This reorganization gives students flexibility in selecting 
courses. It is possible to study one discipline in depth to master a specialized topic, and also to take classes in a wide 
range of disciplines to obtain a variety of knowledge.
Kanazawa University has its origin in the smallpox vaccination center of the Kaga Clan, which was established in 
1862. With a tradition of student ambition and desire for self-improvement, which has remained unchanged for 150 
years, Kanazawa University is steadily advancing as a forward-thinking research university of the coming age.

Kanazawa, the City and the University

九谷焼
Kutani pottery
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 1  目的 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
　金沢大学短期留学プログラム（KUSEP）は，

金沢大学と交流協定を締結している大学等から

留学生を受け入れ，日本語教育，英語による日

本事情・日本文化及び各専門分野の授業科目を

提供する特別の教育プログラムである。このプ

ログラムの教育を通じ，広く世界の学生と金沢

大学の学生との交流を進めながら，日本への理

解を深めていくこと及び国際社会で活躍する人

材に育つことを期待している。

　２０１２年からは理工系の学生のために，通常の

KUSEPとは若干異なるカリキュラムによる「理工系KUSEP」を開始した。同プログラムは２０１４年からは「金沢大

学科学技術短期留学プログラム（KUEST）」として，実施している。

 

 2  出願資格  榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
 金沢大学短期留学プログラムに出願できる者は，以下の４つの条件をすべて満たしていなければならない。

⑴ 金沢大学と交流協定等を締結している大学（５０～５７ページ参照）の学部３年次以上または大学院修士課程に在

学している正規の学生

⑵ 原則として，（独）日本学生支援機構の短期留学推進制度の奨学金応募資格を満たしている学生（４４ページ参照）

⑶ 講義内容を理解できる英語能力を有する学生

　 なお，日本での生活を円滑に過ごすため，渡日前に１００時間以上の日本語教育を受けていることが望ましい。

⑷ 心身ともに健康である学生

 3  受入れ予定人数 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
約４０人

 4  受入れ期間及び時期 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
原則として１０月から１年間である。

 5  学年暦 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
⑴ このプログラムの学期は，次の２学期に分けられている。

 秋学期：１０月１日～翌年３月３１日

 春学期：４月１日～９月３０日

⑵ 授業は，原則として次の期間に行われる。

 秋学期：１０月上旬～翌年２月中旬（１６週）

 春学期：４月中旬～８月上旬（１６週）

 なお，ほとんどの授業は学期毎（１６週）に開講されるが，クォーター（８週）開講のクラスもある。

⑶ 休業日は，土曜日，日曜日及び国民の休日等である。

 その他，冬期，春期及び夏期に休業期間が設けられている。

金沢大学短期留学プログラム（KUSEP）
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Kanazawa University Student Exchange Program (KUSEP)

 1  Objectives 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
The Kanazawa University Student Exchange Program (KUSEP) is a special education program that provides Japa-
nese language courses, as well as courses in English on the state of affairs in Japan, Japanese culture, and other 
various fields of specialty for international students from the institutions that have an exchange agreement with 
Kanazawa University.
We hope that KUSEP students will deepen their understanding of Japan through this program, and engage in cultural 
exchange among students from all over the world and from Kanazawa University. We also hope that the knowledge 
acquired through this program will help the students to participate in the activities on the international arena.
In 2012, we started a special program called KUSEP-S&E for students in the fields of science and engineering, 
which has a slightly different curriculum from the regular KUSEP program. This program has been run as the 
Kanazawa University Student Exchange Program for Science and Technology (KUEST) since 2014.
 

 2  Qualifications 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
Applicants to the KUSEP must satisfy the following four requirements.
⑴ Students must be full-time undergraduate students who have completed their second year or full-time graduate 
students in master courses, and must belong to one of the institutions that have an exchange agreement with 
Kanazawa University (cf. page 50-57).

⑵ Students should satisfy the requirements for applying to the JASSO Short-term Student Exchange Program 
Scholarship (cf. page 45).

⑶ Students should have enough English ability to understand lectures in English. In addition, it is advisable that 
they have taken more than 100 hours of Japanese language instruction before coming to Japan to ensure a 
smooth adjustment to life in Japan.

⑷ Students should be healthy both mentally and physically.
 

 3  Number of Students 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
About 40 students
 

 4  Acceptance Period and Duration 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
The basic length of the program is one academic year starting in October.

 5  Academic Calendar 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
⑴ KUSEP academic year is divided into two semesters as follows:
 Autumn semester: October 1 - March 31
 Spring semester: April 1 - September 30
⑵ Classes are held during the following periods:
 Autumn semester: early-October - mid-February (16 weeks)
 Spring semester: mid-April - early-August (16 weeks)
 Most classes are offered as semester-long classes (16 weeks), while others are offered as quarter-long classes 
(8 weeks.)

⑶ There are no classes on Saturdays, Sundays and national holidays, and during the winter, spring and summer 
vacations.
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 6  カリキュラムと履修要件 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
　KUSEP は,「必修科目」である日本語科目と, 「自主研究」を含む「選択科目」で構成されている。

　学生は，１年間のプログラム期間中に，必修科目である日本語科目２０単位と選択科目１０単位以上（５科目以上）を

含む合計３０単位以上を修得しなければならない。

　原則的に，学生は，各学期ごとに１５単位以上修得することが望ましい。

　科目登録に関しては，学期初頭のKUSEPオリエンテーションで説明する。

　「８修了証書の授与」 (１０ページ)についても参照のこと。

■ 日本語必修科目

単　位　数
科　目　名

春学期秋学期

１０１０日　本　語

２０計

※能力に応じてクラス編成をする。

■ 選択科目

秋学期開講科目
単位数授業科目名
２日本の法と社会
２比較政治学
２日本政治・外交論
２日本史
２地球環境論E
２米英環境思想論E
２主要な国際問題と課題
１国際関係論E（第３クォーター）
１国際関係論E（第４クォーター）
２日本語学講義B
１日本語学概論B１（第３クォーター）
１日本語学概論B２（第４クォーター）
１日本語の語彙・意味１（第３クォーター）
１日本語の語彙・意味２（第４クォーター）
２フランス語を学ぼう
２現代中国論E
２アフリカ系人の音楽を通じて知る現代の世界
２イギリス地域文化論
１比較民族誌（第３クォーター）

日本文化・社会学習（秋）
２茶道を通して学ぶ日本文化
２大樋焼：土と炎
２日本の社会と伝統文化Ⅰ
２日本の教育
２武道・空手道Ⅰ
２武道・杖道Ⅰ
２禅と日本文化
２日本の歴史からみた暦と時間
２持続可能性と福祉
２ユネスコジオパークとエコパーク
２コミュニケーションビジネス
２日本の介護福祉におけるコミュニケーション
２日本社会文化調査実習
２日本語と社会
１アートセラピーを通じた自己分析２（第３クォーター）
１芸術としての料理と写真（第３クォーター）
１国連スタディ（第３クォーター）

計　３６　科目

春学期開講科目
単位数授業科目名
１現代日本の文化と社会（第１クォーター）
２日本法ニュース・プロジェクト
２国際政治史（東洋）
２主要な国際問題と課題
１国際関係論（第１クォーター）
１国際関係論（第２クォーター）
２日本史
２日本語学概説A
１日本語学概論A１（第１クォーター）
１日本語学概論A２（第２クォーター）
２日本の人口学
１社会言語学１（第１クォーター）
１社会言語学２（第２クォーター）
１音声学１（第１クォーター）
１音声学２（第２クォーター）
２ヨーロッパ生活論Ｅ
１文化人類学演習A（第２クォーター）

日本文化・社会学習（春）
２日本の伝統芸能
２伝統工芸と職人の技
２現代アートとデザイン
２日本の社会と伝統文化Ⅱ
２日本の家庭
２武道・空手道Ⅰ
２武道・空手道Ⅱ
２武道・杖道Ⅰ
２武道・杖道Ⅱ
２禅と日本文化
１日本と金沢の建築・都市−これまでとこれから−（第２クォーター）
２日本の歴史からみた暦と時間
２持続可能性と福祉
２ユネスコジオパークとエコパーク
２サービス業や福祉施設にみるおもてなしの心
２日本社会文化調査実習
２食の社会学
２異文化間ディベート：社会問題
１アートセラピーを通じた自己分析１（第１クォーター）
１香りと日本文化（第２クォーター）
１エンターテインメントの英語（第２クォーター）

計　３８　科目

２０１８～１９年には，これらに加えいくつかの選択科目の追加が予定されている。
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 6  Curriculum and Requirements 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
KUSEP is composed of compulsory Japanese courses and elective courses including independent research. 
Students must take the compulsory Japanese courses (20 credits) and at least 5 elective courses (10 credits) for  
a total of 30 credits per year.
In principle, students are required to obtain 15 credits or more per semester.
Further details concerning course registration will be announced at the KUSEP orientation scheduled at the begin-
ning of the semester.
See also “8 Certificate of Completion” (p. 11).

■ Compulsory Japanese Courses
Credits

Title of course
Spring semesterAutumn semester

１０１０Japanese

２０total

※Students will take a Japanese placement test at the beginning of the semes-
ter, in order for the university to decide the students' course level.

■ Elective Courses
Courses in Autumn Semester

CreditsTitle of Course
２Law and Society in Japan
２Comparative Politics
２Japanese Politics ＆ Diplomacy
２Japanese History
２Global Environment and Its Dynamics E
２American/British Environmental Thought E
２Major Global Issues and Challenges
１International Relations E （Quarter ３）
１International Relations E （Quarter ４）
２Lecture on Japanese Linguistics B
１Japanese Language Structure B１ （Quarter ３）
１Japanese Language Structure B２ （Quarter ４）
１Vocabulary and Meaning of Japanese １ （Quarter ３）
１Vocabulary and Meaning of Japanese ２ （Quarter ４）
２Learning French
２Contemporary Chinese Culture E
２African Origin People's Music and Modern World
２British Regional Studies
１Comparative Ethnographies （Quarter ３）

Studies on Japanese Culture and Society （Autumn）
２Japanese Culture through the Way of Tea
２Ōhi Pottery: Clay and Fire
２Japanese Society and Traditional Culture I
２Education in Japan
２Budō - Karatedō I
２Budō - Jōdō I
２Zen and Japanese culture
２Calendar and Time in the Japanese History
２Sustainability and Well-being
２UNESCO Geo-Parks and Biosphere Reserves
２Communication Business
２Nursing Care for Elderly People in Japan
２Survey and Training Seminar on Japanese Culture and Society
２Japanese Language and Society
１Self-analysis with art therapy２（Quarter ３）
１Food and photography in art （Quarter ３）
１United Nations Studies （Quarter ３）

Total：３６ courses

Courses in Spring Semester
CreditsTitle of Course
１An Introduction to the Modern Japanese Culture and Society （Quarter １）
２Japan Law News Project
２A History of International Politics （Oriental）
２Major Global Issues and Challenges
１International Relations （Quarter １）
１International Relations （Quarter ２）
２Japanese History
２Introduction to Japanese Linguistics A
１Japanese Language Structure A１ （Quarter １）
１Japanese Language Structure A２ （Quarter ２）
２Population Geography of Japan
１Sociolinguistics １ （Quarter １）
１Sociolinguistics ２ （Quarter ２）
１Phonetics １ （Quarter １）
１Phonetics ２ （Quarter ２）
２Introduction to European Life E
１Seminar on Cultural Anthropology A （Quarter ２）

Studies on Japanese Culture and Society （Spring）
２Japanese Traditional Performing Arts and Music
２Traditional Arts ＆ Crafts and their Techniques
２Contemporary Art and Design
２Japanese Society and Traditional Culture II
２Family in Japan
２Budō - Karatedō I
２Budō - Karatedō II
２Budō - Jōdō I
２Budō - Jōdō II
２Zen and Japanese Culture
１Architecture and the City in Japan: from the past to the future （Quarter ２）
２Calendar and Time in the Japanese History
２Sustainability and Well-being
２UNESCO Geo-Parks and Biosphere Reserves
２The “Omotenashi” Spirit in The Service Industry of Japan
２Survey and Training Seminar on Japanese Culture and Society
２Sociology of Food and Eating
２Intercultural Debates：On Controversial Social Issues
１Self-analysis with art therapy１（Quarter １）
１Incense in Japanese culture （Quarter ２）
１Entertainment English （Quarter ２）

Total：３８ courses

There will be additional elective courses to be held in the academic year 2018-19.
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■ 自主研究

　学生の希望により，学生自身が定めた研究テーマについて，専門分野教員の指導の下に研究するものである。

各学期１テーマ２単位，計４単位の範囲内で，プログラムを修了するための単位として認定することができる。

■ 他部局開講科目

　学生の日本語能力が高いレベルにあり，学生が希望する場合は，広く学内で開講されているプログラム科目

以外の日本語による科目も履修することができる。修得した単位のうち，秋学期１科目２単位，春学期１科目

２単位の計４単位の範囲内で，プログラムを修了するための単位として認定することができる。 

なお，この場合，あらかじめ授業担当教員の許可を得なければならない。

 7  成績評価・単位認定 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
⑴ この教育プログラムの受講生に対して，履修した授業科目，成績評価及び単位数を記載した成績証明書を発

行する。

⑵ 本学の発行した成績証明書に基づき，留学生の在籍大学において単位の認定が行われる。

⑶ 学位取得（卒業または修了）に関係する単位として認定するか否かの判断は，留学生を派遣した大学等に委ねら

れる。

 8  修了証書の授与 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
　原則として年間３０単位以上修得した留学生には，短期留学プログラム修了証書を授与する。

 9  授業料 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
　金沢大学と授業料相互不徴収協定を締結している大学等に在籍している学生で，この協定に基づき推薦された

学生は，授業料が免除される。

　それ以外の学生については，１単位　１４,８００円が必要である（授業料は改定される場合がある）。
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■ Independent Research 
As an elective course, students can take part in specialized research under the guidance of a specialist in a 
particular field of study. 2 credits from one research subject per semester, and up to a total of 4 credits per year, 
may be recognized towards completion of KUSEP.

　

■ Courses other than those offered by KUSEP
If students with excellent Japanese proficiency levels desire to, they will be allowed to take courses offered 
throughout the university. At most 1 course, 2 credits per semester, and up to a total of 4 credits per year, may 
be recognized towards completion of KUSEP.　

Students who wish to take courses other than those offered by KUSEP must have the consent of the instructors.
　

 7  Transcript and Credit Transfer 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
⑴ Kanazawa University will issue a transcript of the KUSEP courses.
⑵ Credit transfer at the students' home institutions is based upon this transcript.
⑶ Approval of credit transfer is done under the authority of the students' home institutions, not of Kanazawa 
University.

　

 8  Certificate of Completion  榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
In principle, students who obtain a total of 30 or more credits a year are awarded a completion certificate.
　

 9  Tuition 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
Tuition waiver is applicable for students from the institutions that have concluded an agreement on mutual tuition 
waiver with Kanazawa University according to the number of students specified in the agreement.　

Other students are obliged to pay tuition of  JPY 14,800 yen per credit. Tuition might be revised in the future.
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 10  開設授業科目の概要 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
〈必修科目〉

　　◆  日本語　　◆  秋学期：１０単位，春学期：１０単位　　週５回 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　　◆  総合日本語プログラム　日本語教員（ 留学生センター） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　日本語は，初級から上級までの７レベルがあり，総合クラス，漢字クラス，技能別クラスの３種類の授業を提供している。

　授業開始前に，プレイスメントテストによって，受講生のレベルを決定する。

 日本語初級集中  初級１&２ 　　◆  秋学期：２０単位*　　週８回 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　初級レベルの日本語を使った文法，語彙，会話を学ぶ。

　*KUSEPの修了要件としては，１０単位のみ認定する。

 日本語初中級集中  （初中級） 　　◆  各学期：２０単位*　　週８回 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　初級で学んだ文法や語彙を使って４技能の運用力を高める。

　*KUSEPの修了要件としては，１０単位のみ認定する。

 日本語A  初級１ 　　◆  各学期：８単位　　週４回 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　初級前半レベルの日本語を使った文法，語彙，会話を学ぶ。

 日本語B  初級２ 　　◆  各学期：８単位　　週４回 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　初級後半レベルの日本語を使った文法，語彙，会話を学ぶ。

 日本語C  （中級前半） 　　◆  各学期：６単位　　週３回 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　中級前半レベルの文法，語彙・表現を学ぶ。４技能の総合的な習得を目指す。

 日本語D１  （中級後半） 　　◆  各学期：６単位　　週３回 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　中級後半レベルの文法，語彙・表現を学ぶ。４技能の総合的な習得を目指す。

 日本語D２  （中上級） 　　◆  各学期：６単位　　週３回 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　中上級レベルの文法，語彙・表現を学ぶ。４技能の総合的な習得を目指す。

 日本語E  （上級）  　　◆  各学期：６単位　　週３回 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　上級レベルの文法，語彙・表現を学ぶ。４技能の総合的な習得を目指す。

 漢字・語彙１，２，３，４，５，６，７ 　　◆  各学期：２単位　　週１回 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　漢字および漢字語彙の理解力と運用力を身につける。

 日本事情入門Ⅰ，Ⅱ  技能別（Cレベル） 　　◆  各学期：２単位　　週１回  榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　日本の行事や日本の習慣を題材にした教材を通して，新しい表現や語彙を学び日本語力を高めるとともに，日本の文化や

生活についても理解を深める。

 中級読解  技能別（Dレベル）  　　◆  各学期：２単位　　週１回 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　さまざまな話題について書かれた文章を読むことを通して，読解力，語彙力を身につける。

 速読日本語  技能別（D，Eレベル）  　　◆  各学期：２単位　　週１回 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　日本語で書かれた実際の文章に近い教材を使って，中級レベル以降で必要な読解ストラテジー（スキャニングやスキミン

グ）を養成する。 
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 10  Outline of Courses 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
〈Compulsory〉
　　◆ Japanese　　◆ Autumn, Spring：10 credits per semester，5 classes a week 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　　◆ Japanese language instructors （International Student Center） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

The Japanese Language Course is made up of 7 levels from beginning to advanced. Three types of classes are given in the 
course: comprehensive classes, kanji classes, and skill-specific classes. The appropriate level for each student will be deter-
mined by a placement test before courses begin.

 Intensive Japanese Course: Elementary  （Elementary 1 & 2） 　　◆  20 credits per semester*, 8 classes a week 榎 
This course is for beginner - elementary levels of Japanese. Its purpose is to integrate the four skills (speaking, listening, 
reading and writing). *For KUSEP completion only 10 credits will be recognized.

 Intensive Japanese Course: Pre-Intermediate  （Pre-intermediate） 　　◆  20 credits per semester*, 8 classes a week 榎 
This course is for students who have completed elementary levels of Japanese. Its purpose is to integrate the four skills 
(speaking, listening, reading and writing) bringing the gap between elementary and intermediate levels. *For KUSEP comple-
tion only 10 credits will be recognized.

 Japanese A  Elementary 1 　　◆  8 credits per semester, 4 classes a week 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
Beginner - Lower Elementary level.
Students will learn basic Japanese grammar and vocabulary used in daily life, and develop basic communicative competence.

 Japanese B  Elementary 2 　　◆  8 credits per semester, 4 classes a week 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
Students will learn basic Upper Elementary level. Japanese grammar and vocabulary used in daily life, and develop basic 
communicative competence.

 Japanese C  （Intermediate 1） 　　◆  6 credits per semester, 3 classes a week 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
Students will acquire skills in reading, writing, speaking and listening at lower-intermediate level.

 Japanese D1  （Intermediate 2） 　　◆  6 credits per semester, 3 classes a week 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
Students will acquire skills in reading, writing, speaking and listening at upper-intermediate level.

 Japanese D2  （Intermediate-high） 　　◆  6 credits per semester, 3 classes a week 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
Students will acquire skills in reading, writing, speaking and listening at intermediate-high level.

 Japanese E  （Advanced 1） 　　◆  6credits per semester, 3 classes a week 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
Students will acquire skills in reading, writing, speaking and listening at advanced level.

 Kanji & Vocabulary 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 　　◆  2 credits per semester, 1 class a week 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
Students in Japanese A-F will study kanji at a level equivalent to their Japanese Language Ability.

 Japanese AffairsⅠⅠ,  ⅡⅡ: Introductory  Specific Skills for Level C 　　◆  2 credits per semester, 1 class a week  
In this course, students will aim at improving their overall Japanese skills, as well as deepening their understanding of Japanese 
culture and ways of thinking, in terms of a textbook that deals with monthly (seasonal) events and rituals that happen in Japa-
nese society.

 Intermediate Reading  Specific Skills for Level D1, D2 　　◆  2 credits per semester, 1 class a week 榎榎榎榎榎 
In this course, students who have studied intermediate level of grammar and vocabulary will aim to improve their Japanese 
reading skills.

 Rapid Reading  Specific Skills for Level D, E 　　◆  2 credits per semester, 1 class a week 榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
Students will read authentic materials in Japanese to develop their reading skills for scanning and skimming. They will learn 
how to extract required information quickly and read the content accurately. 
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 上級読解Ⅰ，Ⅱ  技能別（Fレベル）  　　◆  各学期：２単位　　週１回 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　評論や専門書などの文章を読んで理解する力を身につける。また，読んだ内容について説明し，意見を述べる練習も行う。

 留学生のための日本文学  技能別（E，Fレベル） 　　◆  各学期：２単位　　週１回 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　日本の近代から現代にかけての文学作品を読むことを通して，日本文学および日本への理解を深める。

 中級聴解  技能別（C，Dレベル）  　　◆  各学期：２単位　　週１回 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　日常生活に必要な聴解力と会話力を養う。ドラマや日常生活場面の会話を使って，聴く，話す力を高める。

 中上級聴解  技能別（D，Eレベル） 　　◆  各学期：２単位　　週１回 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　大学での学習や研究に必要な聴く力，聴く姿勢を養う。ニュースや映像レポートなどを視聴し，表現についても学ぶ。

 講義の聴解  技能別（Eレベル） 　　◆  各学期：２単位　　週１回 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　大学での講義を聞き取るのに必要な聞き取りストラテジーを学び，いくつかの講義の聞き取り練習問題を通して，大学で

の研究・学習生活に支障のない聴解能力を養うことを目的とする。

 上級聴解Ⅰ，Ⅱ  技能別（Fレベル） 　　◆  各学期：２単位　　週１回 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　様々なトピックについてのテレビドキュメンタリーなどを視聴し，そのトピックについて討論することで，日本語の聴く，

話す力を高める。

 上級文法Ⅰ，Ⅱ  技能別（Fレベル） 　　◆  各学期：２単位　　週１回 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　日本語文法の様々な側面に注目し，文法をより深く理解し運用できる力を身につける。

 作文１  技能別（Cレベル） 　　◆  各学期：２単位　　週１回 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　初級から中級で学んだ語彙や文法を使って日常的なことについて書く力を身につける。

 作文２  技能別（Dレベル） 　　◆  各学期：２単位　　週１回 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　中級で学んだ語彙や文法を使って一般的な話題について日本語で書く力を身につける。同時に，大学での学習および研究

に必要な書く力の基礎を身につける。

 アカデミック・ライティングⅠ   技能別（Eレベル） 　　◆  各学期：２単位　　週１回 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　レポート・論文を書くために必要な日本語の文章表現を身につける。

 アカデミック・ライティングⅡ  技能別（Fレベル） 　　◆  各学期：２単位　　週１回 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　レポート・論文を書くために必要な日本語の文章表現を身につけるとともに，研究方法論および論拠の方法についても学ぶ。

 口頭発表Ⅰ，Ⅱ   技能別（E,Fレベル） 　　◆  各学期：２単位　　週１回 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　アカデミックな場面での口頭発表をするために必要な日本語の表現や発表のスキルを身につける。

 アカデミック基礎日本語  技能別（E,Fレベル） 　　◆  各学期：２単位　　週１回 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　日本の大学および大学院で学習，研究をするために必要なアカデミック・スキルの基礎を身につける。

 日本事情  技能別（E,Fレベル） 　　◆  各学期：１単位　　週１回 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　日本社会のさまざまな側面について，読解や討論を通して学ぶ。

 日本語で学ぶ論理  技能別（E,Fレベル） 　◆秋学期：２単位　　週１回 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　論理トレーニング（論証と演繹）と実際の論文読解を通じて，日本の大学での学習や研究に必要な日本語（アカデミック日本

語）力を養成する。

 ビジネス・コミュニケーション  技能別（E,Fレベル） 　　◆  各学期：１単位　　週１回 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　ビジネス場面で使われる日本語の待遇表現や，文書の書き方の基本を学ぶ。
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 Advanced Reading （ⅠⅠ,  ⅡⅡ）  Specific Skills for Level F 　　◆  2 credits per semester, 1 class a week 榎榎榎榎 
The main focus will be on the development of reading skills for academic settings. Students will read, present, and discuss a 
book or academic papers.

 Japanese Literacy for International Students  Specific Skills for Level E, F 　　◆  2 credits per semester, 1 class a week  
Students will aim at improving their understandings for Japanese literature and Japan reading modern Japanese literature.

 Intermediate Listening  Specific Skills for Level C, D 　　◆  2 credits per semester, 1 class a week 榎榎榎榎榎 
This is a course to develop students' speaking and listening abilities for use in daily life. Class activities will center on training 
listening skills.

 Intermediate-High Listening  Specific Skills for Level D, E 　　◆  2 credits per semester, 1 class a week 榎榎榎 
This course is designed to prepare students for listening in a university context. Specifically, students will understand key idio-
matic expressions, and will demonstrate understanding of long and complex news stories and discourses.

 Academic Listening  Specific Skills for Level E 　　◆  2 credits per semester, 1 class a week 榎榎榎榎榎榎榎榎 
Students will learn listening strategies for academic settings.

 Advanced Listening ⅠⅠ,  ⅡⅡ  Specific Skills for Level F 　　◆  2 credits per semester, 1 class a week 榎榎榎榎榎 
This course is designed to enhance listening skills by watching TV programs while also deepening students’ understanding of 
Japanese culture and society. Students will also enhance speaking skills through discussion.

 Advanced Japanese Grammar ⅠⅠ, ⅡⅡ  Specific Skills for Level F 　　◆  2 credits per semester, 1 class a week  
The students will analysis and practice the usage of Japanese grammar and be able to understand Japanese grammar and handle 
it correctly.

 Writing 1  Specific Skills for Level C 　　◆  2 credits per semester, 1 class a week 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
Students will acquire intermediate level Japanese writing skills.

 Writing 2  Specific Skills for Level D 　　◆  2 credits per semester, 1 class a week 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
Students will acquire upper-intermediate level Japanese writing skills.They will also learn the basic writing abilities required 
for research and study at the university level.

 Academic Writing 1  Specific Skills for Level E 　　◆  2 credits per semester, 1 class a week 榎榎榎榎榎榎榎榎 
Students will learn methods of composing reports, while practicing written Japanese expressions for an academic setting.

 Academic Writing 2  Specific Skills for Level F 　　◆  2 credits per semester, 1 class a week 榎榎榎榎榎榎榎榎 
Students will learn methods of composing reports. They will also learn research methodology as well as ways of debating in 
Japanese. 

 Oral Presentation 1, 2  Specific Skills for Level E, F 　　◆  2 credits per semester, 1 class a week 榎榎榎榎榎榎 
Students will acquire the ability to prepare an oral presentation in Japanese through several practice speeches.

 Academic Japanese  Specific Skills for Level E, F 　　◆  2 credits per semester, 1 class a week 榎榎榎榎榎榎榎 
Students will acquire the reading, listening, writing and speaking skills needed for an academic setting.

 Japanese Affairs  （Specific Skills for Level E, F） 　　◆  1 credit per semester, 1 class a week 榎榎榎榎榎榎榎榎 
Students will learn various aspects of contemporary Japanese society through reading and discussion.

 Logical Thinking in Japanese  （Sepcific Skills for Level E, F） 　　◆  1 credit per semester, 1 class a week 榎榎 
Students acquire the academic Japanese skills necessary for study and/or research at a Japanese university. To attain this objec-
tive, students will first practice logical argumentation and deduction before learning how to develop and structure texts in 
Japanese.

 Business Communication  （Specific Skills for Level E, F） 　　◆  1 credit per semester, 1 class a week 榎榎榎榎 
Students will begin to acquire the basic business etiquette necessary for recruitment activities. Students will also learn honor-
ifics and formal expressions appropriate for holding conversations in business situations. Additionally, students will learn how 
to write formal business e-mails.
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秋学期（2018.10～2019. 3）
＊「ジョイントクラス」とは，学部等で開講されている一般授業科目と合同のクラスである。

〈選択科目〉

 　◆ 日本の法と社会　　　　◆ ２単位　　毎週 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 （ジョイントクラス） 

 　◆ 東川　浩二 （人間社会研究域 法学系） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　このクラスは，日本の法や法制度と，それをささえる日本社会について紹介します。法制度の概要について説明し，参加

者の出身国の制度と比較することで，日本法や法制度の特徴と，出身国の特徴について理解できるようにします。取り上げ

る項目は，日本法の概要，日本の司法制度，日本人の国民性，法学教育制度，日本の法律家，日本の法文化，裁判員制度な

どです。

 　◆ 比較政治学　　　　◆ ２単位　　毎週 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 （ジョイントクラス） 

 　◆ ビートン　アンドリュー （人間社会研究域 法学系） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　比較政治学における重要な概念と理論を紹介しながら，民主主義国の特徴を検討する。民主主義国５カ国（イギリス，フラ

ンス，ドイツ，日本，アメリカ）を比較分析する。特に，各国の政治体制，政治・経済発展等を分析し，それぞれの特殊性と

共通性を評価する。授業は英語で行う。

 　◆ 日本政治・外交論　　　　◆ ２単位　　毎週 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 （ジョイントクラス） 

 　◆ ビートン　アンドリュー （人間社会研究域 法学系） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　戦後日本の外交史と国内政治情勢を考察する。日本の対外政策について，日米関係と日本とアジアの大国との関係に重点

を置く。現代日本政治の流れを理解し，日本の国内政策を理解するため，太平洋戦争から現在に至るまでの民主的発展の過

程を辿る。特に，占領期，５０年代の政治的対立と国際社会復帰期，高度成長期，７０年代の国際調整期，８０年代の新冷戦期，

ポスト冷戦時代等を取り上げる。授業は主として英語で行う。

 　◆ 日本史　　　　◆ ２単位　　毎週 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 （ジョイントクラス） 

 　◆ 山本　　洋 （留学生センター） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　このクラスでは，日本の有史以前の時代から現代にいたるまでの文明の発展を概観し，日本の文化と文明が形成される過

程について学ぶ。日本史の基礎知識を身につけることで，日本に関する様々な情報を歴史的な観点から理解することができ

るようになることが本クラスの主な目的である。また，日本史の学習を通じて，自身の国の文化のあり方についても理解し

直す契機としたい。

 　◆ 地球環境論E　　　　◆ ２単位　　毎週 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 （ジョイントクラス） 

 　◆ 塚脇　真二 （環日本海域環境研究センター） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　地球環境とその動態，すなわちさまざまな時空スケールにおける地球環境の変動を理解するため，プレートテクトニクス

と地震，津波，火山噴火などの地学現象についてまず解説する。引き続いて天然資源や気候変動といった地球環境にとって

喫緊となっている話題にも触れる。さらに，現在の地球生物圏を支配する一動物として人類をとらえ，その進化過程の説明

にもとづきヒトの本質を理解してもらう。 
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Autumn Semester (Oct. 2018 - Mar. 2019) 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
＊ "Joint Classes" are also offered as regular courses for undergraduate students.

〈Elective〉

 　◆ Law and Society in Japan　　　◆  2 credits; weekly 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 （Joint Class） 

 　◆ HIGASHIKAWA Kōji （Faculty of Law, Institute of Human and Social Sciences） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

This class is designed to introduce foreign students to comparative analysis of system of judiciary, legal education, and so on. 
Students learn about some of the unique aspects of legal ideas, legal history and legal system of Japan. Topics include： struc-
ture of Japanese law, the constitution of Japan, judicial system in Japan, Japanese national character, attitude toward lawsuits, 
apology in Japan, legal education and Japanese lawyers, death penalty in Japan, and Japan's lay judge system (Saiban-in 
system).

 　◆ Comparative Politics　　　◆  2 credits; weekly 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 （Joint Class） 

 　◆ BEATON Andrew （Faculty of Law, Institute of Human and Social Sciences） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

The course examines the key features of established democratic states while introducing important concepts and theories useful 
for comparative analysis. Specifically, students analyze the distinct and common features of 5 democratic states (the United 
Kingdom, France, Germany, Japan and United States.) in order to understand each country's political system, political and 
economic development, political organization, etc., from a comparative perspective.

 　◆ Japanese Politics & Diplomacy　　　◆  2 credits; weekly 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 （Joint Class） 

 　◆ BEATON Andrew （Faculty of Law, Institute of Human and Social Sciences） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

The course provides a broad historical overview of Japanese politics and postwar diplomacy. In looking at Japan's foreign 
policy, the primary focus is on US-Japanese relations and Japan's foreign relations with its powerful Asian neighbors. At the 
same time, to understand the dynamics of change in Japanese domestic politics and to gain insight into the challenges 
confronting contemporary Japan, the course traces Japan's path of political development from the time of the Second World 
War to the present.

 　◆ Japanese History　　　◆  2 credits; weekly 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 （Joint Class） 

 　◆ YAMAMOTO Hiroshi （International Student Center） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

This course surveys the development of civilization in Japan from ancient times before written history through modern times. 
This course is designed to provide for students an appreciation of the fundamentals shaping Japanese culture and civilization. 
The major goal of this course is to give students broad knowledge and fundamentals of Japanese history. Students who 
complete the course successfully should be able to assimilate new information and studies related to Japan. Additionally, 
students should have realized the character of their own culture significantly.

 　◆ Global Environment and Its Dynamics E　　　◆  2 credits; weekly 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 （Joint Class） 

 　◆ TSUKAWAKI Shinji （Institute of Nature and Environmental Technology） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

In order to understand the dynamics of the global environment and temporo-spatial changes to the global environment at 
various scales, this course provides a basic knowledge of plate tectonics and related geological phenomena such as earth-
quakes, tsunamis and volcanic eruptions. Topics related to natural resources and climatic changes, which have become urgent 
issues for the Earth's environment, will be explained in the course. The evolutionary history of Homo sapiens will be offered to 
help students grasp the nature and characteristics of a creature which has taken control of the present Earth's surface biosphere. 
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 　◆ 米英環境思想論E　　　　◆ ２単位　　毎週 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 （ジョイントクラス） 

 　◆ 結城　正美 （人間社会研究域 歴史言語文化学系） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　アメリカとイギリスの動きを中心に，グローバルな視野から環境主義の展開を考察します。

 　◆ 主要な国際問題と課題　　　　◆ ２単位　　毎週 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 （ジョイントクラス） 

 　◆ フォックス　セナン （人間社会研究域 歴史言語文化学系） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　このセミナーでは，２１世紀の主要な国際的問題や課題について焦点を当てて進める。学習のトピックは，人権，テロリズ

ム，国連，人種差別や差別問題，国際化，女性の人権，子どもの人権，労働者の人権，大量虐殺，世界的に拡大する貧困，

連続する根深い争い，そして環境問題等である。また，１学期間このクラスを履修し，次学期も継続する学生は，世界で最も

重要な冷戦後の安全保障問題の幾つかについて，エリア，地域，国家に注目したセミナーを通して学習する。このコースの

終了時には，世界で最も重要ないくつかの問題や課題，そして，それが現在の国際関係への影響について，十分な知識を得

ることになる。

 　◆ 国際関係論E　　　　◆ １単位　　毎週　第３クォーター 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 （ジョイントクラス） 

 　◆ 中野　涼子 （人間社会研究域 法学系） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　国際社会における相互依存性がますます高まり，多角化が進む中で，どのように国際関係を理解し，グローバルな問題に

対応していくのか。そのような問題意識を踏まえて，国際関係の様々な理論を学び，その概念や分析方法を用いて現代の国

際政治における様々な問題について考察する。

 　◆ 国際関係論E　　　　◆ １単位　　毎週　第4クォーター 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎  （ジョイントクラス） 

 　◆ 中野　涼子（人間社会研究域 法学系） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　国際社会における相互依存性がますます高まり，多角化が進む中で，どのように国際関係を理解し，グローバルな問題に

対応していくのか。そのような問題意識を踏まえて，国際関係の様々な理論を学び，その概念や分析方法を用いて現代の国

際政治における様々な問題について考察する。

 　◆ 日本語学講義B　　　　◆ ２単位　　毎週 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 （ジョイントクラス） 

 　◆ 高山　知明 （人間社会研究域 歴史言語文化学系） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　日本語の歴史に関する内容のうち，音韻史の問題を取り扱う。古代の日本語の音は，現代標準日本語のそれと異なってお

り，現在に至る間に種々の音変化が起こっている。過去の音とそこに起こった変化は，文献を手掛かりにしてある程度まで

明らかにすることができる。この授業では，資料となる文献を実際に取り扱うことを通じて，過去の音の復元方法を理解す

る。また，日本語の変化を通じて言語変化に対する理解を深める。

 　◆ 日本語学概論B１　　　　◆ １単位　　毎週　第３クォーター 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 （ジョイントクラス） 

 　◆  加藤　和夫 （人間社会研究域 歴史言語文化学系） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　日本語の特徴を，主として現代日本語を中心に概説しながら，外国人に対する日本語教育に必要な日本語の基礎知識を身

につける。今期は，外国人に対する日本語教育にとって必要な日本語の基礎知識を文法を中心に習得し，日本語への理解と

関心を深める。
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 　◆ American / British Environmental Thought E　　　◆  2 credits; weekly 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 （Joint Class） 

 　◆ YŪKI Masami （Faculty of Letters, Institute of Human and Social Sciences） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

This seminar aims to (1) familiarize students with the history and development of environmental thoughts and practices and (2) 
to develop students' critical perspective from which to consider the present environmental situation in Japan, the United States, 
the United Kingdom, and beyond. By reading and discussing a wide range of writings on human relationships with the environ-
ment, this course intends to help expand and deepen students' environmental literacy and critical thinking on issues of the 
environment.

 　◆ Major Global Issues and Challenges　　　◆  2 credits; weekly 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 （Joint Class） 

 　◆ FOX Senan （Faculty of Letters, Institute of Human and Social Sciences） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

This seminar will focus on some of the major global issues and challenges of the twenty-first century. Topics include Human 
Rights, Terrorism, the United Nations, Racism and Discrimination, Globalization, Women's Rights, The Rights of Children, 
Workers' Rights, Genocide, Global Poverty, the Causes and Consequences of Conflict, and Environmental Issues. Students 
who complete one semester in this class and choose to continue to a second semester can then proceed to study some of the 
world's most important post-Cold War security issues via area, region and country-focused seminars. At the end of the course, 
students should have a sound knowledge of a selected number of some of the world's most important issues and challenges and 
their influence on present day international relations.

 　◆ International Relations E　　　◆ 1 credit; weekly　Quarter 3 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 （Joint Class） 

 　◆ NAKANO Ryōko （Faculty of Low, Institute of Human and Social Sciences） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

In the increasingly interdependent, multipolar international society, how shall we understand international relations and how to 
deal with global challenges? This course introduces various theories of international relations and explores the relevance and 
applicability of those theories and concepts to the major issues of world politics today.

 　◆ International Relations E　　　◆ 1 credit; weekly　Quarter 4 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎    （Joint Class） 

 　◆ NAKANO Ryōko（Faculty of Low, Institute of Human and Social Sciences） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

In the increasingly interdependent, multipolar international society, how shall we understand international relations and how to 
deal with global challenges? This course introduces various theories of international relations and explores the relevance and 
applicability of those theories and concepts to the major issues of world politics today.

 　◆ Lecture on Japanese Linguistics B　　　◆ 2 credits; weekly 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 （Joint Class） 

 　◆ TAKAYAMA Tomoaki （Faculty of Letters, Institute of Human and Social Sciences） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

We deal with the issues on the historical phonology of the Japanese language. Old Japanese has its own sound system strik-
ingly different from what we observe in Modern Japanese. Actually, according to the historical materials, we can find what 
sound changes occurred and how the pronunciations changed from the past to the present. In our class, students are provided 
with chances to deal with the materials in order to discuss how we can reconstruct Old Japanese.

 　◆ Japanese Language Structure B1　　　◆ 1 credit; weekly　Quarter 3 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 （Joint Class） 

 　◆ KATŌ Kazuo （Faculty of Letters, Institute of Human and Social Sciences） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

Teach the basic knowledge of Japanese characteristics, mainly overviewing in modern Japanese, required for teaching Japanese 
as a foreign language. To learn about grammar, mainly in modern Japanese, for a basic knowledge of Japanese necessary for 
teaching Japanese as a second language and a deepened understanding and interest in Japanese.
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 　◆ 日本語学概論B２　　　　◆ １単位　　毎週　第４クォーター 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 （ジョイントクラス） 

 　◆ 加藤　和夫 （人間社会研究域 歴史言語文化学系） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　日本語の特徴を，主として現代日本語を中心に概説しながら，外国人に対する日本語教育に必要な日本語の基礎知識を身

につける。今期は，外国人に対する日本語教育にとって必要な日本語の基礎知識を文字・表記と音声を中心に習得し，日本

語への理解と関心を深める。

 　◆ 日本語の語彙・意味１　　　　◆ １単位　毎週　第３クォーター 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 （ジョイントクラス） 

 　◆ 加藤　和夫 （人間社会研究域 歴史言語文化学系） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　日本語の類義語・類義表現について，その意味・用法の分析を試みる。具体的には，まず意味分析の基本的方法論を確認

し，その後，受講生各自が特定の類義語の組み合わせを選び，それらの意味・用法を分析した結果を順次発表し，全員でディ

スカッションする。口頭発表とディスカッションを経て，最終レポートを作成する。

 　◆ 日本語の語彙・意味２　　　　◆ １単位　　毎週　第４クォーター 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 （ジョイントクラス） 

 　◆ 加藤　和夫 （人間社会研究域 歴史言語文化学系） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　日本語の類義語・類義表現について，その意味・用法の分析を試みる。具体的には，まず意味分析の基本的方法論を確認

し，その後，受講生各自が特定の類義語の組み合わせを選び，それらの意味・用法を分析した結果を順次発表し，全員でディ

スカッションする。口頭発表とディスカッションを経て，最終レポートを作成する。

 　◆ フランス語を学ぼう　　　　◆ ２単位　　毎週 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 （ジョイントクラス） 

 　◆ 粕谷　雄一 （人間社会研究域 歴史言語文化学系） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　英語を通してフランス語を学び，英仏語の関係を学びます。現代にふさわしいフランス語学習法を考えます。

 　◆  現代中国論E   　◆ ２単位　 毎週 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 （ジョイントクラス） 

 　◆ 古泉　達矢 （人間社会研究域 法学系） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　この授業は，現代の中国および東アジア世界についての理解を深めることを目的とします。具体的には，中国の政治・経

済・社会をめぐる様々な問題の中から毎回トピックを取り上げ，複数の英文資料に基づいて参加者の間で討論します。

 　◆ アフリカ系人の音楽を通じて知る現代の世界　　　　◆ ２単位　　毎週 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 （ジョイントクラス） 

 　◆ 粕谷　雄一 （人間社会研究域 歴史言語文化学系） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　アフリカ系人に関連した世界情勢を，主にフランス語情報で得られるものを通じ，各地の音楽とからめて学んでいきます。

授業は日本語を主にして進めますが，適宜英語による説明を加えます。
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 　◆ Japanese Language Structure B2　　　◆  1 credit; weekly　Quarter 4 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 （Joint Class） 

 　◆ KATŌ Kazuo （Faculty of Letters, Institute of Human and Social Sciences） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

Teach the basic knowledge of Japanese characteristics, mainly overviewing in modern Japanese, required for teaching Japanese 
as a foreign language. To learn about characters and voice, mainly in modern Japanese, for a basic knowledge of Japanese 
necessary for teaching Japanese as a second language and a deepened understanding and interest in Japanese.

 　◆ Vocabulary and Meaning of Japanese 1　　　◆  1 credit; weekly　Quarter 3 榎榎榎榎榎榎榎榎榎 （Joint Class） 

 　◆ KATŌ Kazuo （Faculty of Letters, Institute of Human and Social Sciences） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

Students will try analyzing the synonyms and synonym phrases of Japanese. The first three classes will be a check of the basic 
method for semantic analysis, after that each student will pick a combination of specific synonyms, analyze the meaning and 
usage, and give a speech on the results followed by a discussion. Then they will make a final report from the speech and 
discussion.

 　◆ Vocabulary and Meaning of Japanese 2　　　◆  1 credit; weekly　Quarter 4 榎榎榎榎榎榎榎榎榎 （Joint Class） 

 　◆ KATŌ Kazuo （Faculty of Letters, Institute of Human and Social Sciences） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

Students will try analyzing the synonyms and synonym phrases of Japanese. The first three classes will be a check of the basic 
method for semantic analysis, after that each student will pick a combination of specific synonyms, analyze the meaning and 
usage, and give a speech on the results followed by a discussion. Then they will make a final report from the speech and 
discussion.

 　◆ Learning French　　　◆  2credits; weekly 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 （Joint Class） 

 　◆ KASUYA Yūichi （School of International Studies, Institute of Human and Social Sciences） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

Learn French and its relationship with English; think about better ways of learning French today.

 　◆ Contemporary Chinese Culture E 　　　　◆  2 credits; weekly 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 （Joint Class） 

 　◆ KOIZUMI Tatsuya （Faculty of Low, Institute of Human and Social Sciences） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

Modern China faces several problems, both internally and externally. This course will focus upon some of the major problems 
and try to put them into a historical perspective that leads students to a deeper understanding of Chinese society. Students are 
expected to read several English materials and engage in discussion.

 　◆ African Origin People's Music and Modern World　　　◆  2 credits; weekly 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 （Joint Class） 

 　◆ KASUYA Yūichi （Faculty of Letters, Institute of Human and Social Sciences） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

The class provides an overview of musical cultures of African origin people (mainly French speaking), and through these 
cultures, an understanding of present state of world. Japanese is mainly used in class ; explanations in English are supplied as 
necessary.
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 　◆ イギリス地域文化論　　　 　◆ ２単位　　毎週 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 （ジョイントクラス） 

 　◆ 山本　　卓 （人間社会研究域 学校教育系） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　本授業は１９世紀から２０世紀のイギリス文化を，文学作品を中心に学ぶ。学期中に３〜４冊の小説を読み，そこから歴史背

景､思想､文学の特徴を解説する。教科書や教材は初回の授業で指示する。

 　◆ 比較民族誌　　　　◆ 1単位　　毎週　第３クォーター 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ 西本　陽一（人間社会研究域 人間科学系） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　現代日本の地域社会

　文化人類学的視点から，現代日本の地域社会について研究する。

　

〈日本文化・社会学習〉 ※日本文化・社会学習はすべてジョイントクラス

 　◆ 茶道を通して学ぶ日本文化　　　　◆ ２単位　　隔週 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ 深川　美帆 （留学生センター） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　茶道は日本の伝統文化における総合芸術だと言われている。このコースでは，茶道を通して日本の伝統文化について学ぶ。

茶道に関わる様々な日本の文化を経験することによって，日本人のものの考え方，日本の美意識への理解を深める。

 　◆ 大樋焼：土と炎　　　　◆ ２単位　　隔週 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ ビットマン　ハイコ （留学生センター） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　茶道には日本人の生活にかかわる全てのものが含まれている。日本人の衣食住，美意識，作法などが純粋な形で示されて 
いる。このコースでは茶会で用いられる茶碗を，大樋焼の手法で作る。同時に茶碗の造形を美術館で鑑賞し，茶会を催し自

分の作った茶碗で茶を飲む。この活動を通じ，日本ヘの理解をより深める。

 　◆ 日本の社会と伝統文化Ⅰ　　　　◆ ２単位　　隔週 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ 山本　　洋 （留学生センター） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　金沢の豊かな伝統文化を直接体験することや，実地見学を通じて日本の社会について学ぶことがこの授業の目的である。 
日本の伝統美術・工芸といった文化体験を通じ，日本文化に対する多角的な観点を形成する機会を与える。また，日本の生 
活様式，マスメディア，企業，経済，教育といった様々なトピックに関する専門家の講義を通じ，日本の社会・経済に関す

る広範な知識を習得すると同時に，企業，工場，公的機関等において実地研修を行う。

 　◆ 日本の教育　　　　◆ ２単位　　隔週 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ 斉木麻利子 （留学生センター） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　この授業では，現代日本の教育制度，その骨子と目標について理解を深めます。そのため，学生は，学内での講義，個人 
研究の発表・ディスカッションに参加するだけではなく，金沢市内の教育機関を見学する。
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 　◆ British Regional Studies　　　◆  2credits; weekly 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 （Joint Class） 

 　◆ YAMAMOTO Taku （Faculty of Education, Institute of Human and Social Sciences） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

This class discusses the 19- and 20-century British cultures, focusing mainly on the contemporary British literary works. 
Participants are required to read three or four novels during the semester. The textbook and research materials are to be noticed 
on the first of class.

 　◆ Comparative Ethnographies　　　◆ 1 credit; weekly　Quarter ３ 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ NISHIMOTO Yōichi（College of Human and Social Sciences） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　Studies on Contemporary Rural Japanese Society.
 　This class will give an introduction to the contemporary rural Japanese society from an anthropological perspective.

　

〈Studies on Japanese Culture and Society〉 ※All classes are "Joint Classes."

 　◆ Japanese Culture through the Way of Tea　　　◆  2 credits; biweekly 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ FUKAGAWA Miho （International Student Center） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

This course will provide you with the opportunity to learn about Japanese traditional culture through the tea ceremony. 
Students will study and experience traditional aspects of Japanese culture through the tea ceremony and deepen their under-
standing of the Japanese way of thinking and the Japanese aesthetic.

 　◆ O- hi Pottery： Clay and Fire　　　◆  2credits; biweekly 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ BITTMANN Heiko （International Student Center） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

The "Way of Tea" (chadō) contains all that is related to the life of the Japanese. Foods, clothing, houses and manners, including 
the aesthetic sense of the Japanese, are shown as pure forms. In this course, students will make tea bowls by hands, which is 
traditional method of Ōhi Pottery. At the same time, students appreciate the form and color of tea bowls in art museums. All 
students will participate in a tea ceremony at the end of the course. Through these activities, students will deepen their under-
standing of Japanese culture.

 　◆ Japanese Society and Traditional CultureⅠ　　　◆ 2 credits; biweekly 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ YAMAMOTO Hiroshi （International Student Center） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

The 'hands-on' experiences in Japanese traditional arts and crafts will provide students with an opportunity to time-slip to a 
purely Japanese world, where traditional rules and customs have been strictly maintained for many centuries. Additionally, 
through lectures by specialists in areas such as Japanese lifestyles, mass media, corporations, economy, education, and so on, 
students will acquire an overall view of Japanese society and economy. Students will also visit various places, such as compa-
nies, factories, and museums.

 　◆ Education in Japan　　　◆  2 credits; biweekly 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ SAIKI Mariko （International Student Center） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

This course provides students with opportunities to learn about the educational system of contemporary Japan, its background 
factors, and its future objectives. Students will deepen their understanding of the educational goals of contemporary Japan 
through individual research as well as through visits to a kindergarten and schools in the city.
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 　◆ 武道・空手道Ⅰ　　　　◆ ２単位　　毎週 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ ビットマン　ハイコ （留学生センター） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　この授業の目的は，日本武道の一つである空手道を通じて，日本文化を体験することである。毎回，空手道の「基本」を練

習し，次第に「型」も修得する。また，空手道の歴史や教え等について資料を配布し，解説する中で，空手道及び武道への理

解を深める。

 　◆ 武道・杖道Ⅰ　　　　◆ ２単位　　毎週 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ ビットマン　ハイコ （留学生センター） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　この授業の目的は，日本文化の一つとして武道に幅広く目を向けて，それらの教えや歴史に迫りながら，その一つである

「杖道」を通じて，武道を実践的に体験することである。毎回はじめに，武道の一つについてレジュメを配り，解説する。そ

の後，杖道の基本，型，礼儀作法などを修行する。

 　◆ 禅と日本文化　　　　◆ ２単位　　毎週 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ ママードゥア　アイーダ （留学生センター） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　この授業では，禅の根本的な修行，坐禅を体験する。また日本のすべての文化の背景にある，禅の教えも学ぶ。禅は自己

確立の道であり，それを体験しながら日本の文化の奥深さも経験できる。

 　◆ 日本の歴史からみた暦と時間　　　　◆ ２単位　　毎週 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ 小島　荘一 （留学生センター） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　日本人が時間に正確であることは世界でも広く知られている。しかし，実は江戸時代までの日本人はとても時間認識が曖

昧で，これが明治の近代化でも大きな問題となった。

　この授業では古代の日本において中国から暦法が伝来してきた経緯や，それが日本でどのように変化していったのかをみ

ていく。また，学生にも自分の国の時間に関する文化の発表をしてもらい，それについて全員で話し合うことで，理解を深

めてもらう。

 　◆  持続可能性と福祉　　　　◆ ２単位　　隔週 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ ママードゥア　アイーダ （留学生センター） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　金沢市の持続可能な開発に向けてコースです。再生エネルギー，浄水，ゴミ発電，持続可能社会づくりなどを学びます。

また，金沢市にある自然とその自然から生まれてきた文化を紹介し，伝統的で近代的な様々な文化を体験します。

 　◆ ユネスコジオパークとエコパーク　　　　◆ ２単位　　隔週 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ ママードゥア　アイーダ （留学生センター） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　白山ユネスコエコパークについて学ぶコースです。白山麓の地域をフィルドにし，地域の人々の伝統的な生活様式を体験

したり，地域課題や地域再生に向けての様々な取り組みを紹介するコースです。
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 　◆ Bud-o -Karated-o Ⅰ　　　◆  2 credits; weekly 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ BITTMANN Heiko （International Student Center） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

The aim of this course is to experience Japanese culture firsthand through the "Way of the Empty Hand", karatedō, one of the 
traditional Japanese martial arts (budō). Each lesson we will practice the basics (kihon), and later on one of the forms (kata) of 
karatedō. We will also learn about the history, basic principles and teachings of karatedō.

 　◆ Bud-o -J-o d-o Ⅰ　　　◆  2 credits; weekly 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ BITTMANN Heiko （International Student Center） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

The aim of this course is partly to experience Japanese culture firsthand, through traditional Japanese martial art (budō) called 
the "Way of the Stick" (jōdō), and partly to learn about the history and the principles of Budō. Students will receive handouts 
at the beginning of each lesson on the various Japanese martial arts, after which we will practice the basics (kihon), the forms 
(kata), and the respectful salutations (rei), etc., of jōdō.

 　◆ Zen and Japanese Culture　　　◆  2 credits; weekly 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ MAMMADOVA Aida （International Student Center） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

In this course students will be provided an opportunity to practice Zazen (mindful contemplation), and learn about Zen teach-
ings, which are the basic teachings of all Japanese culture. Zen is the way of training for self-realization, and by practicing it 
students will experience and learn the depth of Japanese culture.

 　◆ Calendar and Time in the Japanese History　　　◆  2 credits; weekly 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ KOJIMA Sōich （International Student Center） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

The Japanese have a global reputation for being very punctual. But, in fact, up until the Edo period the Japanese were sloppy 
about time, and it was a major issue in the modernization of Japanese after the Meiji Restoration.
In this course, we will learn about the recognition of time in Japan. We shall study how the ancient calendar system came to 
Japan from China, and how the Japanese changed it. Students are also expected to talk about their own culture's recognition of 
time, and discuss common points and differences.

 　◆ Sustainability and Well-being　　　◆  2 credits; biweekly 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ MAMMADOVA Aida （International Student Center） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

Students will learn about the sustainable sectors of Kanazawa City, an visit the fields for the renewable energy, water purifica-
tion urban waste plants, and learn about the development towards the sustainable societies. Besides, students will make various 
traditional and modern cultural activities of each region.

 　◆ UNESCO Geo-Parks and Biosphere Reserves　　　◆  2 credits; biweekly 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ MAMMADOVA Aida （International Student Center） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

The aim of this course is to introduce the students about the Mount Hakusan UNESCO Biosphere Reserve, and experience the 
traditional lifestyle of the local people, as well as learn about the regional issues and about regional development.
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 　◆ コミュニケーションビジネス　　　　◆ ２単位　　毎週 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ 鈴木　　心，松田真希子 （留学生センター） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　このコースは，学生が「商品」について考える機会を提供する。本授業の担当講師である鈴木心は広告写真を中心に活躍す

る写真家であり，故郷の福島県での社会・教育活動を行っている活動家でもある。

　このコースでは，講師が日本の国内外で活躍する芸術家やクリエーターをゲストスピーカーとして招待する。講師は，ゲ

ストスピーカーとの対話を通じ，未来社会に必要とされる，「消費」の先にある「商品」の在り方について提案する。
　

 　◆  日本の介護福祉におけるコミュニケーション　　　　◆ ２単位　　隔週 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ 小島　荘一 （留学生センター） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　日本は現在，高齢化社会となっている。これは大きな社会問題であり，特に高齢者介護福祉施設では様々な問題が発生し

ている。この授業では，こうした施設を訪れ，実際に高齢者といくつかの活動を実施する。学生には，高齢者との触れ合い

を通して教科書とは異なる生きた日本語に接してもらうと共に，普段のキャンパス内での生活ではあまり出会う機会のない

高齢者とのコミュニケーションを体験して，何かを感じ取ってもらいたい。
　

 　◆ 日本社会文化調査実習　　　　◆ ２単位　　毎週 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ 峯　　正志 （留学生センター） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　この授業では，日本文化または日本社会に関するアンケートを用いた調査を，調査方法の基礎を学びながら，日本人学生

と協働して行い，発表します。
　

 　◆ 日本語と社会　　　　◆ ２単位　　毎週 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ 伊藤　大将（留学生センター） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　この授業では，特に日本語表現と言い回しに注目しながら，日本の文化と社会を見ていく。社会学的な視点を用いて，１）

日本の社会に関する理解を深めること，２）日本語表現や言い回しとその文化的・社会的な意味をつかむこと，３）他の国との

比較を通して文化の違いに対する感受性を高めること，４）クリティカルシンキングの能力を高めることを目的としている。
　

 　◆ アートセラピーを通じた自己分析２　　　　◆ １単位　　毎週　第３クォーター 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ 堤　　敦朗（留学生センター） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　本授業では，主に１を履修した学生を対象に，芸術療法の専門家が，芸術療法な手法を使いながら，自己を分析し，自分

自身が何者であるかなど，自分自身を分析しながら，客観的に自分自身を理解し，自己を確立していくプロセスについて学

び，自分自身の将来設計をたてる。
　

 　◆ 芸術としての料理と写真　　　　◆ １単位　　毎週　第３クォーター 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ 大下　広記，堤　　敦朗（留学生センター） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　金沢には，日本文化や日本料理の伝統が受け継がれており，また金沢独自の料理の伝統をもち，芸術とも例えられる。よっ

て，本授業では，金沢に息づく料理を文化芸術として学習する。またそれを次世代や世界に伝えていくための一つのツール

として写真を体験的・学術的に学び，伝承していくための方法論について理解を深める。
　

 　◆ 国連スタディ　　　　◆ １単位　　毎週　第３クォーター 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ 堤　　敦朗（留学生センター） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　混沌とした現代社会における国連の役割は重要である。本授業では，国連システムの主な機関や，その機能や役割，課題

を学ぶ。特に，国連の意思決定プロセスや持続可能な開発目標について学習する。講師は実際に国連に勤務経験のある教員

やゲストスピーカーが務め，学術的かつ実務的な学習を行う。 
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 　◆ Communication Business　　　◆ 2credits; weekly 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ SUZUKI Shin, MATSUDA Makiko （International Student Center） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

This course will provide an opportunity for students to think about "product".
The instructor, Shin Suzuki is a photographer, who is also active in social work in his home of Fukushima.
In this course, the instructor will invite creators and artists who are active both inside and outside Kanazawa as guest speakers. 
The instructor will discuss with guest speakers the "products" that are truly required in future society beyond "consumption".

 　◆ Nursing Care for Elderly People in Japan　　　◆  2 credits; biweekly 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ KOJIMA Sōichi （International Student Center） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

Japanese society is currently becoming an aging society. It is a major social issue now, and in particular, care for aged people 
is causing many serious problems.
In this course, we visit nursing care facilities for aged people, and carry out some activities with them. For international 
students, it will be a valuable opportunity to be able to come in contact with the elderly Japanese and talk with them in Japa-
nese, which may be different from Japanese in the textbooks. Students rarely have such opportunities at university.

 　◆ Survey and Training Seminar on Japanese Culture and Society　　　◆  2 credits; weekly 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ MINE Masashi （International Student Center） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

The aims of this course are： (1) to learn basics of research and (2) to actually conduct a research of their chosen topic working 
together with Japanese students and finally to give a presentation of the research.

 　◆ Japanese Language and Society　　　◆ 2 credits; weekly 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ ITŌ Daisuke （International Student Center） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

This course examines Japanese culture and society by paying special attention to Japanese words and phrases. Using a socio-
logical perspective as a lens, this course 1) develops better understanding of Japanese culture and society, 2) assists to grasp the 
relationships between Japanese words and phrases and their cultural/social implications, 3) develops cultural sensitivity 
through cross-cultural/national analyses, and 4) improves critical thinking skills.

 　◆ Self-analysis with art therapy 2　　　◆ 1credit; weekly　Quarter3 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ TSUTSUMI Atsurō（International Student Center） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

This class offers the opportunities for students to learn the process of self-analysis and have better understanding of themselves 
and aims at developing their future career with the applied methods of art therapy.

 　◆ Food and photography in art　　　◆ 1 credit; weekly　Quarter3 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ ŌSHITA Hiroki, TSUTSUMI Atsurō（International Student Center） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

Kanazawa has historically been inheriting Japanese traditional culture on food and develop their original food culture, there-
fore it is regarded as an art. This class aims to learn food in Kanazawa as a culture and an art. In addition, we study basic 
methods of photography for inheritance of the food culture for future generations.

 　◆ United Nations Studies　　　◆ 1 credit; weekly　Quarter3 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ TSUTSUMI Atsurō（International Student Center） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

In the globalized world, United Nations has critical roles to keep and promote peace and security, development as well as 
human rights. This class offers an opportunity for students to learn main functions, roles and tasks of United Nations and its 
sister agencies with the perspectives of their decision-making process and the sustainable development goals.
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春学期（2019. 4～2019. 9）
　

〈選択科目〉

 　◆ 現代日本の文化と社会　　　　◆ １単位　　毎週　第１クォーター 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 （ジョイントクラス） 

 　◆ 轟　　　亮 （人間社会研究域 人間科学系）ほか 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　日本は第２次大戦後の５０年間にとりわけ大きな社会変化を経験した。現代日本の文化や社会のあり方はその変化がもたら

したものだといってよい。本講義では戦後５０年間と，その後の変化の過程を，職業，消費，政治，家族，貧困問題，宗教と

いった諸側面から分析し，現代日本の文化や社会の基盤を把握することを目的とする。講義は日本語で行い，英文を併記し

たプリントを配付する。

 　◆ 日本法ニュース・プロジェクト　　　　◆ ２単位　　毎週 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 （ジョイントクラス） 

 　◆ 東川　浩二 （人間社会研究域 法学系） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　このクラスは，最近の日本の法や文化に関する問題を取り上げ，それらについて，日本人の学生とともに，資料を集めて，

日本人の学生とともに発表します。学期末には，皆さんの発表を編集して，日本法ニュース２０１９年度版として完成させます。

取り上げるテーマは，近年の表現規制の問題や性差別の問題，労働法の問題，憲法改正や天皇制度の問題の他，自分の興味

に合わせてテーマを選ぶこともできます。

 　◆ 国際政治史（東洋）　　　　◆ ２単位　　毎週 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 （ジョイントクラス） 

 　◆ フォックス セナン（人間社会研究域 歴史言語文化学系） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　このクラスの目的は，以下の通りである。

・東アジアの現代史をよく理解できるようになること。

・国際的な重要課題の相互作用をよく理解できるようになること。

 　◆ 主要な国際問題と課題　　　　◆ ２単位　　毎週 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 （ジョイントクラス） 

 　◆ フォックス　セナン （人間社会研究域 歴史言語文化学系） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　このセミナーでは，２１世紀の主要な国際的問題や課題について焦点を当てて進める。学習のトピックは，人権，テロリズ

ム，国連，人種差別や差別問題，国際化，女性の人権，子どもの人権，労働者の人権，大量虐殺，世界的に拡大する貧困，

連続する根深い争い，そして環境問題等である。また，１学期間このクラスを履修し，次学期も継続する学生は，世界で最も

重要な冷戦後の安全保障問題の幾つかについて，エリア，地域，国家に注目したセミナーを通して学習する。このコースの

終了時には，世界で最も重要ないくつかの問題や課題，そして，それが現在の国際関係への影響について，十分な知識を得

ることになる。

 　◆ 国際関係論　　　　◆ １単位　　毎週　第１クォーター 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 （ジョイントクラス） 

 　◆ 中野　涼子 （人間社会研究域 法学系） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　国際社会における相互依存性がますます高まり，多角化が進む中で，どのように国際関係を理解し，グローバルな問題に

対応していくのか。そのような問題意識を踏まえて，国際関係の様々な理論を学び，その概念や分析方法を用いて現代の国

際政治における様々な問題について考察する。
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Spring Semester (Apr. 2019 - Sept. 2019)　
　

〈Elective〉

 　◆ An Introduction to the Modern Japanese Culture and Society　　　◆  1 credit; weekly （Quarter 1） 榎 （Joint Class） 

 　◆ TODOROKI Makoto （Faculty of Human Sciences, Institute of Human and Social Sciences） and others 榎榎榎榎榎 

Japan has experienced vast social change after the World War II, the result of which forms the basic ground of the contempo-
rary Japanese culture and society. This lecture will present the analyses of the change in various domains such as economy, 
politics, family system, poverty problem and religion to grasp the back ground on which modern Japanese culture and society 
stand. The lecture will be given in Japanese, with handouts in English.

 　◆ Japan Law News Project　　　◆  2 credits; weekly 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 （Joint Class） 

 　◆ HIGASHIKAWA Kōji （Faculty of Low, Institute of Human and Social Sciences） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

The main purpose of this course is to provide opportunities to work with Japanese students for making presentations on recent 
legal or cultural topics in Japan. Topics include offensive material regulations, gender equality, and the criminal justice system, 
and constitutional law issues. Students may add their interests to the list. At the end of this course, students will submit a paper 
on their chosen topic, which will be compiled and be published as the Japan Law News 2019.

 　◆ A History of International Politics （Oriental）　　　◆  2 credits; weekly 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 （Joint Class） 

 　◆ FOX Senan （Faculty of Letters, Institute of Human and Social Sciences） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

The aims of this course are as follows：
・to enable students to gain a sound knowledge of several important East Asia-centered case studies that have influenced the 
history of global international politics.
・to help students identify the main international forces that have shaped and influenced history and politics in East Asia.
At the end of the course, students should be able to display their knowledge of, and opinions, about one chosen topic in an 
essay assignment (and of all the course topics via weekly homework assignments).

 　◆ Major Global Issues and Challenges　　　　◆  2 credits; weekly 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 （Joint Class） 

 　◆ FOX Senan （Faculty of Letters, Institute of Human and Social Sciences） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

This seminar will focus on some of the major global issues and challenges of the twenty-first century. Topics include Human 
Rights, Terrorism, the United Nations, Racism and Discrimination, Globalization, Women's Rights, The Rights of Children, 
Workers' Rights, Genocide, Global Poverty, the Causes and Consequences of Conflict, and Environmental Issues. Students 
who complete one semester in this class and choose to continue to a second semester can then proceed to study some of the 
world's most important post-Cold War security issues via area, region and country-focused seminars. At the end of the course, 
students should have a sound knowledge of a selected number of some of the world's most important issues and challenges and 
their influence on present day international relations.

 　◆ International Relations　　　◆  1 credit; weekly （Quarter 1） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 （Joint Class） 

 　◆ NAKANO Ryōko （Faculty of Low, Institute of Human and Social Sciences） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

In the increasingly interdependent, multipolar international society, how shall we understand international relations and how to 
deal with global challenges? This course introduces various theories of international relations and explores the relevance and 
applicability of those theories and concepts to the major issues of world politics today.
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 　◆ 国際関係論　　　　◆ １単位　　　毎週　第２クォーター 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 （ジョイントクラス） 

 　◆ 中野　涼子（人間社会研究域 法学系） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　国際社会における相互依存性がますます高まり，多角化が進む中で，どのように国際関係を理解し，グローバルな問題に

対応していくのか。そのような問題意識を踏まえて，国際関係の様々な理論を学び，その概念や分析方法を用いて現代の国

際政治における様々な問題について考察する。

 　◆ 日本史　　　　◆ ２単位　　毎週 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 （ジョイントクラス） 

 　◆ 山本　　洋 （留学生センター） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　このクラスでは，日本の有史以前の時代から現代にいたるまでの文明の発展を概観し，日本の文化と文明が形成される過 
程について学ぶ。日本史の基礎知識を身につけることで，日本に関する様々な情報を歴史的な観点から理解することができ

るようになることが本クラスの主な目的である。また，日本史の学習を通じて，自身の国の文化のあり方についても理解し 
直す契機としたい。

 　◆ 日本語学概説A 　　　　◆ ２単位　　毎週 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 （ジョイントクラス） 

 　◆ 高山　知明 （人間社会研究域 歴史言語文化学系） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　日本語学概説Ｂでは，日本語の音声学，音韻論に関する基礎的知識を取り扱う。本授業の主要な目的は，（１）音声が記述

できるようになること，（２）音素分析がおこなえること，（３）日本語の音韻体系を全体的に理解し，音声学および音韻論に

関する主な話題について理解することである。留学生は，授業中，自分自身の言語（母語など）と日本語を，言語学的（とくに

音韻論的）な見方に基づいて対照させることが期待される。

 　◆ 日本語学概論A１　　　　◆ １単位　　毎週　第１クォーター 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 （ジョイントクラス） 

 　◆ 加藤　和夫 （人間社会研究域 歴史言語文化学系） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　日本語の特徴を，主として現代日本語を中心に概説しながら，外国人に対する日本語教育に必要な日本語の基礎知識を身

につける。今期は，外国人に対する日本語教育にとって必要な日本語の基礎知識を語彙を中心に習得し，日本語への理解と

関心を深める。

 　◆ 日本語学概論A２　　　　◆ １単位　　毎週　第２クォーター 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 （ジョイントクラス） 

 　◆ 加藤　和夫 （人間社会研究域 歴史言語文化学系） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　日本語の特徴を，主として現代日本語を中心に概説しながら，外国人に対する日本語教育に必要な日本語の基礎知識を身

につける。今期は，外国人に対する日本語教育にとって必要な日本語の基礎知識を文法を中心に習得し，日本語への理解と

関心を深める。

 　◆ 日本の人口学　　　　◆ ２単位　　毎週 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 （ジョイントクラス） 

 　◆ 神谷　浩夫（人間社会研究域 人間科学系） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎  榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　授業の前半では，出生・死亡，転入・転出，結婚・出産，国際人口移動など地域の人口の増減に影響を及ぼす諸要因を検

討し，少子化や高齢化に対する政府や自治体の取り組みを紹介する。後半では，国際人口移動の理論と概況を講義するとと

もに，近年における欧米諸国への労働力移動の動向と出入国管理政策を概観し，わが国をめぐる国際人口移動の特徴を明ら 
かにする。
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 　◆ International Relations　　　◆ 1 credit; weekly （Quarter 2）  榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 （Joint Class） 

 　◆ NAKANO Ryōko （Faculty of Low, Institute of Human and Social Sciences） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

In the increasingly interdependent, multipolar international society, how shall we understand international relations and how to 
deal with global challenges? This course introduces various theories of international relations and explores the relevance and 
applicability of those theories and concepts to the major issues of world politics today.

 　◆ Japanese History　　　◆  2 credits; weekly 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 （Joint Class） 

 　◆ YAMAMOTO Hiroshi （International Student Center） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

This course surveys the development of civilization in Japan from ancient times before written history through modern times. 
This course is designed to provide for students an appreciation of the fundamentals shaping Japanese culture and civilization. 
The major goal of this course is to give students broad knowledge and fundamentals of Japanese history. Students who 
complete the course successfully should be able to assimilate new information and studies related to Japan. Additionally, 
Students should have realized the character of their own culture significantly.

 　◆ Introduction to Japanese Linguistics A　　　◆ 2 credits; weekly 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 （Joint Class） 

 　◆ TAKAYAMA Tomoaki （Faculty of Letters, Institute of Human and Social Sciences） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

We deal with the basic knowledge and methodology of phonetics and phonology of the Japanese language. Main objectives are 
to describe speech sounds, to carry out phonemic analysis, and to comprehend the sound system of Japanese and the main 
issues on the phonetics and phonology. International students will be expected to compare Japanese with their own language 
from the linguistic (especially, phonological) viewpoint in our class room.

 　◆ Japanese Language Structure A1　　　◆  1 credit; weekly　Quarter 1 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 （Joint Class） 

 　◆ KATŌ Kazuo （Faculty of Letters, Institute of Human and Social Sciences） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

Teach the basic knowledge of Japanese characteristics, mainly overviewing in modern Japanese, required for teaching Japanese 
as a foreign language. To learn about vocabulary, mainly in modern Japanese, for a basic knowledge of Japanese necessary for 
teaching Japanese as a second language and a deepened understanding and interest in Japanese.

 　◆ Japanese Language Structure A2　　　◆  1 credit; weekly　Quarter 2 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 （Joint Class） 

 　◆ KATŌ Kazuo （Faculty of Letters, Institute of Human and Social Sciences） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

Teach the basic knowledge of Japanese characteristics, mainly overviewing in modern Japanese, required for teaching Japanese 
as a foreign language. To learn about grammar, mainly in modern Japanese, for a basic knowledge of Japanese necessary for 
teaching Japanese as a second language and a deepened understanding and interest in Japanese.

 　◆ Population Geography of Japan　　　◆  2 credits; weekly 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 （Joint Class） 

 　◆ KAMIYA Hiroo （Faculty of Human Sciences, Institute of Human and Social Sciences） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

In the first half lectures of the course, basic profile of Japanese population is outlined, including birth, death, domestic migra-
tion, marriage, child bearing, and Japanese government policies against the low fertility rate and the ageing. In the latter half, 
focus is placed on international migration in the East Asian countries, including labor migration, student migration, and 
marriage migration. 
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 　◆ 社会言語学１　　　　◆ １単位　　毎週　第１クォーター 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 （ジョイントクラス） 

 　◆ 加藤　和夫 （人間社会研究域 歴史言語文化学系） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　社会言語学とは，社会の中で生きる人間ないしはその集団との関わりにおいて，各言語現象あるいは言語運用を捉えよう

とする学問であり，近年わが国の言語学，日本語学分野での一大潮流となりつつある。

　授業では，近年日本語教育分野でも重要視されつつある社会言語学の内容について，主に現代日本語（方言を含む）のさま

ざまな事象について考察し，言葉と社会の関係について学ぶ。

 　◆ 社会言語学２　　　　◆ １単位　　毎週　第２クォーター 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 （ジョイントクラス） 

 　◆ 加藤　和夫 （人間社会研究域 歴史言語文化学系） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　社会言語学とは，社会の中で生きる人間ないしはその集団との関わりにおいて，各言語現象あるいは言語運用を捉えよう

とする学問であり，近年わが国の言語学，日本語学分野での一大潮流となりつつある。

　授業では，近年日本語教育分野でも重要視されつつある社会言語学の内容について，主に現代日本語（方言を含む）のさま

ざまな事象について考察し，言葉と社会の関係について学ぶ。

 　◆ 音声学１　　　　◆ １単位　　毎週　第１クォーター 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 （ジョイントクラス） 

 　◆ 加藤　和夫 （人間社会研究域 歴史言語文化学系） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　日本語の音声・音韻に関する基本的な知識を身につけ，日本語教育における言語（日本語）音声理解の重要性を認識する。

言語教育における音声の重要性を理解し，日本語の音声について,日本語教育の観点から深く理解することができる。また，
日本語を含む諸外国語の代表的音声の発音と聞き取りができるようになる。

 　◆ 音声学２　　　　◆ １単位　　毎週　第２クォーター 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 （ジョイントクラス） 

 　◆ 加藤　和夫 （人間社会研究域 歴史言語文化学系） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　日本語の音声・音韻に関する基本的な知識を身につけ，日本語教育における言語（日本語）音声理解の重要性を認識する。

言語教育における音声の重要性を理解し，日本語の音声について,日本語教育の観点から深く理解することができる。また，
日本語を含む諸外国語の代表的音声の発音と聞き取りができるようになる。

 　◆ ヨーロッパ生活論 E　　　　◆ ２単位　　毎週 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 （ジョイントクラス）

 　◆ ラントハーゲ　ザビーネ （人間社会研究域 歴史言語文化学系） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　この授業はヨーロッパの人々の生活と文化を紹介することを目的とする。アジアと同様，ヨーロッパは異なる文化と生活 
の仕方を持ついくつもの国々から成り立っている。それらの国々における家族生活及び結婚，宗教と世界観，教育等を含む 
文化のいくつかの面について概観する。ヨーロッパ文化の様々な思想の理解は学生自身の文化思想を考える手助けになるだ 
ろう。

 　◆ 文化人類学演習A　　　　◆ １単位　　毎週　第２クォーター 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ 西本　陽一（人間社会研究域　人間科学系） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　日本の人類学的研究

　文化人類学的視点から，日本社会について研究する。 
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 　◆ Sociolinguistics 1　　　◆  1 credit; weekly　Quarter 1 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 （Joint Class） 

 　◆ KATŌ Kazuo （Faculty of Letters, Institute of Human and Social Sciences） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

Sociolinguists is a field that attempts to see the language phenomenon or language operation of humans living in society and 
those within a group and in recent years has become a major trend in the field of Japanese linguistics. We will consider the 
various events, mainly in modern Japanese (including dialect) about sociolinguistics, and, learn about the relationship between 
language and society.

 　◆ Sociolinguistics 2　　　◆  1 credit; weekly　Quarter 2 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 （Joint Class） 

 　◆ KATŌ Kazuo （Faculty of Letters, Institute of Human and Social Sciences） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

Sociolinguists is a field that attempts to see the language phenomenon or language operation of humans living in society and 
those within a group and in recent years has become a major trend in the field of Japanese linguistics. We will consider the 
various events, mainly in modern Japanese (including dialect) about sociolinguistics, and, learn about the relationship between 
language and society.

 　◆ Phonetics 1　　　◆  1 credit; weekly　Quarter 1 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 （Joint Class） 

 　◆ KATŌ Kazuo （Faculty of Letters, Institute of Human and Social Sciences） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

Gain a basic knowledge of Japanese voice and phonology, and recognize the importance of language （Japanese） speech under-
standing in Japanese education. Understand the importance of voice in language education and deepen one's understanding of 
Japanese voice from the perspective of Japanese as a foreign language. Be able to pick out representative sounds from different 
countries, including Japan.

 　◆ Phonetics 2　　　◆  1 credit; weekly　Quarter 2 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 （Joint Class） 

 　◆ KATŌ Kazuo （Faculty of Letters, Institute of Human and Social Sciences） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

Gain a basic knowledge of Japanese voice and phonology, and recognize the importance of language (Japanese) speech under-
standing in Japanese education. Understand the importance of voice in language education and deepen one's understanding of 
Japanese voice from the perspective of Japanese as a foreign language. Be able to pick out representative sounds from different 
countries, including Japan.

 　◆ Introduction to European Life E　　　◆  2 credits; weekly 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 （Joint Class）

 　◆ RANDHAGE Sabine （Faculty of Letters, Institute of Human and Social Sciences） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

The main objective of this course is to give an introduction to life and culture in Europe. Just like Asia, Europe is comprised 
of several countries with their own distinct cultures and ways of life. The course aims at giving an overview of some aspects of 
these cultures, including family life and marriage, religions and worldviews, and education.
Understanding the various ideas of European culture should also help students reflect on their own cultural ideas and ideals.
　

 　◆ Seminar on Cultural Anthropology A　　　◆ 1 credit; weekly　Quarter 2 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ NISHIMOTO Yōichi（College of Human and Social Sciences） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

Introduction to Japanese Society.
Students will be introduced to a Japanese society through reading a classical anthropological study: The Chrysanthemum and 
the Sword by Ruth Benedict (1946). Students can read either in English or in Japanese translation.
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〈日本文化・社会学習〉 ※日本文化・社会学習はすべてジョイントクラス

 　◆ 日本の伝統芸能　　　　◆ ２単位　　隔週 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ 深川　美帆 （留学生センター） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　このコースでは，日本の伝統的舞台芸術の一つである「能」を通して，日本の伝統文化について学ぶ。授業では，「能」や日 
本の伝統的な音楽について学ぶとともに，実際に鑑賞する。これによって日本文化への理解を深める。

 　◆ 伝統工芸と職人の技　　　　◆ ２単位　　隔週 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ ビットマン　ハイコ （留学生センター） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　日本人は身の回りの自然を利用し，生活に必要な様々なものを作り出してきた。それを工芸として完成させ，職人が技術 
と心を現代まで受け継いできた。その代表とする漆工芸や和紙をこのコースでは取り上げる。それを鑑賞しながら，技と精

神を実体験する。

 　◆ 現代アートとデザイン　　　　◆ ２単位　　隔週 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ 松田真希子，堤　　敦朗 （留学生センター） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　金沢は伝統芸能と現代芸術が融合した美しい町である。このクラスでは，そうした金沢で学ぶメリットを最大限に享受す

るために，現代的なデザインやアートを体験的に学ぶ。そのことにより，日本的な美しさを感じる力・説明する力を育てる。

 　◆ 日本の社会と伝統文化Ⅱ　　　　◆ ２単位　　隔週 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ 山本　　洋 （留学生センター） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　金沢の豊かな伝統文化を直接体験することや，実地見学を通じて日本の社会について学ぶことがこの授業の目的である。 
日本の伝統美術・工芸といった文化体験を通じ，日本文化に対する多角的な観点を形成する機会を与える。また，日本の生

活様式，マスメディア，企業，経済，教育といった様々なトピックに関する専門家の講義を通じ，日本の社会・経済に関す

る広範な知識を習得すると同時に，企業，工場，公的機関等において実地研修を行う。

 　◆ 日本の家庭　　　　◆ ２単位　　隔週 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ 斉木麻利子 （留学生センター），尾島　恭子 （人間社会研究域 学校教育系） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　この授業では，現代日本の衣・食・住，そして教育を支える家庭の機能について理解を深める。そのため学生は，学内で 
の講義，個人研究の発表・ディスカッションに参加することに加え，家庭料理の 調理実習を行ったりする。

 　◆ 武道・空手道Ⅰ　　　　◆ ２単位　　毎週 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ ビットマン　ハイコ （留学生センター） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　この授業の目的は，日本武道の一つである空手道を通じて，日本文化を体験することである。毎回，空手道の「基本」を練

習し，次第に「型」も修得する。また，空手道の歴史や教え等についてレジュメを配り，解説することによって，空手道及び 
武道への理解を深める。 
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〈Studies on Japanese Culture and Society〉 ※All classes are "Joint Class."

 　◆ Japanese Traditional Performing Arts and Music　　　◆  2 credits; biweekly 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ FUKAGAWA Miho （International Student Center） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

This course will provide you with the opportunity to learn about Japanese traditional culture through Noh, which is one of the 
traditional Japanese performing arts and music. In class, students will be able to learn about Noh and traditional Japanese 
music, and attend an actual performance. In this way, students will be able to deepen their understanding of Japanese culture.

 　◆ Traditional Arts & Crafts and their Techniques　　　◆  2 credits; biweekly 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ BITTMANN Heiko （International Student Center） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

Japanese people once created the various tools for daily life using materials from the natural world around them. These were 
polished into traditional arts and crafts, which have been passed down by craftsmen to this day. We will take a look at lacquer 
ware and Japanese paper in this course. While observing these, students will be able to truly experience the soul and techniques 
of these arts.

 　◆ Contemporary Art and Design　　　◆  2 credits; biweekly 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ MATSUDA Makiko, TSUTSUMI Atsurō （International Student Center） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

Kanazawa is a city where the people can experience a mix of modern and traditional art in Japan. In this class, students will 
learn modern art and design in Japan through workshops so that they can fully benefit from studying in Kanazawa. By the end 
of this course, students will have a more developed sense of Japanese contemporary art and design.

 　◆ Japanese Society and Traditional CultureⅡ　　　◆  2 credits; biweekly 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ YAMAMOTO Hiroshi （International Student Center） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

The 'hands-on' experiences in Japanese traditional arts and crafts will provide students with an opportunity to time-slip to a 
purely Japanese world, where traditional rules and customs have been strictly maintained for many centuries. Additionally, 
through lectures by specialists in areas such as Japanese lifestyles, mass media, corporations, economy, education, and so on, 
students will acquire an overall view of Japanese society and economy. Students will also visit various places, such as compa-
nies, factories, and museums.
 　◆ Family in Japan　　◆  2 credits; biweekly 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ SAIKI Mariko （International Student Center），OJIMA Kyoko （Faculty of Education, Institute of Human and Social Sciences） 榎 

In this course, students will deepen their understanding of the functions of families in contemporary Japan, especially focusing 
on the food, clothing, shelter and education that they provide. For this purpose, in addition to lectures and individual research, 
students will experience various activities including sessions in the University cooking lab.

 　◆ Bud-o -Karated-o Ⅰ　　　◆  2 credits; weekly 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ BITTMANN Heiko （International Student Center） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

The aim of this course is to experience Japanese culture firsthand through the "Way of the Empty Hand", karatedō, one of the 
traditional Japanese martial arts (budō). Each lesson we will practice the basics (kihon), and later on one of the forms (kata) of 
karatedō. We will also learn about the history, basic principles and teachings of karatedō.
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 　◆ 武道・空手道Ⅱ　　　　◆ ２単位　　毎週 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ ビットマン　ハイコ （留学生センター） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　この授業の目的は，「空手道I」で修得した技術を向上させることと共に，その技を体験しながら，空手道における教えや理
念，礼法の理解及び正確な実践を通して，心・内面的な深さを一層追求する。

 　◆ 武道・杖道Ⅰ　　　　◆ ２単位　　毎週 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ ビットマン　ハイコ （留学生センター） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　この授業の目的は，日本文化の一つとして武道に幅広く目を向けて，それらの教えや歴史に迫りながら，その一つである

「杖道」を通じて，武道を実践的に体験することである。毎回はじめに，武道の一つについてレジュメを配り，解説する。そ 
の後，杖道の基本，型，礼儀作法などを修行する。

 　◆ 武道・杖道Ⅱ　　　　◆ ２単位　　毎週 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ ビットマン　ハイコ （留学生センター） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　この授業の目的は，「杖道I」で修得した杖道の技や武道の理論的な理解をさらに深めることである。「杖道I」での基本や型を 
くり返し鍛練しながら，新しい基本や型を体験する。その上で，武道の教えの中に存在する重要な原理である「心構え」，「気」 
や「間」などについても実際に試みよう。

 　◆ 禅と日本文化　　　　◆ ２単位　　毎週 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ ママードゥア　アイーダ （留学生センター） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　この授業では，禅の根本的な修行，坐禅を体験する。また日本のすべての文化の背景にある，禅の教えも学ぶ。禅は自己

確立の道であり，それを体験しながら日本の文化の奥深さも経験できる。

 　◆ 日本と金沢の建築・都市－これまでとこれから－　　　　◆ １単位　　毎週　第２クォーター 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ 小津　誠一，松田真希子 （留学生センター） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　この授業では日本の建築や都市デザインについて学ぶ。講師は建築家であり，金沢のまちづくりに携わっている実務家で

ある。この授業では日本の建築や都市デザインの歴史，現状，問題点，適切なマネジメントの方法についてワークショップ

形式で授業を行う。

 　◆ 日本の歴史からみた暦と時間　　　　◆ ２単位　　毎週 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ 小島　荘一 （留学生センター） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　日本人が時間に正確であることは世界でも広く知られている。しかし，実は江戸時代までの日本人はとても時間認識が曖

昧で，これが明治の近代化でも大きな問題となった。

　この授業では古代の日本において中国から暦法が伝来してきた経緯や，それが日本でどのように変化していったのかをみ

ていく。また，学生にも自分の国の時間に関する文化の発表をしてもらい，それについて全員で話し合うことで，理解を深

めてもらう。

 　◆ 持続可能性と福祉　　　　◆ ２単位　　隔週 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ ママードゥア　アイーダ （留学生センター） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　金沢市の持続可能な開発に向けてコースです。再生エネルギー，浄水，ゴミ発電，持続可能社会づくりなどを学びます。

また，金沢市にある自然とその自然から生まれてきた文化を紹介し，伝統的で近代的な様々な文化を体験します。 
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 　◆ Bud-o -Karated-o Ⅱ　　　◆  2 credits; weekly 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ BITTMANN Heiko （International Student Center） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

In this course we will try to improve the technical-physical skills of karatedō, we have learned in the Karatedō I Course. We 
will also deepen our theoretical understanding of karatedō.

 　◆ Bud-o -J-o d-o Ⅰ　　　◆  2 credits; weekly 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ BITTMANN Heiko （International Student Center） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

The aim of this course is partly to experience Japanese culture firsthand, through traditional Japanese martial art (budō) called 
the "Way of the Stick" (jōdō), and partly to learn about the history and the principles of Budō. Students will receive handouts 
at the beginning of each lesson on the various Japanese martial arts, after which we will practice the basics (kihon), the forms 
(kata), and the respectful salutations (rei), etc., of jōdō.

 　◆ Bud-o -J-o d-o Ⅱ　　　◆  2 credits; weekly 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ BITTMANN Heiko （International Student Center） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

In this course we intend to improve the technical-physical skills of the "Way of the Stick" (jōdō) we learned in the jōdō I 
Course as well as deepen our theoretical understanding of the traditional Japanese martial arts (budō). While working on the 
basics (kihon) and the forms (kata) from Course I, we will learn additional techniques. We will also study important principles 
of the martial arts like 'heart attitude' (kokorogamae), 'inner energy' (ki), and 'distance' (ma) etc. and try to incorporate them 
into our practice.

 　◆ Zen and Japanese Culture　　　◆ 2 credits; weekly 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ MAMMADOVA Aida （International Student Center） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

In this course students will be provided an opportunity to practice Zazen (mindful contemplation), and learn about Zen teach-
ings, which are the basic teachings of all Japanese culture. Zen is the way of training for self-realization, and by practicing it 
students will experience and learn the depth of Japanese culture.

 　◆ Architecture and the City in Japan： from the past to the future　　　◆ 1 credit; weekly　Quarter 2 榎榎榎榎榎 

 　◆ KOZU Sēichi , MATSUDA Makiko （International Student Center） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

This course will provide an opportunity for students to learn Japanese Architect and landscape design. The instructor is an 
architect, who is also active in social work in his home of Kanazawa. In this course, the instructor will teach Japanese architec-
ture, landscape design and property management.

 　◆ Calendar and Time in the Japanese History　　　◆ 2 credits; weekly 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ KOJIMA Sōichi （International Student Center） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

The Japanese have a global reputation for being very punctual. But, in fact, up until the Edo period the Japanese were sloppy 
about time, and it was a major issue in the modernization of Japanese after the Meiji Restoration.
In this course, we will learn about the recognition of time in Japan. We shall study how the ancient calendar system came to 
Japan from China, and how the Japanese changed it. Students are also expected to talk about their own culture's recognition of 
time, and discuss common points and differences.

 　◆ Sustainability and Well-being　　　◆ 2 credits; biweekly 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ MAMMADOVA Aida （International Student Center） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

Students will learn about the sustainable sectors of Kanazawa City, and visit the fields for the renewable energy, water purifi-
cation urban waste plants, and learn about the development towards the sustainable societies. Besides, students will make 
various traditional and modern cultural activities of each region.
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 　◆ ユネスコジオパークとエコパーク　　　　◆ ２単位　　隔週 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ ママードゥア　アイーダ （留学生センター） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　石川県にある自然とその自然から生まれてきた文化を紹介するコースです。山，海，川に分けたフィルドを見学し，伝統

的で近代的な様々な文化を体験します。

 　◆ サービス業や福祉施設にみるおもてなしの心　　　　◆ ２単位　　隔週 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ 小島　荘一 （留学生センター） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　最近，日本の「おもてなし」という言葉が世界でも広く認識されるようになっており，特にサービス産業におけるその精神は，

国際的にも高く評価されるようになってきている。

　この授業では，日本の料亭や保育園，高齢者介護福祉施設などを訪問し，その業務の一部を学生にも体験してもらう。そ

の中から日本のおもてなしの心を学んでもらうと同時に，普段は目に見ることのできないプロのきめ細かな心配りの技術を

知ってもらいたい。

 　◆ 日本社会文化調査実習　　　　◆ ２単位　　毎週 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ 峯　　正志 （留学生センター） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　この授業では，日本文化または日本社会に関するアンケートを用いた調査を，調査方法の基礎を学びながら，日本人学生

と協働して行い，発表します。

 　◆ 食の社会学　　　　◆ ２単位　　毎週 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ 伊藤　大将 （留学生センター） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　食は私たちの生活の一部である。それにもかかわらず，食の社会的意味や社会機関との関係はあまり考察されていない。

この授業では，１）文化，経済，政治，政策が私たちの食にどんな影響を与えているのか，２）なぜある特定の食べ物（オーガ

ニックフード等）を食べられない人や飢えている人がいるのに，それを食べられる人がいるのか，３）食べ物や食べることが異

なる人や日本の社会にとってどんな意味を持つのかを考えていく。食の社会学の一般的な事項を学ぶが，日本に特に注目し

て授業を進める。

 　◆ 異文化間ディベート：社会問題　　　　◆ ２単位　　毎週 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ 伊藤　大将 （留学生センター） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　この授業では，日本社会をはじめ，世界で社会問題と考えられ意見が分かれる事柄についてディベートを行う。様々な国々

の学生からなるグループで意見を交換しながらディベートの準備をし，ディベートを行う。準備とディベートを通して異な

る視点をお互いから学び，Cultural Sensitivityとクリティカルシンキングの能力を養うのが本授業の目的である。

 　◆ アートセラピーを通じた自己分析１　　　　◆ １単位　　毎週　第１クォーター 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ 堤　　敦朗（留学生センター） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　多くの若者が自分の人生や将来，就職を考える際に，自分自身が何者であるかなど，自分自身を分析して理解することに

苦労している現状がある。本授業では，芸術療法の専門家を招いて，芸術療法の基礎的な手法を導入しながら，自己を分析

し，客観的に自分自身を理解していくプロセスについて学ぶ。 
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 　◆ UNESCO Geo-Parks and Biosphere Reserves　　　◆ 2 credits; biweekly 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ MAMMADOVA Aida （International Student Center） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

Students will learn about the nature of Ishikawa Prefecture, and the culture created from that nature. The trips will be divided 
to mountain, sea and river areas, and students will make various traditional and modern cultural activities of each region.

 　◆ The “Omotenashi” Spirit in The Service Industry of Japan　　　◆ 2 credits; biweekly 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ KOJIMA Sōichi （International Student Center） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

Recently, the Japanese word “Omotenashi” is gaining popularity, and the spirit of hospitality in the Japanese service industry 
has a global reputation. In this course, we visit Japanese-style restaurants, nursery schools, and nursing care facilities for aged 
people. Students are expected to learn the business style of these facilities, and the professional techniques of Japanese warm 
hospitality, which they cannot normally see.

 　◆ Survey and Training Seminar on Japanese Culture and Society　　　◆ 2 credits; weekly 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ MINE Masashi （International Student Center） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

The aims of this course are： (1) to learn basics of research and (2) to actually conduct a research of their chosen topic working 
together with Japanese students and finally to give a presentation of the research.

 　◆ Sociology of Food and Eating　　　◆ 2 credits; weekly 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ ITŌ Daisuke （International Student Center） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

Food and eating is part of our everyday lives. Yet, few carefully consider its social meaning and the relationships to other 
social institutions (e.g., culture, law, economy, gender, family). This course examines 1) how culture, economy, politics, and 
policy influence what we eat, 2) why some people eat certain foods (e.g., organic), whereas others cannot access those foods or 
are hungry, and 3) what food and eating mean to different people and in Japanese society. While this course explores general 
ideas in sociology of food, special focus will be on Japan/Japanese food.

 　◆ Intercultural Debates： On Controversial Social Issues　　　◆ 2 credits; weekly 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ ITŌ Daisuke （International Student Center） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

Students will participate in several debates concerning current social issues existing in Japan and all over the world. Debate 
groups consist of students from different countries and backgrounds. They exchange opinions, prepare for a debate and make 
a case for their positions in an in-class debate (could be the positions they oppose). Through preparations and in-class debates, 
students develop cultural sensitivity and critical thinking skills.

 　◆ Self-analysis  with art　therapy 1　　　◆ 1 credit; weekly　Quarter 1 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ TSUTSUMI Atsurō（International Student Center） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

This class offers the opportunities for students to analyze themselves with the basic methods of art therapy and aims that 
students learn the process of self-analysis and have better understanding of themselves.
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 　◆ 香りと日本文化　　　　◆ １単位　　毎週　第２クォーター 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ 西際　重譽，堤　　敦朗（留学生センター） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　日本三大芸道の一つである香道。香道は日本独自の香りを楽しむ芸術で，約１５００年前にその歴史は始まり，約５００年前には

現存する形になった。本講座は講義と実技の２つを軸に進める。講義では，香道の歴史，日本人の感性，文化を学習する。

実技では，香木の香りを体験することで，講義で学習した「日本人の感性」を理解する。総合芸術とも言われる香道で，日本

の美意識を学ぶ。

 　◆ エンターテインメントの英語　　　　◆ １単位　　毎週　第２クォーター 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ 堤　　敦朗（留学生センター） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　我々はエンターテインメントのメッセージと自分自身の人生や感情と重ね合わせ，また余暇として楽しむものも多い。つ

まり，エンターテインメントは重要な社会資源であるといえる。本授業では，映画やミュージカルなどのエンターテインメ

ントの原語（英語）とその日本語訳を比較し（また翻訳を試みて），その翻訳に至った言語の社会背景や日本の社会背景などを

考察する。



41

 　◆ Incense in Japanese culture　　　◆ 1 credit; weekly　Quarter 2 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ NISHIGIWA Jōyo, TSUTSUMI Atsurō（International Student Center） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

Incense ceremony is one of the three major Japanese traditional ceremonies. This class consists of academic lectures and prac-
tical experiences for incense in Japanese culture and aims that student learns Japanese sensitivity and sense of beauty.

 　◆ Entertainment English　　　◆ 1 credit; weekly　Quarter 2 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 　◆ TSUTSUMI Atsurō（International Student Center） 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

Entertainment is regarded as an important social resource for our life. Therefore, this class examines comparison between 
original languages and translated languages （English and Japanese） in entertainment works to discuss social backgrounds of 
respective culture for the translation.
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出願手続き

 1  出願書類 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
⑴ 金沢大学短期留学プログラム（KUSEP）入学願書

　 （在籍大学からの推薦書，健康診断書及び日本学生支援機構短期留学推進制度（受入れ）候補者在籍証明書を含む。）

⑵ 学業成績証明書（在籍している大学が発行）

⑶ パスポートの写し

⑷ TOEFL等の英語能力試験結果の写し（英語を母国語としない者のみ）

⑸ 経費支弁書および銀行の預金残高証明書（JASSO奨学金が受給できなかった場合でも，KUSEPへの参加を希

望する場合は提出すること。）

 2  締切日 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
２０１８年２月２８日までに提出のこと。

 3  提出先 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 4  結果の通知 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
短期留学プログラム入学の可否は，２０１８年４月頃に，在籍大学等の学生交流担当責任者あてに通知する。

　日本へ入国するためには，旅券（パスポート）の発給を受け，その旅券にあらかじめ日本大使館・領事館で入国

する目的に合致した査証（ビザ）を受けることが必要である。

　この短期留学プログラムに入学する留学生は，「留学」の在留資格を取得して金沢市（日本）に滞在することにな

る。金沢大学では，査証（ビザ）の申請方法として「在留資格認定証明書による方法」をとっている。

　「在留資格認定証明書による方法」は，金沢大学が日本の入国管理局に「在留資格認定証明書」の交付を申請し，

交付された「在留資格認定証明書」を留学生に送付するものである。留学生本人は，日本大使館または領事館で旅

券（パスポート）とともに提示し，「査証（ビザ）」の発給を申請しなければならない。

　この「在留資格認定証明

書」は，日本に上陸する時

に提示する必要があるた

め，必ず持って来なければ

ならない。

入国手続き

①KUSEP出願
Application for KUSEP

②入学許可
Notification of acceptance

③在留資格認定書交付申請
Application for a certificate of eligibility

④在留資格認定証明書交付
Issue of a certificate of eligibility

⑤在留資格認定証明書送付
Dispatch of a certificate of eligibility

⑥査証発給申請（旅券及び在留資格認定証明書を提示）
Application for visa (showing a passport and a certificate of eligibility)

⑦査証発給
Issue of visa

⑧出国
Departure from home country

⑨入国（在留資格証明書を提示）
Entry into Japan (showing a certificate of eligibility)

①⑨ ②

⑥⑦

③④

⑤⑧

日本大使館・領事館
Japanese embassy or consulate

留学生
exchange students

日本国
Japan

金沢大学
Kanazawa University

入国管理局
immigration bureau

　在籍している大学が金沢大学と大学間または部局間交流協定を締結している場合は（４８～５５ページ参照），

在籍大学の学生交流担当責任者を通じて下記あてに提出のこと。

　　　〒９２０‐１１９２　日本石川県金沢市角間町
　　　金沢大学　国際機構支援室
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 1  Documents Required for Application 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
⑴ Completed application form for KUSEP, including a Recommendation, Certificate of Health and a Certificate 
of Enrollment of the Applicant for JASSO Short-term Student Exchange Promotion Program (Inbound) Schol-
arship (signed by an institution official)

⑵ Official transcript (grade record) (issued by the applicant's home institution)
⑶ A photocopy of the applicant's passport
⑷ A photocopy of the scores of the TOEFL/TOEIC, or similar test, for applicants who are not native speakers of 
English

⑸ Agreement for Defraying Expenses with Statement of Bank Account Balance, for applicants who wish to 
participate in KUSEP even if their application for JASSO scholarship is unsuccessful

 2  Application Deadline 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
Please submit required documents by February 28, 2018. 

 3  Where to Apply 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

 4  Notification of Acceptance 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
Kanazawa University will notify the applicants of their acceptance to KUSEP in April 2018 through their home 
institutions.

In order to enter Japan, a passport and the proper type of visa are necessary. KUSEP students  need to obtain a 
"college student" visa. Kanazawa University advises them to apply for this visa with a "Certificate of Eligibility", 
for which Kanazawa University applies to Japanese immigration authorities. Kanazawa University will send the 
certificate to the students as soon as it is issued. Then students can apply for a "college student" visa at the Japa-
nese embassy or consulate. Students are also required to present the certificate when they enter Japan.

Application Procedures

Immigration Procedures

Students from the partner institutions  (see page 48-55) should submit the required documents to the following 
address through the office of international student exchange at their home institutions.
    Global Affairs Support Office     Kanazawa University
    Kakuma-machi, Kanazawa, Ishikawa, 920-1192,     Japan



44

日本学生支援機構(JASSO)奨学金制度
　文部科学省では，諸外国の大学との学生交流の拡充を図るため，日本学生支援機構（JASSO）の短期留学生のための

奨学金制度を支援している。本学の短期留学プログラムにおいても，日本学生支援機構（JASSO）から奨学金が支給さ

れる可能性がある。

　短期留学のための奨学金申請は，金沢大学と他の日本の協定大学との併願は認められない。

 1  対象大学 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
　金沢大学と大学間または部局間の交流協定及び学生交流の覚書等を締結している諸外国の大学

 2  対象者 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
　上記大学の正規の課程に在籍する学生（大学院生を含む。）で，次に掲げる要件をすべて満たす者

⑴ 交流協定等に基づき，金沢大学が受入れを許可する者

⑵ 在籍大学における学業成績が優秀で，人格等が優れている者

⑶ 留学の目的が明確で，金沢大学への留学の効果が期待できる者

⑷ 経済的理由により自費のみでの留学が困難な者

⑸ 金沢大学での留学期間終了後，在籍大学に戻り，学業を継続する者，または在籍大学の学位を取得する者

⑹ 日本留学にあたり，「留学」の在留資格を確実に取得できる者

⑺ 他の団体等から受けている金沢大学留学に係る奨学金等の支給月額の合計が，８０,０００円を超えないもの

 3  期間 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
２０１８年１０月～２０１９年８月（１１か月）

 4  奨学金等 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
奨学金月額 ８０,０００円（予定）

　この奨学金の採否は，短期留学プログラム（KUSEP）入学の可否と同時に通知する。

　なお，入学が認められても奨学金受給者としては採用されない場合がある。JASSO奨学金を受けずに入学を

希望する場合には，留学のための費用を自分で確保できることを証明する書類を本学に提出することが求められ

る。

　参考までに，金沢で生活するためには，１ヶ月あたり少なくとも８万円が必要である。
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The Monbukagakusho (MEXT) supports the JASSO scholarship program for short-term exchange students to promote 
student exchange with foreign universities.Participants for KUSEP will be paid monthly stipends, if accepted as a 
JASSO scholarship grantee.
　

It is not permitted to apply to both Kanazawa University and another university in Japan for this scholarship program.

 1  Institutions Requirement 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
Foreign institutions which have concluded an exchange agreement and a Memorandum on student exchanges 
with Kanazawa University

 2  Application Requirements 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
JASSO applicants must be full-time students (undergraduate or graduate) at one of the partner institutions of 
Kanazawa University, and must fulfill the following requirements.
⑴ Students who are accepted to Kanazawa University under the exchange agreement
⑵ Students with commendable academic performance and personal character
⑶ Students with clear objectives for studying at Kanazawa University and who can be expected to perform well
⑷ Students who need financial assistance to study in Japan
⑸ Students who will return to their home institutions after completion of the exchange program at Kanazawa 
University to continue their study or get a degree at their home institutions

⑹ Students who qualify for a 'college student' visa
⑺ The monthly amount of the scholarship which students receive from other agencies must be JPY 80,000 or less

 3  Period of Scholarship 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
October 2018 - August 2019 (11 months)

 4  Contents of Scholarship 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
Monthly stipend　JPY 80,000 (estimated)
 
Kanazawa University will notify the applicants (through their host institutions) of the selection result for the 
JASSO scholarship along with the acceptance decision.
 
There is a possibility that students are not selected to receive the scholarship even if they have been accepted to 
KUSEP. If students intend to participate in the program without the JASSO scholarship, they will be required to 
provide a financial certification which proves that they will be able to support themselves during their period of 
study in Japan. 
 
Also, please be advised that the living expenses in Kanazawa would be at least JPY 80,000 per a month. 

Japan Student Services Organization (JASSO) Scholarship Program
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学生生活

 1  チューター 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
　金沢大学には，留学生が安心して勉学に励み，生活できるようにチューター制度がある。KUSEPに参加する

留学生は，日本人チューターにより，個人のニーズに応じた様々なサポートを受ける事ができる。

 2  住　居 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

　金沢大学には留学生用の宿舎が整備されており，KUSEP生は原則として宿

舎に入居する。

　詳細については，下記のURLを参照すること。

　（日本語）

　http://www.adm.kanazawa-u.ac.jp/ie/j/lifeinfo/housing.html

　（英語）

　http://www.adm.kanazawa-u.ac.jp/ie/e/lifeinfo/housing.html

※ 新規渡日留学生への，留学生宿舎斡旋・在留資格認定証明書取得・フライ

ト情報については，

 　金沢大学留学生係渡日支援チーム(ino@adm.kanazawa-u.jp）が支援する。

 3  食事・買い物 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
　金沢大学キャンパス内には，市内の一般食堂より安い値段で食事ができる食堂がある。また，本，雑誌，文房

具及び日用品を販売している売店もある。

 4  健康管理 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
　金沢大学には，保健管理センターがあり，学生の健康に関するサービスを行っている。１０月には，１０月入学の

留学生のために健康診断を実施している。

　なお，随時同センターの医師が，健康に関するアドバイスや応急手当を行っている。

 5  国民健康保険 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
　国民健康保険は，疾病・負傷のために医療機関で治療を受けた場合に要する医療費の一部を負担する国の医療

保険制度で，医療機関で治療を受けた場合は，治療に要する医療費の３０％を支払うことで済むこととなる。

　留学生は，国民健康保険への加入が義務づけられている。

　なお，加入者は，毎月約１,５００円の保険料を支払う必要がある。

学生・留学生宿舎
Student / International Student Dormitory
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 1  Tutors 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
Kanazawa University provides tutors to ensure that both study and daily life goes smoothly for international 
students. Japanese tutors will provide a range of support to international students in KUSEP to suit their indi-
vidual needs.

 2  Housing 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
Kanazawa University provides accommodations for international students. Basically KUSEP student will be allo-
cated to them.
For details, refer to the following URL:
　　http://www.adm.kanazawa-u.ac.jp/ie/j/lifeinfo/housing.html （Japanese）
　　http://www.adm.kanazawa-u.ac.jp/ie/e/lifeinfo/housing.html （English）

※The Newcomer Support Team (ino@adm.kanazawa-u.ac.jp) of the International Student Section provides serv-
ices in housing allocation, obtaining the Certificate of Eligibility, flight information for new oversea students. 

 3  Dining and Shopping 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
There are cafeterias on campus where students can eat at a cheaper price than the restaurants off campus. There 
is also a university bookstore on campus which carries books, textbooks, magazines, stationery and daily 
commodities.

 4  Health Care 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
The Health Service Center at Kanazawa University provides health care services for students. It carries out 
medical check-up for students in October for international students who start their study at the university in 
October.

A doctor on duty at the Health Service Center provides first-aid treatment and counseling as needed.

 5  National Health Insurance 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
Exchange students are obliged to join the National Health Insurance. Carriers of this insurance receive financial 
support for treatment of injury or illness received at hospitals and clinics. They need to pay only 30% of the total 
medical cost. A monthly premium of approximately JPY 1,500 is required.

Campus Life
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 6  学生教育研究災害傷害保険 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
　KUSEPの学生は「学生教育研究災害傷害保険」に加入することが必要である。この保険は金沢大学での教育研究

活動などでの事故によって身体に障害を被った場合の補償制度である。なお，保険料は１,０００円（１年間）である。

 7  学生教育研究賠償責任保険 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
　KUSEPの学生は，「学生教育研究賠償責任保険」に加入することが必要である。この保険は正課，学校行事ま

たは課外活動及びその往復において，他人にケガをさせたり， 他人の財物を損壊したことに対して負う法律上の

損害賠償を補償するための補償制度である。なお，保険料は３４０円（１年間）である。

 8  課外活動 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
　有意義な学生生活を送るためには，授業や研究活動に専念

するだけでなく，課外活動に参加することが大切である。

　現在，金沢大学には４２の文化系サークルと４１の体育系サー

クルがある。

　留学生がこれらのサークルに参加することは歓迎され，茶

道，琴，尺八，謡（能を歌うこと）などの日本の伝統的な芸能

を学ぶサークルに参加し，日本の文化をより深く理解しよう

とする留学生もいる。

　また，柔道，空手道，弓道などの日本の伝統的な武術を学

ぶサークルに参加し，有段者となった留学生もいる。

 9  アルバイト 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
　留学生が勉学その他の必要経費を補うためにアルバイトを希望する場合には，入国管理局で資格外活動許可を

得る必要がある。KUSEP学生の場合は，１週間２８時間までのアルバイトが可能である。

 10  交流団体 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
　金沢大学には，日本人学生を中心とした学生国際交流団体がい

くつかある。

　これらは，金沢大学の留学生と日本人学生の交流を通じ，相互

の友好的関係を維持・促進することを目的に，留学生の日本語学

習の補助，学内外の活動の企画，並びにレクリエーションの企画

等を行うボランティア団体である。

 11  交流行事 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
　金沢大学が企画する交流行事のほか，金沢大学学生国際交

流団体や石川県内の様々な国際交流団体が企画する交流行

事が開催されている。

　これらの行事に参加することによって日本の理解がより

深まることとなるため，積極的に参加するように勧めている。
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 6  Personal Accident Insurance for Students Pursuing Education and Research 榎 
All KUSEP students are required to join the Accident Insurance for Students Pursuing Education and Research. 
This insurance helps students deal with physical injuries arising from unexpected accidents during their educa-
tional and research activities. It costs JPY 1,000 per year.

 7  Liability Insurance for Students Pursuing Education and Research 榎榎榎榎榎榎 
All KUSEP Students are required to join the Liability Insurance for Students Pursuing Education and Research. It 
costs JPY 340 per year. This insurance covers compensation for damages caused during regular curricular activi-
ties, school events, extracurricular activities and commuting to and from any of these.

 8  Extracurricular Activities 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
In order to pursue a well-rounded student life, it is important for students to take part in extracurricular activities 
in addition to their academic studies. At present, Kanazawa University has 42 cultural associations and 41 sports 
clubs. International students are welcome to join a wide range of sports and cultural associations.
　

Some international students take advantage of associations in which they practice traditional Japanese arts such as 
the tea ceremony, koto (Japanese harp), shakuhachi (Japanese bamboo flute), and utai (chanting of no - texts). Prac-
ticing traditional Japanese arts in this way will help students understand Japanese culture better. Other interna-
tional students become a belt/grade-holder in traditional Japanese martial arts such as ju -do -, karatedo - and kyu -do -.

 9  Part-time Jobs 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
If a student wishes to do a part-time job to obtain funds to support him/herself, they must obtain permission from 
the immigration office. With permission, students can work up to 28 hours per week.

 10  International Exchange Associations 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
There are several student associations which promote international exchange among students. The aim of these 
voluntary associations is to promote and maintain friendship between international students and Japanese 
students. The members of such associations help international students learn Japanese, organize on and off 
campus activities and plan extracurricular activities.

 11  Events for Cultural Exchange 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
In addition to the activities organized by Kanazawa University, there are cross-cultural events  organized by 
student associations or other international exchange associations in Ishikawa prefecture. These events provide 
good opportunities for international students to understand Japan. Active participation in them is strongly 
encouraged.
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交流協定校一覧
International Partner Institutions

　金沢大学短期留学プログラムへの応募者は，金沢大学と大学間または部局間で学術交流協定を締結している大学等
に在学していなければならない。
　２０１７年１１月現在，金沢大学は次の大学，研究機関と学術交流協定を締結している。
　◎は，金沢大学と学生の交流に関する覚書が締結されている大学等である。

Students applying for KUSEP should be enrolled in one of the institutions that have an exchange agreement with 
Kanazawa University. 
As of November 2017, Kanazawa University has an exchange agreement with following institutions: 榎榎榎榎榎榎榎  
◎ : An institution which has concluded a memorandum on student exchanges as well.

協定大学名（都市名） 
Institutions（Cities）

 国・地 域 名 
Countries&Regions

東・東南アジア地球科学計画調整委員会（CCOP）
Coordinating Committee for Geoscience Programmes in East and Southeast Asia （CCOP）国際機関　International organization

◎ダッカ大学（ダッカ）　The University of Dhaka（Dhaka）バングラデシュ　Bangladesh

◎チッタゴン大学（チッタゴン）　University of Chittagong（Chittagong）

アンコール遺跡整備公団（シェムリアプ）
Authority for the Protection and Management of Angkor and the Region of Siem Reap（Siem Reap）カンボジア　Cambodia

◎カンボジア工科大学（プノンペン）　Institute of Technology of Cambodia（Phnom Penh）

◎カンボジア国立経営大学（プノンペン）　National University of Management（Phnom Penh）

◎蘇州大学（蘇州）　Soochow University（Suzhou）中華人民共和国　China

◎四川大学（成都）　Sichuan University（Chengdu）

◎ハルビン医科大学（ハルビン）　Harbin Medical University（Harbin）

◎北京師範大学（北京）　Beijing Normal University（Beijing）

◎北京工業大学（北京）　Beijing University of Technology（Beijing）

◎大連大学（大連）　Dalian University（Dalian）

◎大連理工大学（大連）　Dalian University of Technology（Dalian）

◎南京大学（南京）　Nanjing University（Nanjing）

◎延辺大学（延吉）　Yanbian University（Yanji）

◎華東理工大学（上海）　East China University of Science and Technology（Shanghai）

◎南開大学（天津）　Nankai University（Tianjin）

◎浙江工業大学（杭州）　Zhejiang University of Technology（Hangzhou）

◎北京語言大学（北京）　Beijing Language and Culture University（Beijing）

◎西安電子科技大学（西安）　Xidian University（Xi'an）

◎東華大学（上海）　Dong Hua University（Shanghai）

◎中国科学院地理科学・資源研究所（北京）
Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences（Beijing）

北京大学（北京）　Peking University（Beijing）

◎上海対外経貿大学（上海）　Shanghai International Business and Economics University（Shanghai）

◎東北師範大学（長春）　Northeastern Normal University（Changchun）

◎青島科技大学（青島）　Qingdao University of Science and Technology（Qingdao）

◎上海理工大学（上海）　University of Shanghai for Science and Technology（Shanghai）

  大学間交流協定締結校 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 Partner Institutions（University Level）
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◎中国人民大学（北京）　Renmin University of China（Beijing）中華人民共和国　China

◎吉林大学（長春）　Jilin University（Changchun）

同済大学（上海）　Tongji University （Shanghai）

◎華南理工大学（広州）　South China University of Technology （Guangzhou）

◎重慶大学（重慶）　Chongqing University （Chongqing）

◎サビットリバイ・フール・プネー大学（プネー）　Savitribai Phule Pune University（Pune）インド　India

◎ティラク・マハラシュトラ大学（プネー）　Tilak Maharashtra Vidyapeeth（Pune）

ナーランダ大学（ビハール）　Nalanda University （Bihar）

◎バンドン工科大学（バンドン）　Bandung Institute of Technology（Bandung）インドネシア　Indonesia

◎インドネシア教育大学（バンドン）　Indonesia University of Education（Bandung）

スマラン国立大学（スマラン）　Semarang State University（Semarang）

◎ブラウィジャヤ大学（マラン）　University of Brawijaya（Malang）

インドネシア大学（デポック）　University of Indonesia（Depok）

◎ガジャマダ大学（ジョグジャカルタ）　University of Gadjah Mada（Yogyakarta）

国立マラン大学（マラン）　State University of Malang（Malang）

◎インドネシアコンピューター大学（バンドン）　Indonesia Computer University（Bandung）

◎国際女性大学（バンドン）　International Women University（Bandung）

◎パスンダン大学（バンドン）　Pasundan University（Bandung）

◎エクイタス経済大学（バンドン）　STIE Ekuitas（Bandung）

◎ムルデカ大学マラン（マラン）　University of Merdeka Malang（Malang）

◎ハサヌディン大学（マカッサル）　Hasanuddin University （Makassar）

ディポネゴロ大学（スマラン）　Diponegoro University （Semarang）

◎プルタミナ大学（ジャカルタ）　Universitas Pertamina （Jakarta）

◎東亜大学（釜山）　Dong-A University（Pusan）大韓民国　Korea

◎釜山大学（釜山）　Pusan National University（Pusan）

韓国地質資源研究院（大田）　Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources（Daejeon）

◎釜慶大学（釜山）　Pukyong National University（Pusan）

◎湖西大学（牙山）　Hoseo University（Asan）

◎漢陽大学（ソウル）　Hanyang University（Seoul）

全北大学（全州）　Chonbuk National University（Jeonju）

◎金烏工科大学（亀尾） 　Kumoh National Institute of Technology（Gumi）

ラオス国立大学（ヴィエンチャン）　National University of Laos（Vientiane）ラオス　Laos

ラオス保健科学大学（ヴィエンチャン）　University of Health Sciences（Vientiane）

◎マラヤ大学（クアラルンプール）　University of Malaya（Kuala Lumpur）マレーシア　Malaysia

◎マレーシア工科大学（クアラルンプール/ジョホールバル）　University of Technology, Malaysia （Kuala Lumpur/Johor 
Bahru）

◎モンゴル国立大学（ウランバートル）　National University of Mongolia（Ulaanbaatar）モンゴル　Mongolia

◎モンゴル国立医科大学（ウランバートル）　Mongolian National University of Medical Sciences（Ulaanbaatar）

モンゴル国立がんセンター（ウランバートル）　National Cancer Center of Mongolia（Ulaanbaatar）

モンゴル科学アカデミー（ウランバートル）　Mongolian Academy of Sciences（Ulaanbaatar）

◎チュラロンコン大学（バンコク）　Chulalongkorn University（Bangkok）タイ　Thailand

◎モンクット王工科大学 トンブリ校（バンコク）　King Mongkut's University of Technology Thonburi（Bangkok）

◎チェンマイ大学（チェンマイ）　Chiang Mai University（Chiang Mai）
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◎プリンスオブソンクラ大学（ハジャイ）　Prince of Songkla University（Hat Yai）タイ　Thailand

◎コンケン大学（コンケン）　Khon Kaen University（Khon Kaen）

◎シーナカリンウィロート大学（バンコク）　Srinakharinwirot University（Bangkok）

◎ナレースワン大学（ピサヌローク）　Naresuan University（Phisanulok）

◎カセサート大学（バンコク）　Kasetsart University（Bangkok）

◎ハノイ医科大学（ハノイ）　Hanoi Medical University（Hanoi）ベトナム　Vietnam

◎ハノイ工科大学（ハノイ）　Hanoi University of Technology（Hanoi）

◎ハノイ貿易大学（ハノイ）　Foreign Trade University（Hanoi）

◎ベトナム国家大学ハノイ校（ハノイ）　Vietnam National University, Hanoi（Hanoi）

◎ベトナム国家大学ハノイ自然科学大学（ハノイ）　VNU Hanoi University of Science（Hanoi）

◎ベトナム国家大学ハノイ工業技術大学（ハノイ）　VNU Hanoi University of Engineering and Technology（Hanoi）

◎ハノイ師範大学（ハノイ）　Hanoi National University of Education（Hanoi）

◎ハノイ薬科大学（ハノイ）　Hanoi University of Pharmacy（Hanoi）

◎ハノイ運輸通信大学（ハノイ）　University of Transport and Communications（Hanoi）

◎ベトナム国家農業大学（ハノイ）　Vietnam National University of Agriculture（Hanoi）

◎ハノイ大学（ハノイ）　Hanoi University（Hanoi）

◎ハイフォン医科薬科大学（ハイフォン）　Hai Phong University of Medicine and Pharmacy（Hai Phong）

◎ダナン工科大学（ダナン）　Danang University of Technology（Danang）

◎ノンラム大学（ホーチミン）　Nong Lam University（Ho Chi Minh City）

◎フエ大学（フエ）　Hue University（Hue）

◎カントー大学（カントー）　Can Tho University（Can Tho）

◎ベトナム国家大学ホーチミン市理科大学（ホーチミン）　VNU HCMC University of Science（Ho Chi Minh City）

◎ホーチミン市教育大学（ホーチミン）　Ho Chi Minh City University of Pedagogy（Ho Chi Minh City）

◎ホーチミン市薬科大学（ホーチミン）　Ho Chi Minh City University of Medicine and Pharmacy（Ho Chi Minh City）

◎ニャチャン大学（ニャチャン）　Nha Trang University（Nha Trang）

◎タイグエン大学（タイグエン）　Thai Nguyen University（Thai Nguyen）

タイグエン医科薬科大学（タイグエン）　Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy（Thai Nguyen）

◎ベトナム金融アカデミー（ハノイ）　Academy of Finance（Hanoi）

◎ラックホン大学（ビエンホア）　Lac Hong University（Bien Hoa）

◎バックホア大学 （ホーチミン）　Bach Khoa University （Ho Chi Minh City）

◎ベトナム国家大学ホーチミン市人文社会科学大学（ホーチミン）
VNU HCMC University of Social Sciences and Humanities（Ho Chi Minh City）

◎ダナン大学（ダナン）　The University of Danang（Danang）

ハノイ建設大学（ハノイ）　National University of Civil Engineering（Hanoi）

◎ハノイ国家大学外国語大学（ハノイ）
University of Languages and International Studies - Vietnam National University, Hanoi（Hanoi）

◎国立台湾師範大学（台北）　National Taiwan Normal University（Taipei）台湾（地域）　Taiwan

◎国立台湾大学（台北）　National Taiwan University（Taipei）

◎輔仁大学（新北）　Fu Jen Catholic University（New Taipei City）

◎台北医学大学（台北）　Taipei Medical University（Taipei）

◎国立清華大学（新竹）　National Tsing Hua University（Hsinchu）

アザルバイジャン・シャヒド・マダニ大学（タブリーズ）　Azarbaijan Shahid Madani University（Tabriz）イラン・イスラム共和国
Islamic Republic of Iran

イマーム大学（リヤド）　Al-Imam Muhammad ibn Saud Islamic University（Riyadh）サウジアラビア　Saudi Arabia
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キングファイサル大学（ハサー）　King Faisal University（Al-Hassa）サウジアラビア　Saudi Arabia

◎チャナッカレ・オンセキズ・マルト大学（チャナッカレ）　Canakkale　Onsekiz　Mart　University（Canakkale）トルコ　Turkey

◎シャルジャ大学（シャルジャ）　University of Sharjah（Sharjah）アラブ首長国連邦 
The United Arab Emirates

◎オーストラリア国立大学（キャンベラ）　Australian National University（Canberra）オーストラリア　Australia

◎ロイヤル・メルボルン工科大学（メルボルン）　Royal Melbourne Institute of Technology（Melbourne）

グリフィス大学（ブリスベン）　Griffith University（Brisbane）

◎シドニー工科大学（シドニー）　University of Technology Sydney（Sydney）

◎ニューイングランド大学（アーミデール）　University of New England（Armidale）

マッコーリー大学（ノースライド）　Macquarie University（North Ride）

◎チャールズ・ダーウィン大学（ダーウィン）　Charles Darwin University（Darwin）

アシュート大学（アシュート）　Assiut University（Assiut）エジプト　Egypt

◎ナイロビ大学（ナイロビ）　The University of Nairobi（Nairobi）ケニア　Kenya

◎ケニア中央医学研究所（ナイロビ）　Kenya Medical Research Institute（Nairobi）

◎ゲント大学（ゲント）　Ghent University（Ghent）ベルギー　Belgium

◎バルナ医科大学（バルナ）　Medical University-Varna（Varna）ブルガリア　Bulgaria

◎カレル大学（プラハ）　Charles University in Prague（Prague）チェコ　Czech

◎チェコ工科大学（プラハ）　Czech Technical University in Prague（Prague）

◎ユバスキュラ大学（ユバスキュラ）　University of Jyvaskyla（Jyvaskyla）フィンランド　Finland

◎アールト大学（ヘルシンキ）　Aalto University（Helsinki）

◎ロレーヌ大学（ナンシー）　University of Lorraine（Nancy）フランス　France

◎オルレアン大学（オルレアン）　The University of Orleans（Orleans）

◎トゥールーズ大学ジャン・ジョレス校（トゥールーズ）　University of Toulouse Jean-Jaures（Toulouse）

◎ジャン・ムーラン・リヨン第３大学（リヨン）　Jean Moulin - Lyon 3 University

◎ジーゲン大学（ジーゲン）　University of Siegen（Siegen）ドイツ　Germany

◎レーゲンスブルク大学（レーゲンスブルク）　University of Regensburg（Regensburg）

ヴュルツブルク大学（ヴュルツブルク）　The University of W翰rzburg（W翰rzburg）

◎デュッセルドルフ大学（デュッセルドルフ）　Heinrich Heine University D翰sseldorf （D翰sseldorf）

◎ミーニョ大学（ブラガ）　The University of Minho （Braga）ポルトガル　Portugal

◎ダブリンシティ大学（ダブリン）　Dublin City University（Dublin）アイルランド　Ireland

フィレンツェ大学（フィレンツェ）　University of Florence（Firenze）イタリア　Italy

◎ルブリン工科大学（ルブリン）　Lublin University of Technology（Lublin）ポーランド　Poland

◎ワルシャワ大学（ワルシャワ）　The University of Warsaw（Warsaw）

◎スロバキア工科大学（ブラチスラバ）　Slovak University of Technology（Bratislava）スロバキア　Slovakia

◎バルセロナ自治大学（バルセロナ）　Autonomous University of Bercelona（Barcelona） スペイン　Spain

◎サラマンカ大学（サラマンカ）　University of Salamanca（Salamanca） 

◎サンティアゴ・デ・コンポステーラ大学（サンティアゴ・デ・コンポステーラ）
University of Santiago de Compostela（Santiago de Compostela） 

リバプール・ジョン・モアズ大学（リバプール）　Liverpool John Moores University（Liverpool）英国　U.K.

◎シェフィールド大学（シェフィールド）　University of Sheffield（Sheffield）

◎セントラル・ランカシャー大学（プレストン）　University of Central Lancashire（Preston）

セインズベリー日本藝術研究所（ノリッチ）　Sainsbury Institute for the Study of Japanese Arts and Cultures（Norwich）

◎カザン連邦大学（カザン）　Kazan Federal University（Kazan）ロシア　Russia
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ロシア科学アカデミー極東支部（ウラジオストク）　Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences（Vladivostok）ロシア　Russia

国立アルタイ大学（バルナウル）　Altai State University（Barnaul）

◎極東連邦大学（ウラジオストク）　Far Eastern Federal University（Vladivostok）

◎クラスノヤルスク医科大学（クラスノヤルスク）　Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V.F. Voino-
Yasenetsky （Krasnoyarsk）

ペンシルバニア大学（ペンシルバニア州フィラデルフィア）　University of Pennsylvania（Philadelphia, PA）アメリカ合衆国　U.S.A.

◎ニューヨーク州立大学バッファロー校（ニューヨーク州バッファロー）
State University of New York at Buffalo（Buffalo, NY）

◎ウィリアム・アンド・メアリー大学（バージニア州ウィリアムズバーグ）
College of William and Mary（Williamsburg, VA）

◎タフツ大学（マサチューセッツ州メドフォード）　Tufts University（Medford, MA）

◎ニューヨーク州立大学 ニューポルツ校（ニューヨーク州ニューポルツ）
State University of New York at New Paltz（New Paltz, NY）

◎ネヴァダ大学リノ校（ネヴァダ州リノ）　University of Nevada, Reno（Reno, NV）

◎イリノイカレッジ（イリノイ州ジャクソンビル）　Illinois College（Jacksonville, IL）

◎ワグナーカレッジ（ニューヨーク州スタテンアイランド）　Wagner College（Staten Island, NY）

ユーコンカレッジ（ホワイトホース）　Yukon College（Whitehorse）カナダ　Canada

◎モントリオール大学（モントリオール）　University of Montreal（Montreal）

◎リオデジャネイロ州立大学（リオデジャネイロ）　Rio de Janeiro State University（Rio de Janeiro）ブラジル　Brazil

◎アマゾナス連邦大学（マナウス）　Federal University of Amazonas（Manaus）

文化スポーツ省文化自然遺産副省（グアテマラシティー）
The Vice Ministry of Cultural and Natural Heritage of the Ministry of Culture and Sport（Guatemala City）グアテマラ　Guatemala

グアテマラ・デル・バジェ大学（グアテマラシティー）　University of the Valley of Guatemala（Guatemala City）

グアテマラ・サン・カルロス大学（グアテマラシティー）　University of San Carlos of Guatemala（Guatemala City）

ホンジュラス国立人類学歴史学研究所（テグシガルパ）　Honduran Institute of Anthropology and History（Tegucigalpa）ホンジュラス　Honduras

◎モンテレイ工科大学（モンテレイ）　Monterrey Institute of Technology and Higher Education （Monterrey）メキシコ　Mexico

  部局間交流協定締結校 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 Partner Institutions（Department Level）
The right column indicates the faculties, institutes, graduate schools and schools at Kanazawa University which have an 
exchange agreement with the partner institutions listed on this page.

本学の協定締結部局 
Departments

協定大学・部局等名（都市名） 
Institutions （Cities）

国　名 
Countries

医学系研究科・医学類
Graduate School of Medical Science and School of 
Medicine

◎南方医科大学（広州）
Southern Medical University（Guangzhou）

中華人民共和国
China

医学系研究科・医学類
Graduate School of Medical Science and School of 
Medicine

◎中国医科大学（瀋陽）
China Medical University（Shenyang）

医薬保健研究域薬学系
Faculty of Pharmacy, Institute of Medical, Pharma-
ceutical and Health Sciences 

河南中医学院（鄭州）
Henan University of Traditional Chinese Medicine（Zhengzhou）

環日本海域環境研究センター
Institute of Nature and Environmental Technology

◎中国科学院大気物理研究所大気科学と地球流体力学数値モデリング国家重
点研究所（北京）
State Key Laboratory of Numerical Modeling for Atmospheric Sciences and 
Geophysical Fluid Dynamics（LASG）, Institute of Atmospheric Physics（IAP）, 
Chinese Academy of Sciences（CAS）（Beijing）

理工学域
College of Science and Engineering

◎浙江大学理学部（杭州）
College of Science, Zhejiang University（Hangzhou）

がん進展制御研究所
Cancer Research Institute

復旦大学上海がん病院（上海）
Shanghai Cancer Center, Fudan University（Shanghai）

理工学域
College of Science and Engineering

◎福州大学建築学院及び環境与資源学院（福州）
School of Architecture and School of Environment and Resources, Fuzhou 
University（Fuzhou）
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理工学域
College of Science and Engineering

復旦大学社会発展与公共政策学院（上海）
School of Social Development and Public Policy, Fudan University（Shanghai）

中華人民共和国
China

人間社会環境研究科
Graduate School of Human and Socio-Environ-
ment Studies

◎浙江大学人文学院（杭州）
School of Humanities, Zhejiang University（Hangzhou）

人間社会学域
College of Human and Social Sciences

雲南民族大学民族文化学院（昆明）
School of Ethnic Culture, Yunnan University of Nationalities（Kunming）

理工学域
College of Science and Engineering

◎清華大学環境学院（北京）
School of Environment, Tsinghua University（Beijing）

理工学域
College of Science and Engineering

◎清華大学建築学院（北京）
School of Architecture, Tsinghua University（Beijing）

理工学域
College of Science and Engineering

◎山東大学工学部（済南）
Faculty of Engineering, Shandong University（Jinan）

人間社会学域
College of Human and Social Sciences

中山大学地理科学与規画学院（広州）
School of Geography and Planning, Sun Yat-Sen University（Guangzhou）

医薬保健研究域薬学系
Faculty of Pharmacy, Institute of Medical, Pharma-
ceutical and Health Sciences

瀋陽薬科大学（瀋陽）
Shenyang Pharmaceutical University（Shenyang）

医薬保健学総合研究科
Graduate School of Medical Sciences

◎復旦大学上海医学院(上海）
Shanghai Medical College, Fudan University （Shanghai)

がん進展制御研究所
Cancer Research Institute

韓国科学技術研究院遺伝工学研究所（大田）
Genetic Engineering Research Institute, Korea Institute of Science and 
Technology（Daejeon）

大韓民国
Korea

理工学域
College of Science and Engineering

韓国科学技術院工学部（大田）
College of Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology
（Daejeon）

環日本海域環境研究センター
Institute of Nature and Environmental Technology

慶熙大学校理学部（ソウル）
Faculty of Sciences, Kyung Hee University（Seoul）

理工学域
College of Science and Engineering

檀国大学校工学部（ソウル）
College of Engineering, Dankook University（Seoul）

医学系研究科・医学類
Graduate School of Medical Sciences and School of Medicine

◎蔚山（ウルサン）大学校医学部（ソウル）
College of Medicine, University of Ulsan（Seoul）

人間社会学域
College of Human and Social Sciences

◎翰林大学校人文大学（春川）
College of Humanities, Hallym University（Chunchon）

人間社会環境研究科
Graduate School of Human and Socio-Environment Studies

◎仁荷大学校文学部（仁川）
College of Humanities, Inha University（Incheon）

がん進展制御研究所
Cancer Research Institute

ソウル大学校がん研究所（ソウル）
Cancer Research Institute, Seoul National University（Seoul）

がん進展制御研究所 
Cancer Research Institute

ソウル大学がん微小環境研究センター（ソウル）
Tumor Microenvironment Global Core Research Center, Seoul National
University（Seoul）

医薬保健学総合研究科
Graduate School of Medical Sciences

◎ヤンゴン第二医科大学（ヤンゴン）
University of the Medicine2, Yangon（Yangon）

ミャンマー
Myanmar

理工学域
College of Science and Engineering

ダゴン大学地質学部（ヤンゴン）
Department of Geology, Dagon University （Yangon）

理工学域
College of Science and Engineering

◎フィリピン大学ディリマン校（ケソン）
University of the Philippines, Diliman（Quezon）

フィリピン
Philippines

理工学域
College of Science and Engineering

◎タマサート大学シリントーン国際工学部（パトゥムタニ）
Sirindhorn International Institute of Technology（SIIT）, Thammasat University（Pathum Thani）

タイ
Thailand

理工学域
College of Science and Engineering

タイ地方道路局（バンコク）
Department of Rural Roads（Bangkok）

人間社会学域
College of Human and Social Sciences

◎チャンカセーム・ラチャパット大学人文社会学部 （バンコク）
Faculty of Humanities and Social Sciences, Chandrakasem Rajabhat University
（Bangkok）

医薬保健研究域医学系
Faculty of Medicine
Institute of Medical, Pharmaceutical and Health 
Sciences

Hospital E 循環器病研究センター（ハノイ）
Cardiovascular Center, Hospital E（Hanoi）

ベトナム
Vietnam

医薬保健研究域
Institute of Medical, Pharmaceutical and Health 
Sciences

ベトナム海洋医学研究所（ハイフォン）
Vietnam National Institute of Maritime Medicine（Hai Phong）

医薬保健研究域
Institute of Medical, Pharmaceutical and Health 
Sciences

ベトナム社会主義共和国資源環境省 ベトナムで米軍が使用の有毒化学物質に
よる被害克服の国家対策委員会（ハノイ）
The Office of National Steering Committee on Overcoming Consequences of 
Toxic Chemicals Used by the US Army in Vietnam, Ministry of Natural 
Resources and Environment（Hanoi）

医薬保健研究域
Institute of Medical, Pharmaceutical and Health 
Sciences

ハノイ国立小児病院（ハノイ）
National Hospital of Pediatrics（Hanoi）

理工学域
College of Science and Engineering

◎トゥイーロイ大学（ハノイ）
Thuyloi University（Hanoi）
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法学類
School of Law

◎国立政治大学法学院（台北）
Department of Law, National Chengchi University（Taipei）

台湾（地域）
Taiwan

理工学域
College of Science and Engineering

国立政治大学社会科学院（台北）
College of Social Sciences, National Chengchi University（Taipei）

法学類・法学系・人間社会環境研究科
School of Law, Faculty of Law, Graduate School 
of Human and Socio-Environmental Studies

国立成功大学社会科学院法律学系（台南）
Department of Law, College of Social Sciences, National Cheng Kung Univer-
sity（Tainan）

理工学域
College of Science and Engineering

国立台北科技大学工程学院（台北）
College of Engineering, National Taipei University of Technology（Taipei）

国際学類
School of International Studies

◎国立政治大学国際事務学院及び社会科学学院（台北）
College of International Affairs and College of Social Sciences, National 
Chengchi University（Taipei）

人間社会環境研究科
Graduate School of Human and Socio-Environ-
mental Studies

◎国立政治大学国際事務学院及び社会科学学院（台北）
College of International Affairs and College of Social Sciences, National 
Chengchi University（Taipei）

医薬保健研究域薬学系
Faculty of Pharmacy
Institute of Medical, Pharmaceutical and Health 
Sciences

アンカラ大学薬学部（アンカラ）
Faculty of Pharmacy, Ankara University（Ankara）

トルコ
Turkey

理工学域
College of Science and Engineering

◎南オーストラリア大学情報工学・環境工学学群（アデレード）
Division of Information Technology, Engineering & the Environment, University 
of South Australia（Adelaide）

オーストラリア
Australia

医薬保健研究域
Institute of Medical, Pharmaceutical and Health 
Sciences

オークランド工科大学保健環境科学部（オークランド）
Faculty of Health and Environmental Sciences, Auckland University of Tech-
nology（Auckland）

ニュージーランド
New Zealand

環日本海域環境研究センター
Institute of Natural and Environmental Technology

エジプト国立研究センター（カイロ）
National Research Center（Cairo）

エジプト
Egypt

先進予防医学研究科
Graduate school of Advanced Preventive Medical 
Sciences

ヒトウイルス研究所(アブジャ）
Institute of Human Virology（Abuja）

ナイジェリア
Nigeria

理工学域
College of Science and Engineering

ウィーン大学物理学部（ウィーン）
Faculty of Physics, University of Vienna（Vienna）

オーストリア
Austria

理工学域
College of Science and Engineering

◎プラハ化学工業大学（プラハ）
The Institute of Chemical Technology, Prague（Prague）

チェコ
Republic

理工学域
College of Science and Engineering

◎サヴォア大学（シャンベリー）
University of Savoy（Chambery）フランス

France
法学系
Faculty of Law

◎トゥールーズ第１キャピトル大学法学部（トゥールーズ）
Faculty of Law and Political Science, Toulouse 1 Capitole University（Toulouse）

自然科学研究科
Graduate School of Natural Science and
Technology

トゥール大学理工学部（トゥール）
Faculty of Science and Technology, University of Tours（Tours）

理工学域
College of Science and Engineering

◎シュトゥットガルト大学（シュトゥットガルト）
University of Stuttgart（Stuttgart）

ドイツ
Germany

医薬保健学総合研究科
Graduate School of Medical Sciences

◎ヴュルツブルク大学医学部（ヴュルツブルク）
Faculty of Medicine, The University of Würzburg（Würzburg）

先進予防医学研究科
Graduate school of Advanced Preventive Medical 
Sciences

◎トレント大学心理認知科学部（トレント）
Department of Psychology and Cognitive Science, University of Trento（Trento）

イタリア
Italy

人間社会学域
College of Human and Social Sciences"

◎ボローニャ大学言語文学翻訳通訳学部フォルリ校及び通訳翻訳学部
（フォルリ）
School of Foreign Languages and Literatures, Interpreting and Translation and 
Department of Interpreting and Translation, University of Bologna（Forli）

理工学域
College of Science and Engineering

スウォンジー大学工学部（スウォンジー）
College of Engineering, Swansea University（Swansea）

国際学類 
School of International Studies

◎ノルウェー科学技術大学社会科学テクノロジー管理学部社会学・政治学学
科（トロンハイム）
Department of Sociology and Political Science, Norwegian University of 
Science and Technology（Trondheim）

ノルウェー
Norway

人間社会学域
College of Human and Social Sciences

◎オックスフォード大学ペンブロックカレッジ（オックスフォード）
Pembroke College, University of Oxford （Oxford）

英国
U.K.

人間社会学域
College of Human and Social Sciences

◎ライデン大学人文学部（ライデン）
Faculty of Humanities, Leiden University（Leiden）

オランダ
Netherland

理工学域
College of Science and Engineering

理論実験物理学研究所（モスクワ）
Institute for Theoretical and Experimental Physics（Moscow）

ロシア
Russia

理工学域
College of Science and Engineering

国立イルクーツク大学（イルクーツク）
Irkutsk State University（Irkutsk）

医学系研究科・医学類
Graduate School of Medical Sciences and School 
of Medicine

◎国立極東医科大学（ハバロフスク）
The Far-Eastern State Medical University（Khabarovsk）
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人間社会研究域
Institute of Human and Social Sciences

◎文化スポーツ省文化自然遺産副省（グアテマラシティ）
The Vice Ministry of Cultural and Natural Heritage of the Ministry of Culture 
and Sport（Guatemala city）

グアテマラ
Guatemala

教育学部附属小学校
Affiliated Elementary School

バーウィック学園初等学校（メイン州サウスバーウィック）
Lower School of Berwick Academy（South Berwick, ME）

アメリカ合衆国
U.S.A.

人間社会学域・人間社会環境研究科
College of Human and Social Sciences・Graduate School 
of Human and Socio-Environmental Studies

プリンストン大学東洋学部（ニュージャージー州プリンストン）
East Asian Studies Department, Princeton University（Princeton, NJ）

医学系研究科・医学類
Graduate School of Medical Sciences and School 
of Medicine

◎ハワイ大学ジョンA・バーンズ医学部（ハワイ州ホノルル）
John A. Burns School of Medicine, University of Hawaii at Manoa
（Honolulu, HI）

医学系研究科・医学類
Graduate School of Medical Sciences and School 
of Medicine

◎カリフォルニア大学デービス校医学部（カリフォルニア州デービス）
School of Medicine, University of California, Davis（Davis, CA）

国際機構
Organization of Global Affairs

◎リーハイ大学人文科学部（ベスレヘム）
College of Arts and Sciences, Lehigh Univerisity（Bethlehem, PA）
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金沢大学における短期留学制度

　金沢大学では，金沢大学と交流協定を締結している大学等の学生を，その大学等に在籍したまま金沢

大学に受入れる短期留学の制度を５種類設けている。これらの短期留学制度は，学位取得を目的とする

ものではなく，外国での学習，異文化体験，及び日本語の実地習得を目的として，６ヵ月以上１年以内

の期間，金沢大学で教育を受けて単位を修得し，または研究指導を受けるものである。

　５種類の短期留学制度の概略は次のとおりである。
　

プログラムA：金沢大学短期留学プログラム（KUSEP）
　KUSEPは，日本語の授業並びに日本文化・日本事情及び専門科目に関する英語での授業を提供する短

期プログラムである。在籍大学での専攻分野による制限はない。日本語の授業は必修で，１週間に５クラ

ス開講される。その他の科目は選択となっている。そのほか，日本語能力が高い学生は，日本人学生と一

緒に一般教養や専門の授業の一部を受けることができる。

　専門分野の研究に専念したい学生には，プログラムAではなく，プログラムCおよびプログラムEが

適している。
　

プログラムB：金沢大学日本語・日本文化研修プログラム
　金沢大学日本語・日本文化研修プログラムは，参加学生の日本語能力の向上及び日本社会・文化に対

する理解の促進を目的としたものである。このプログラムは，中・上級の日本語（週５クラス），現代日

本社会・文化や金沢の豊かな伝統文化を取り上げる日本文化（週３クラス）及び多言語・多文化に関する

日本人学生との合同調査（週１クラス）から構成されている。更に，日本に関するテーマを選び，１ 年間

にわたり修了研究を行う。全学習を日本語で行う１年間のこのプログラムは，日本語及び日本文化を専

攻にする学生を対象にしたものである。
　

プログラムC：金沢大学人文社会科学系短期留学プログラム
　このプログラムは，金沢大学人間社会学域（学部レベル），人間社会環境研究科（大学院レベル）に所属

して，その学域または研究科で通常開講されている講義を受講，または大学院で専門分野の研究を行う

プログラムである。在籍大学で人文社会科学系を専攻している学生が対象である。講義は日本語で行わ

れるので，受講するには充分な日本語能力が必要である。大学院で専門分野の研究を行う場合は，英語

で指導を受けることもできる。
　

プログラムD：金沢大学セメスタープログラム
　日本語教育，日本文化・社会に関する科目等を提供する半期間の単位互換型教育プログラムである。

在籍大学での専攻分野は問わない。１週間に５クラスの「日本語」授業と，その他一部の科目が必修である。

日本語能力が高い学生は，日本人学生と一緒に一般教養や専門の授業の一部を受けることができる。
　

プログラムE：金沢大学科学技術短期留学プログラム(KUEST)
　KUESTは，研究室での専門研究，日本語教育，英語等による専門科目，日本事情・日本文化に関す

る科目を提供する教育プログラムである。在籍大学で自然科学系を専攻している学生が対象となる。研

究室に所属し，専門研究を行うほか，日本語と，その他一部の科目が必修である。
　

　このパンフレットは，プログラムA：金沢大学短期留学プログラム（KUSEP）のためのものである。
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Short-term Student Exchange Programs
at Kanazawa University

Kanazawa University provides five types of short-term exchange programs for students enrolled in the 
institutions that have an exchange agreement with Kanazawa University. These programs are non-degree 
programs and offer the students an opportunity for study abroad, cross-cultural experience and practical 
training in Japanese. Students take courses or participate in independent research under the guidance of 
an academic supervisor for the period of six months to one year.
Outline of these four programs are as follows.

Program A: Kanazawa University Student Exchange Program (KUSEP)
KUSEP is a short-term program which offers Japanese language classes, as well as classes lectured in 
English on Japanese culture and affairs, and on major subjects. There is no restriction as to the student's 
major field of study. Japanese courses are compulsory and there are 5 class meetings a week. The other 
courses are elective. Students with excellent Japanese proficiency are allowed to join in classes for general 
and professional education with Japanese students.  For the student who hopes to concentrate on the study 
of his or her specialized field, Program C and Program E are recommended.

Program B: Kanazawa University Japanese Language and Culture Program
This program provides international students with an opportunity to improve their proficiency in the Japa-
nese language and to deepen their understanding of Japanese culture and society. It consists of upper-inter-
mediate to advanced level Japanese language courses (5 lectures per week), cultural courses taking up not 
only the present day Japanese society and culture, but also the rich traditional culture of Kanazawa (3 
lectures per week), joint research project with the Japanese students (1 lecture per week) and a completion 
research (1 lecture per week). It is a one year program conducted solely in Japanese which is designed for 
especially the students majoring in the Japanese language or culture.

Program C: Kanazawa University Human and Social Sciences Short-term Exchange Program
Students who hope to concentrate on the study of the specialized field are admitted in one of the College 
of Human and Social Sciences (undergraduate level) or Graduate School of Human and Socio-Environ-
mental Studies at Kanazawa University. They attend classes on the curriculum of Kanazawa University, 
and/or study in their major fields at a graduate school. The students whose major are human and social 
sciences are eligible. Since classes are lectured in Japanese, high proficiency in Japanese is required in 
order to attend classes. However, if they wish to pursue their research in one of the graduate schools, 
students can be instructed in English.

Program D: Kanazawa University Semester Program
The Semester Program is a half-year program with credit transfer.  There are no restrictions regarding 
students' majors at their home institutions.  This program is based around courses on the Japanese 
language, as well as Japanese culture and society. Five Japanese classes per week are compulsory, in addi-
tion to certain Japanese culture and society classes. In addition, depending on their proficiency in Japanese, 
students are eligible to enroll in standard university courses, including both general education courses and 
courses in various specialist fields of research.

Program E: Kanazawa University Student Exchange Program for Science and Technology （KUEST）
KUEST is a short-term program, offering research activity at a laboratory, Japanese language classes, as 
well as classes lectured in English on major subjects and on Japanese culture. Students in natural science 
such as environmental engineering, biology and civil engineering are eligible. Students will do their 
research in a laboratory. Japanese classes and some of the other classes are compulsory.

This guidebook is for the Program A: Kanazawa University Student Exchange Program (KUSEP).
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金沢大学までの経路

　金沢市は，日本列島のほぼ中央，直線距離にして東京から約３００㎞，大阪から約２３０㎞の位置にある。

蛸島　　
Takojima輪島　　

Wajima

穴水
Anamizu

和倉温泉
Wakura-onsen 七尾

Nanao

氷見
Himi

高岡
Takaoka

城端
Johana

国道
８号
線

Rou
te 8

小松
Komatsu

加賀温泉
Kaga-onsen

-

北
陸
自
動
車
道

Ho
ku
rik
u 
Ex
pr
es
sw
ay

能
登
鉄
道

No
to
 To
ll R
oa
d

N

金沢
Kanazawa

小松空港
Komatsu Airport

能登空港
Noto Airport

富山
Toyama

富山空港
Toyama 
Airport

能登空港
Noto Airport

那覇
Naha

福岡
Fukuoka

大阪
Osaka
-

東京
Tokyo- -

仙台
Sendai

盛岡
Morioka

札幌
Sapporo

金沢/小松
Kanazawa/Komatsu

石川県
Ishikawa Prefecture
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Location of Ishikawa Prefecture and Kanazawa City

成田空港　Narita Airport

羽田空港
Haneda Airport

関西空港
Kansai Airport

＊交通費はすべて2017年10月１日現在のおおよその額である。

 ★主要空港から金沢（JR金沢駅）まで 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

成田国際空港（東京）から

〈飛行機〉 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 【約３～４時間　約３５０㎞】
Ａ．成田空港 － バス →  羽田空港（東京）

75分　3,100円

 － 飛行機 →  小松空港（金沢最寄り）
　　60分　約25,000円　※1

 － バス →  金沢駅
60分　1,130円

Ｂ．成田空港 － 飛行機 →  小松空港
　　60分　約25,000円　※2

 － バス →  金沢駅
60分　1,130円

※1：1日10便　※2：1日1便

〈電　車〉 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 【約４時間　１８,０００円　約５００㎞】
C．成田空港－ JR「成田エクスプレス」 → 東京－JR北陸新幹線→ 金沢駅

 ★金沢駅から金沢大学角間キャンパスまで 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

〈バ　　ス〉　「金沢大学行き」（№９１，９３，９４，９７）乗車 →「金沢大学中央」下車（６２～６３頁参照）【約４０分，３６０円】
〈タクシー〉　【２０～３０分，３,０００～４,０００円】

東京
To-kyo-

小松
Komatsu

新潟
Niigata

長岡
Nagaoka

富山
Toyama

直江津
Naoetsu

越後湯沢
Echigoyuzawa

上越新幹線
Jouetsu-sinkansen

ほ
く
ほ
く
線

Hokuhokusen

金沢
Kanazawa

名古屋
Nagoya

米原
Maibara

敦賀
Tsuruga

福井
Fukui

新大阪
Shin-Osaka

関西空港
Kansai Airport

糸魚川
Itoigawa

北陸新幹線
Hokuriku-sinkansen

長野
Nagano

関西国際空港（大阪）から

 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 【約４時間　１０,０００円　約３３０㎞】
D．関西空港－ JR特急「はるか」 → 新大阪 － JR特急「サンダーバード」 → 金沢駅
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Access to Kanazawa University

Kanazawa city is located almost in the center of Japan's main island.

＊All fares bellow are approximate amount as of 1 October 2017.
 ★From main international airports to Kanazawa (JR Kanazawa Station) 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 

From Narita International Airport (Tokyo), NRT
<By Air> 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 【3-4 hrs., approx. 350km】
A. Narita Airport Haneda Airport(Tokyo) Komatsu Airport Kanazawa Station

B. Narita Airport Komatsu Airport Kanazawa Station

※1  approx. 10 flights a day　※2  one flight a day

<By JR Train> 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 【4 hrs., JPY18,000, approx. 500km】
C. Narita Airport－ JR Narita Express →Tokyo Station－ JR Hokuriku Shinkansen →Kanazawa Station

－Shuttle bus →
75min.
JPY 3,100

－ Flight →
60min. 

JPY 25,000※1

－Bus →
60min.
 JPY 1,130

－ Flight →
60min. 

JPY 25,000※2

－Bus →
60min.
JPY 1,130

 ★From Kanazawa Station to Kanazawa University Kakuma Campus 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 
<By bus>  Please take a bus for Kanazawa University (No.91, 93, 94, 97) at the Kanazawa Station bus terminal and 

get off at the bus stop "Kanazawa Daigaku Chuo (see pp.62-63)". 【40 min. JPY360】
<By taxi>  【20-30 min. JPY3,000-4,000】

バス停
Bus stop

金沢大学自然研前
Kanazawa Daigaku
Shizenkenmae

金沢大学角間口
Kanazawa Daigaku

Kakumaguchi

学生留学生宿舎「先魁・北溟」
Student Dormitory, 
SAKIGAKE・HOKUMEI

Kanazawa University Bus Map

From Kansai International Airport (Osaka), KIX
 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 【4 hrs., JPY10,000, approx. 330km】
D. Kansai Airport－ JR Tokkyu "Haruka" →Shin-Osaka Station－ JR Tokkyu "Thunderbird" →Kanazawa Station
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北駐輪場
North Bicycle 
Parking

Sou
Par

(Toyama Pref.)

Kanazawa University
Bus Stop

駐輪場
Bicycle
Parking

コンビニエンス
ストア
Convenience Store

大学教育開発・支援センター,留学生センター）

本部棟，保健管理センター，先端科学・イノベーション推進機構
Administration Office, Health Service Center, Organization of Frontier Science and Innovation

Central Campus Store and Restaurant

Natural Science and Technology Hall 5

Organization of Frontier Science and Innovation
先端科学・イノベーション推進機構

中福利施設（食堂・売店）

自然科学5号館（数物科学類，物質化学類）

金沢大学角間キャンパス
Kanazawa University Kakuma Campus Map



一部写真提供：金沢市

Rifle Range

South Bicycle
Parking

Kanazawa University
Shizenken-mae Bus Stop
Kanazawa University
Shizenken-mae Bus Stop

駐輪場
Bicycle Parking

温
室
Green House

学生・留学生宿舎

東課外活動共用施設（サークル棟）

Student dormitory

Advanced Science Research Center

がん進展制御研究所
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金沢大学短期留学プログラム（KUSEP）
〒920-1192 金沢市角間町　金沢大学国際機構支援室

Tel: +81-76-264-5237     Fax: +81-76-234-4043
E-mail : st-exch@adm.kanazawa-u.ac.jp     http://isc.ge.kanazawa-u.ac.jp/eg/

Kanazawa University Student Exchange Program (KUSEP)
Global Affairs Support office, Kanazawa University
Kakuma-machi, Kanazawa, Ishikawa, 920-1192 Japan
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