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1 Program Outline  プログラムの概要 
 

Kanazawa University Exchange Program (KUEP) are short-term programs that accept students from universities 

affiliated with Kanazawa University provide classes in Japanese language, as well as Japanese affairs and culture and 

major-related classes. In addition, we provide students with opportunity to do their chosen research at a laboratory under 

the guidance of an academic advisor.  

  Through this program, we hope to be able to provide students with a deeper understanding of Japan and to educate 

people who will play an active role in international society, while expanding their interactions with students from all over the 

world.  
 
 

KUEP プログラムは，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，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，短期プログラムです。加えて、指導教員の指導の元、自分の研究テーマについて研究室で研究を行うことができます。 

このプログラムの教育を通じ，広く世界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

期待しています。 
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2 Curriculum Details  カリキュラムの詳細 
 

■Credits Towards Completion of the KUEP Program 

KUEP students have no requirements for completion. However, students must take “Specialized Seminar” (4 credits for 

each semester) and attend at least 7 courses per week to obtain the status of residence in Japan. 

 

■Registration Period  

 You are allowed to attend any classes you are interested in during registration period. As exception, Integrated 

Japanese Language Courses you can take are limited depending on the result of placement test. Courses offered by 

other departments start on the first week. The first classes of each semester will be devoted to explanations by the 

instructor, including course overview, grading method, and so on.  

 

■How to Register for Courses 

 Please see page 5 of this handout. 

 

 

■単位取得 (KUEP) 

 KUEP プログラムには修了要件がありません。しかし、必ず各学期 4 単位の「専門演習」の履修と、在留資格認定のため週 7 科目以上の受講が

必要です。 

 

■履修登録期間 

履修登録期間中は、履修したい授業に参加することができます。ただし、日本語科目はプレイスメントテストで決められたレベルのクラスにしか出ら

れません。また、他部局の講義は第１週から授業が始まります。 最初のクラスでは、教員が何を行うのか，どのように成績をつけるかということを

説明します。 

 

■履修登録の仕方 

 5 ページを見てください。 
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3 Integrated Japanese Language Program  総合日本語プログラムについて 
 

1   Integrated Japanese Language Program  総合日本語プログラム  
■Placement Test 

 New students must take the Integrated Japanese Language Program Orientation and Placement Test to determine 

their level of the courses they should take.  

 For details, please see the webpage below: IJLP Orientation & Placement Test  

https://kuglobal.w3.kanazawa-u.ac.jp/eg/sie/ijlp/pt21a_e/ 

 

■プレイスメントテスト 

 新規学生は必ず総合日本語プログラムのオリエンテーションとプレイスメントテストに参加しなければなりません。 これらのテストの後，どの

クラスレベルであるかの結果がでます。詳細は下記ウェブサイトを参照してください。 

https://kuglobal.w3.kanazawa-u.ac.jp/sie/ijlp/pt21a_j/ 
 

 

4 Specialized Seminar, Specialized Research, and Specialized Experiment  
専門演習・専門研究・専門実験について 

 

All KUEP students are required to belong to the laboratory of their academic supervisor and engage in research there. 

Through their research activities, students will earn credits for the following three courses.  

(1) Specialized Seminar (compulsory courses, up to 8 credits per year (4 credits per semester) for KUEP students) 

Students conduct research according to their own research themes. Academic supervisors confirm the students' 

research progress periodically and evaluate their accomplishments. The students are required to participate in poster 

presentations of their research results at the end of the semester.  

(2) Specialized Research (elective courses, up to 4 credits per year (2 credits per semester))  

Students present their research results to the public (including workshops on campus). 

(3) Specialized Experiment (elective courses, up to 4 credits per year (2 credits per semester)) 

Students perform experiments under the guidance of their academic supervisor. 

 

★Student should decide the theme of the research under the guidance of the academic supervisor. 

 

KUEP 学生は必ず指導教員の研究室に所属し，研究活動を行います。この研究活動により，下記の三つの科目の単位取得が可能です。  

(1) 専門演習（必修科目，KUEP 学生は最大年間８単位（各学期４単位）） 

研究テーマに従い研究を行う。指導教員は定期的に進捗状況を確認し，学生の課題遂行度に基づき評価する。終了時に学習成果発表会

（ポスター）を行う。  

(2) 専門研究（選択科目，最大年間４単位（各学期２単位））  

研究成果の公開（学内での発表会を含む）を目指したもの。 

(3)   専門実験（選択科目，最大年間４単位（各学期２単位）） 

指導教員の指導の下、実験活動を行う。 

  

★研究テーマは指導教員と話し合って決めてください。  
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5 Program for the Study of Japanese Culture and Society 日本文化・社会学習プログラムについ

て 
 

 “Program for the Study of Japanese Culture and Society” is the name given to a number of courses on Japanese culture 

and society held by Organization of Global Affairs.  

Please refer "Program for the Study of Japanese Culture and Society –Autumn 2021” （Orientation Material）. 

 

 日本文化・社会学習プログラムは金沢大学国際機構が提供する文化・社会に関する授業の総称です。オリエンテーション資料の「日本

文化・社会学習プログラム」秋学期 2021 を参照してください。 

 

 

6 Courses offered by Other Departments 他部局開講科目について 
 

KUEP students with high-level Japanese/English language skills may take courses held in Japanese/English, offered 

to full-time students throughout the university, if they wish.   

As these courses often require basic specialized knowledge of their field of study, the students are strongly 

encouraged to attend the course orientation in the first class of the semester. Details are available in Web Syllabus 

 

 留学生の日本語/英語能力が高いレベルにあり、留学生が希望する場合は、正規生のために全学的に開講されている授業も受講することが

出来ます。 

 これらの科目はしばしば基礎的な専門知識が必要な場合があるので，オリエンテーションにて確認をしてください。科目の詳細は全て Web

シラバスに記載されています。 

 

How to register 登録の仕方 

KUEP students, who wish to take courses offered by other departments, should consult the program coordinator (Prof. 

Matsuda) before getting consent from the course instructors. Then, after you get permission to take the courses from the 

course instructors by email, please submit the email and “Registration form for Courses Offered by Other Departments (他

部局開講科目履修申請書)” to the International Student Section by the deadline. 

 

もし、国際機構以外の授業を受講したい場合は，授業の教員に許可をもらう前に，プログラム教員（松田先生）に相談してください。その後で，授

業の教員がメールで受講を許可した場合，そのメールと「履修申請書」を留学支援係に提出してください。 

 

 

7 How to Complete Course Registration (Confirm and Add/Delete Courses) 履修登録・確

認・訂正の仕方   
 金沢大学 ID とパスワードを使って、アカンサスポータルにログインしてください。履修登録はアカンサスポータル上で行います。 

 Please log in ACANTHUS PORTAL using Kanazawa University ID & Password. All students need to register courses through 

ACANTHUS PORTAL. 

 2021 年度秋学期 KUEP 履修登録確認票 KUEP Course Registration Check Sheet (Autumn 2021) 

履修する単位や科目を確認するために使ってください。提出する必要はありません。 

 Please use the sheet to confirm the number of credits and subjects that you register. It doesn’t need to submit. 
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8 Please note… 
 Do not be late for or absent from your class without notifying your course instructors.  

 Respect the courses, respect others, and respect yourself, when you attend classes.  

 Respect academic rules: do not plagiarize. (= do not copy and paste from web-pages for your work, for example.) This 

will seriously affect your status as an exchange student.  

 

 授業に遅れたり、承諾なしで欠席したり、授業をさぼったりしないでください。また授業に出席しているときはまじめにしてください。 

 もし授業の間に何か問題（例えば、試験時の不正行為、うるさくおしゃべりしたり、授業をさぼったり、ハラスメントがあったり、その他日本の法

に反すること）が起こった場合、学生は金沢大学や自分の自国の大学、または場合によっては日本政府や警察からペナルティーを受けなく

てはいけません。 

 絶対ウェブページをコピーして宿題やレポートとして提出しないでください! このような行為はあなたの成績に反映されます。 

 
9 Transcript 成績証明書について  

 Kanazawa University will send an official transcript to the students’ universities in one or two months after their 

completion of KUEP by postal mail. 

 

 正式な成績証明書は、あなたの大学のプログラム担当者にプログラム修了後 1～2 か月後にお送りします。 

 

10 Advising and Counseling 助言・相談とカウンセリング   

 When you encounter problems in your studies, classes, private life or any other areas, please feel free to consult your 

academic supervisor, tutor, international student advisor, counselor, and International Student Section. 

 

 勉学・履修上、生活上、その他困ったことや問題が生じたときは、指導教員やチューター、留学生専門教育職員、相談教員、カウンセラー、そ

して留学支援係に気軽に相談してください。 

 

････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

Any other information can be acquired at “Kanazawa University Life and Study Guidebook 2021”. 

その他の情報は、「金沢大学生活ガイドブック 2021」を参照してください。 
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