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TOPICS

KIT International Week 2013

International Week Activities 　
Date Program

Monday, Oct. 21

・海外留学希望者説明会
　Information Session for Students Wishing to Study Abroad
・キックオフ ･ パーティー
　Kick-off Party

Tuesday, Oct. 22

・Etudier en France フランスで学ぼう !
　Information Session on Studying in France
・グローバルインターンシッププログラム経験者による報告会
　Forum by Past Global Internship Program Participants

Wednesday, Oct. 23

・クィーンズランド大学短期語学研修
　Information Session on the Short-term Queensland University Language Study Program
・IELTS で留学しよう！ / 世界の有名大学で学ぶ「JSAF 留学」
　Information Session on the IELTS test and the JSAF International Exchange Program

Thursday, Oct. 24

・ドイツで学ぼう！
　Germany and Her Universities
・アールト大学・ラハティ応用科学大学教員による講演会
　Lectures by Representatives of Aalto University and Lahti University of Applied Sciences

Friday, Oct. 25

・海外ボランティア・TOEFL 説明会
　Information Session on Short Term Volunteering Abroad and the TOEFL Test
・ホーチミン理科大学・東華大学教員による講演会
　Lectures by Representatives of VNU-HCMC, University of Sciences and Donghua University
・ユニバーサルキャリアガイダンス
　Universal Career Guidance
・学長主催国際交流の夕べ
　KIT International Night 2013

海外留学制度について紹介を行う森迫国際センター長
International Center Director, Dr. Morisako Informs Students about Study Abroad Programs  
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　KITでは一層の国際化推進のため、2013年10月21日から25日にかけ
て、インターナショナルウィークを実施しました。今回のインター
ナショナルウィークでは、KITの国際交流の活動を学内外に紹介した
他、日本人学生と外国人留学生の交流促進、日本人学生の海外留学お
よび海外勤務に対する関心や意欲の向上、海外協定校とのネットワー
ク強化を図りました。
　期間中、生協食堂も世界の料理フェアを実施するなど、松ヶ崎キャ
ンパスが国際的な雰囲気に包まれました。次のページ以降でいくつ
かのプログラムについて紹介します。

October 21 - 25 KIT hosted an International Week to contribute to 
our globalization, inform persons in and outside of KIT about our 
international activities, provide opportunities for domestic and inter-
national KIT students to interact, motivate Japanese student interest 
in studying and working abroad and strengthen KIT/partner institution 
networks. The campus cafeteria made an aromatic contribution with 
cuisine from several countries, enveloping the Matsugasaki Campus 
in an international atmosphere. Please refer to the following pages 
for the specific activities.



グローバルインターンシッププログラム経験者による報告会
Forum by Past Global Internship Program Participants

　KITでは、海外の企業・研究機関等で現場を体験し、実践的な局面で議論・討論を
行うことにより、世界で活躍できる人材を育成することを目的としたグローバルイン
ターンシップ（派遣）プログラムを実施しています。
　また、海外協定校等からの学生を受入れ、本学学生との共同研究等を実施すること
により、学内の国際化を促進することを目的として、グローバルインターンシップ（受
入）プログラムも実施しています。 
　今回の報告会では派遣プログラムの参加者が報告を行い、本学教員の伊藤雅信教
授、山口政光教授、木村博昭教授、VIRAY ERWIN教授、福澤理行准教授が評価者として
出席し、質疑応答を行いました。
　プログラム参加者による報告および質疑応答は全て英語で行われ、プログラムで
培った英語力を駆使した報告会は多くの聴講者に充実した体験談を伝え、盛況のうち
に幕を閉じました。

The KIT Global Internship Program trains work-ready human resources through 
participation in discussion and debate, and work experience at corporations and re-
search facilities abroad. In addition, in Global Internship collaborative workshops and 
research with students from our partner institutions, we further the internationaliza-
tion of KIT. Professors Masanobu Itoh, Masamitsu Yamaguchi, Hiroaki Kimura, Erwin 
Viray and Associate Professor Masayuki Fukuzawa evaluated the speakers and pro-
vided feedback. Presentations and feedback were all conducted in English.  Having 
presenters tell the audience about their experiences in the English they cultivated 
through the Global Internship Program was a high note of the week.

会場に入りきらないほどの参加者
Information Seminar Exceeds Capacity

報告内容 Featured Experiences
・ベトナム：パナソニックR&Dセンターベトナムにおける企業実務体験
・ベトナム： ホーチミン理科大学、カント大学での現地学生に対する教育体験

及びクレハベトナム等での企業見学
・スペイン：カタロニア工科大学におけるファッションに関する研究体験
・フランス：ヴェルサイユ国立建築大学における現地学生との共同設計実習体験
・タ　　イ：チェンマイ大学における現地学生との共同設計実習体験

・Vietnam : Internship at Panasonic R & D Center, Vietnam
・Vietnam :  Instructing students at Vietnam National University-Ho Chi Minh   

City, University of Sciences and at Can Tho University and attend-
ing corporate tours at Kureha Vietnam Co. Ltd. and Ajinomoto 
Vietnam Co. Ltd

・Spain : Fashion research practicum at Technical University of Catalonia
・France :  Design practicum in collaboration with National Superior School of 

Architecture of Versailles students
・Thailand :  Design practicum in collaboration with Chiang Mai University stu-

dents

企業実務体験を報告する経験者
Presentation by KIT Corporate Intern

本プログラムは、日本学生支援機構平成25年度留学生交流支援制度及びKIT同窓会からの寄附金による支援を受けました。
The Global Internship Program received assistance from the 2013 JASSO Student Exchange Support Program and the KIT Alumni Association Fund.

平成25年度留学生交流支援制度採択プログラム名
Titles Adopted for the 2013 JASSO Student Exchange Support Program
　国際的高度専門職建築設計者育成プログラム　　
　International Advanced Specialist Program for Architect and Designer Development 
　国際的高度専門技術者の実践的育成プログラム 
　International Advanced Specialist Experiential Development Program for Technicians
　ホリスティック繊維力強靭化研修•研究プログラム
　Holistic Fiber-Toughening Training and Research Program
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海外協定校教員による講演会
Lectures by Partner University Representatives

　フィンランド、中国、ベトナムの海外協定校から講師を招き、所属大
学や研究内容の紹介をする講演会を行いました。　　
　講演では、KITの学生が研究内容等をイメージしやすくするために、各
講師は大学校舎等の写真を織り交ぜながら、紹介を行いました。
　講演後には、留学中の研究課題や生活などについて個別に相談する
学生の姿も見受けられ、好評を博しました。

Aalto University
アールト大学とは主にデザイン経営工学、デザイン学の分野で交流し
ています。
KIT mainly interacts with Aalto University in the area of Design Engi-
neering and Management and Design.

講演者の紹介

Prof. Paul Lillrank 
Status:  Head of the Department of Indus-

trial Engineering and Manage-
ment

Research Field:  Healthcare Operations 
Management

We invited lecturers from KIT partner institutions in Finland, China 
and Vietnam who included slides in their talks about their institutions 
and research. Following the well-received lectures, we observed 
them answering questions from students on practical concerns of life 
in their countries and on their research.

Mr. Miikka Lehtonen 
Status: FLUID Project Manager
Research Field:  Multisensory knowledge, 

Creat ive  (espec ia l l y 
gaming) industries

Lahti University of Applied Sciences
ラハティ応用科学大学とは主にデザイン学の分野で交流しています。
KIT mainly interacts with Lahti University of Applied Sciences in the 
area of Design.

Ms. Noora Nylander
Status:  Program leader in the Packaging 

Design and Graphics Department
Research Field:  Structural design, Fiber 

based materials, Product 
development

Donghua University
東華大学とは主に先端ファイブロ科学の分野で交流しています。
KIT mainly interacts with Donghua University in the area of Advanced 
Fibro-Science

Assoc. Prof. 陽 玉球 (Yuqiu YANG)
Status: College of Textiles
Research Field:  High-performance struc-

tural composite materials

VNU– HCMC, University of Science
ホーチミン理科大学とは主に応用生物学、生体分子工学、高分子機能工
学、情報工学の分野で交流しています。
KIT mainly interacts with VNU– HCMC, University of Science in the 
area of Applied Biology, Biomolecular Engineering, Macromolecular 
Science and Engineering and Information Science.

Assoc. Prof. Dang Thi Phuong Thao
Status:  Head of Department of Molecular 

and Environmental Biotechnology
Research Field: Molecular Biotechnology

Lecturers
通路にも席を並べる程、超満員となった講演会の様子

Partner Institution Ledurers Speak to a Full House
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　インターナショナルウィークでは、日本人学生と外国人留学生の交
流会であるキックオフパーティーの企画・実施、留学希望者への相談
対応、各イベントの設営および受付、出身国・地域を紹介する写真の提
供、インターナショナルウィーク2013ロゴの作成等多岐にわたり、多く
の学生ボランティアスタッフに協力いただきました。特に、キックオ
フパーティーでは、格式張らずに学生目線に立ったイベントとなり、
156名もの参加者が集まりました。

作成したロゴ
Student Designed Logo

International Week was a success thanks to many KIT student volun-
teers contributing to planning and operation of the kick-off party that 
enabled international and domestic students to mingle, giving advice to 
prospective study abroad students at conferral/guidance sessions, set-
ting up and manning reception for events, contributing photos of their 
home countries and regions and creating the International Week Logo.
The kick-off party was a grand success with 156 participants and a re-
laxed atmosphere that promoted student interaction.

提供された出身国・地域を紹介する写真
Native Country and Regional Photographs Submitted by International 
Students

留学希望者への相談対応の様子
Conferral and Guidance Session

キックオフパーティーを企画・実施したボランティアスタッフ
Student Volunteer Staff who Organized the Kick-off Party

キックオフパーティー
The Kick-off Party

ボランティアスタッフ
Volunteer Staff
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FEATURE

シンガポール国立大学環境デザイン学部
School of Design and Environment (SDE), 
National University of Singapore (NUS)

KIT協定校紹介
KIT Partner Institutions
　KITが国際交流協定を締結している海外の大学や研究機関は、2013年11月１日現在で55に上ります。今号では、前号以降新たに協定を結んだ８
校の協定校をご紹介します。
As of November 1, 2013, KIT has concluded partnerships with 53 universities and research institutions, in addition to concluding 
memorandums on student exchange programs with the majority of them. The following is a report on eight new partner universities.

　シンガポール国立大学環境デザイン学部
は建築、施設管理、インダストリアルデザイ
ン、不動産の４つの学科で構成されていま
す。
　ローカルおよび国際的な視点を持つ建築
家やデザイナーの育成に力を注ぐという共
通のビジョンをもっており、KIT 建築造形学
部門の VIRAY, Erwin 教授が NUS SDE の
教員であったこともあり、今回の協定締結が
実現しました。
　また、NUSとKIT は工学部との間で 2004
年から国際交流協定を締結しており、学生
交流を実施してきたところですが、今回の環
境デザイン学部との協定により更に活発な
交流が見込まれます。

The School of Design and Environment 
at the National University of Singapore 
is composed of the Department of Ar-
chitecture, the Department of Building, 
the Division of Industrial Design and the 
Department of Real Estate. 
We formed a cooperative alliance as 
both NUS and KIT programs seek to 
produce architecture and designers who 
maintain local and global perspectives. 
Our partner relationship with NUS-SDE 
was concluded thanks to KIT Professor of 
Architecture and Design, Dr. Erwin Viray, 
formerly an assistant professor at NUS. 
The engineering departments of NUS 
and KIT have had an academic exchange 
agreement since 2004 and actively 
exchange students. We hope the new 
agreement with the School of Design 
and Environment at NUS will contribute 
to even more active exchange.

■所在地 : シンガポール
　Place : Singapore
■学生数 : 学部 1,600 / 大学院 400
　Number of Students : 1,600 undergraduates / 400 graduate students
http://www.sde.nus.edu.sg/index.html

グラスゴー美術大学
The Glasgow School of Art (GSA)

　グラスゴー美術大学は 1845 年に設立さ
れ、美術、建築、デザインの 3 学部を有しま
す。大学校舎は GSA の卒業生で建築家で
あった CR マッキントッシュによって設計さ
れ、その校舎は重要文化財となっています。
　KITとの繋がりは古く、KIT 前身の高等工
芸学校の初代教授の武田伍一氏が 1800 年
代終わり頃に GSA を訪問した経緯があり、
近年では 2009 年に GSA において建築分野
のワークショップを行っています。
　当面は建築学部との交流を予定していま
すが、美術、デザイン学部との交流へ進展す
ることが期待されます。

The Glasgow School of Art, with its 
three departments of art, architecture 
and design, was established in 1845. 
The campus building now known as 
“the Mackintosh Building” was de-
signed by GSA graduate, C.R. Mack-
intosh (1869-1928), and is listed as a 
statute-protected cultural treasure. 
KIT’s connection with GSA extends 
back to the late 1800’s when Profes-
sor Takeda Goichi of our predecessor 
institution, Kyoto College of Technol-
ogy, visited GSA. In 2009, KIT students 
participated in a workshop at GSA. 
Soon, we hope to arrange interaction 
between KIT and GSA’s architectural 
departments, and eventually to extend 
the scope of interaction to the art and 
design departments.

■所在地 : 英国グラスゴー
　Place : Glasgow, UK
■学生数 : 学部 1,700 / 大学院 250
　Number of Students : 1,700 undergraduates / 250 graduate students
http://www.gsa.ac.uk/
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モンゴル科学技術大学
Mongolian University of Science and Technology (MUST)

　モンゴル科学技術大学は 1959 年に設立
された国立大学で、建築・土木工学を始め
12 学部を有するモンゴル最大規模の大学
です。2013 年 6 月に古山正雄学長が同大学
を訪問し協定が締結されました。
　モンゴル科学技術大学とは、当面は研究
者交流を予定していますが、2013 年 3 月
に安倍首相が訪蒙の際、青少年交流事業

「JENESYS2．0」による我が国への招聘等
を通じて両国の交流を推進したい旨の提案
がなされ、KIT においても日本留学による人
材育成事業の貢献が期待されます。

The Mongolian University of Science 
and Technology is a national university 
established in 1959. With its School of 
Civil Engineering and Architecture, and 
11 other faculties, this is Mongolia’s 
largest tertiary institution. KIT President 
Masao Furuyama traveled to MUST 
in June of 2013 for the signing of the 
partnership agreement between our 
universities.
In fact, we are planning researcher 
exchange with MUST. In March 2013, 
when Prime Minister Abe visited Mon-
golia, he pushed for increased coop-
eration between Japan and Mongolia, 
recommending the promotion of 
people-to-people exchange. “JENESYS 
2.0” is the Japan-East Asia Network of 
Exchange for Students and Youth Pro-
gramme between our countries. KIT is 
being counted on to contribute to hu-
man  resource development through 
its acceptance of  Mongolian students.

■所在地 : モンゴル ウランバートル
　Place : Ulaanbaatar, Mongolia
■学生数 : 学部生 28,084 / 大学院生 9,682
　Number of Students : 28,084 undergraduates / 9,682 graduate students
http://www.must.edu.mn/must_en/

ウクライナ国立工業大学（キエフ工科大学）
National Technical University of Ukraine 
"Kyiv Polytechnic Institute"

　ウクライナ国立工業大学はウクライナの
首都であるキエフに 1898 年に設立された
17 学部を有する大学です。KITとは特に電
子工学、無線工学、物理工学、印刷芸術の
分野と研究分野が近く、活発な交流が期待
できます。
　2012 年 12 月には電子システム工学部門
の吉本昌広教授、裏升吾教授、門勇一教授
が同大学を訪問し、講演を行ったほか、同大
学の副学長を表敬訪問し今後の更なる交
流促進に向けて会談を行いました。キエフは
京都市の姉妹都市であることから、京都市と
の連携事業等も期待されます。

Established in 1898, National Technical 
University of Ukraine "Kyiv Polytechnic 
Institute" has 17 departments. KIT finds 
much common ground with KPI in 
electronics, radio engineering, physics 
and engineering, and publishing and 
printing. We expect to begin active 
exchange in the near future. In Decem-
ber of 2012, Prof. Yoshimoto, Prof. Ura 
and Prof. Kado of KIT gave invitational 
lectures, paid the vice president of this 
institute a courtesy call and discussed 
the promotion of interaction and ex-
change.
As the capital city of Kyiv is a sister city 
to Kyoto, we anticipate joint projects at 
the municipal level. 

■所在地 : ウクライナ キエフ
　Place : Kyiv, Ukraine
■学生数 / 学部・大学院 33,300
　Number of Students : 33,300 undergraduate and graduate students
http://inter.kpi.ua/

KIT INTERNATIONAL JOURNAL Vol. 19     6



アーヘン工科大学機械工学部
Faculty of Mechanical Engineering, 
RWTH Aachen University

　アーヘン工科大学はドイツのトップ工科
大学連合である TU9 の一つであり、1870 年
に設立されたヨーロッパの中でも由緒ある
大学の一つです。
　付属施設の一つである繊維技術研究所
では、先端繊維科学、繊維素材開発、繊維
機械プロセス工学、繊維複合材料工学、医
療用繊維を含む広範な研究を行っており、
繊維系工科分野での交流が期待できます。

Established in 1870,  RWTH Aachen 
University is one of Europe’s most long-
standing and distinguished universities 
and is a member of the TU9 consortium 
of nine top German universities of en-
gineering and technology. The Aachen 
Institute of Textile Technology, an affili-
ated institute, is involved in an expansive 
range of research, covering advanced 
textile science, textile material develop-
ment, mechanical textile processing 
technology, textile composite materials 
engineering and textiles for medical use. 
We look forward to academic exchange 
in the field of textile science with this 
university.

■所在地 :ドイツ アーヘン
　Place : Aachen, Germany
■学生数 :10,000
　Number of Students : 10,000 students
http://www.rwth-aachen.de/cms/~a/root/lidx/1/

慶南科学技術大学
Gyeongnam National University of 
Science and Technology

　慶南科学技術大学は 1910 年に設立され
た工科系の国立大学で、建築・デザイン、
機械・情報、バイオといった教育研究分野
を持っており、KITと共通の分野が多く多様
な分野での交流が期待できます。
　GNTECH の金 圭範教授は KIT に研究員
として滞在し、KIT の森本一成教授、佐藤哲
也教授と共同研究するなど、長年にわたり
繊維と色彩に関する研究交流を行っており
ました。学生交流に関しても、2013 年 11 月
から交換留学生の受入れを開始しており、
研究・学生の双方の交流が直実に進んで
います。

Established in 1910, Gyeongnam Na-
tional University of Science and Tech-
nology (GNTECH) confers degrees in  
architecture, design mechanical engi-
neering, information science, and bio-
technology. KIT and GNTECH have lots 
of similar research fields and expect to 
have meaningful exchange in a wide 
range of academic fields.
GNTECH professor, Dr. Kim, Kyu-beom 
often comes to KIT as a researcher and 
is involved in collaborative research 
of fiber and color with Prof. Kazunari 
Morimoto and Prof. Tetsuya Sato. KIT 
started to welcome GNTECH exchange 
students in November of 2013, expand-
ing mutual interaction. 

■所在地 : 韓国 晋州市
　Place : Jinju, Korea
■学生数 : 8 学部　5353 / 4 大学院 402
　Number of Students : 5353 undergraduates / 402 graduate students
http://cms.gntech.ac.kr/user/gntech/index.action
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ミマール・スィナン芸術大学
Mimar Sinan Fine Arts University

　ミマール・スィナン芸術大学は 1882 年
に設立されたトルコで最初の芸術アカデ
ミーをルーツとする芸術系の国立大学で、
芸術学部，建築学部，文理学部の３学部
を有しています。
　ミマール・スィナン芸術大学は世界遺産
など様々な文化財のあるイスタンブールに
おいてその有形・無形の文化財保護・文
化振興に貢献しており、京都の伝統文化と
現代工学の融合を目指し教育研究活動をし
ている KITと学問領域や歴史的背景に共通
するところがあり、芸術系ならではの交流が
期待されます。

Founded in 1882, Mimar Sinan Fine 
Arts University is Turkey’s preeminent 
academy of art and is composed of the 
three faculties of fine arts, architecture, 
and natural sciences and literature. 
Mimar Sinan Fine Arts University pro-
motes awareness of cultural artifacts 
and is making a contribution to the 
preservation of tangible and intangible 
cultural property in Istanbul, home to 
world heritage sites and other cultural 
treasures. Education and research at KIT 
involves the synthesis of traditional cul-
ture and cutting edge science. We have 
much in common with academic  spe-
cialities and the historical background 
of Mimar Sinan Fine Arts University.

■所在地 トルコ イスタンブール
　Place : Istanbul, Turkey
■学生数 : 学部 5,662 / 大学院 1,280
　Number of Students : 5,662 undergraduates / 1,280 graduate students
http://www.msgsu.edu.tr/msu/pages/467.aspx

ノースカロライナ州立大学
North Carolina State University

　ノースカロライナ州立大学は 1887 年に
設立された歴史ある大学で、機械工学や繊
維工学に伝統があります。2003 年に NCSU
工学部と学術交流協定・学生交流覚書を
締結し、機械工学分野での共同研究等を進
めてきました。
　2008 年以降は、ほぼ毎年 KIT の大学院
生を NCSU に派遣しており、この度の協定
では工学部との協定から全学協定に発展し
ました。これを機に、繊維やデザイン等、多様
な分野での交流が予定されています。

North Carolina State University, estab-
lished in 1887, has a historical presence 
in the areas of mechanical engineering, 
and textile engineering. The College of 
Engineering of NCSU and KIT have had 
an academic exchange agreement and 
memorandum of student exchange 
since 2003 and have been involved in 
collaborative research mainly in the 
field of mechanical engineering. 
Since 2008, KIT has sent graduate stu-
dents to the NCSU College of Engineer-
ing. Our partnership has now expanded 
to a university-wide agreement. We are 
taking this occasion to plan interaction 
in the areas of textiles and design and a 
wide variety of other academic fields.

■所在地 : 米国 ローリ
　Place : Raleigh, U.S.A
■学生数 / 学部 25,176 / 大学院 9,591
　Number of Students : 25,176 undergraduates / 9,591 graduate students
http://www.ncsu.edu/
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NEWS

ME310プロジェクト報告会
ME310 Project Report
　2013年7月24日に、ME310に参加した学生による報告会が行われました。
　ME310とは、スタンフォード大学が主催する学生と企業による実践的
デザインプロジェクトで、世界中の有名企業の協力を受け、半年以上か
けて行われています。2012年度のME310において、フィンランドに本社
を置くRovio社とKIT、アールト大学、ポツダム大学が協働した「チームロ
ビオ」がスマホを活用したイベント共有ツールの提案を行いました。

On July 24, 2013, KIT student participants gave a presentation on 
their accomplishments in the ME310 Project, a six month Stanford 
University design project carried out in conjunction with top multina-
tional corporations from all over the world. As “Team Rovio,” students 
from KIT, Aalto University and Universität Potsdam collaborated to in-
vent an event “app” for Finland’s Rovio Entertainment Ltd. headquar-
ters future advertising.  

60周年記念館で行われた報告会の様子
Project Report at 60th Anniversary Hall

国際学会の開催について
International Conference
　KITでは、国際交流の一層の推進を図り学術研究の振興に資すること
を目的として寄せらせた寄附金である国際交流奨励基金により、国際
学会の開催支援事業を実施しています。2013年は播磨弘教授が副委員
長をつとめたシリコンカーバイド及び関連材料,に関する国際会議 
2013（ICSCRM2013）（開催期間：2013年9月29日～10月4日、主催：応
用物理学会）の開催について一部支援を行いました。
　この国際会議では、世界各国の大学・公的研究所・産業界の様々な
研究機関から、次世代大電力パワーデバイス用半導体であるシリコン
カーバイドSiC半導体の材料からデバイス応用までの広範な分野の研
究者658名（うち海外からの参加者283人）が一堂に集結し、最新の研究
成果を発表、討論しました。このような大きな国際学会にスポンサー
としてKITの名称が掲載されることにより、KITでの研究が注目を集
め、海外との共同研究の促進等国際交流がさらに推進されることが期
待されます。

KIT funds international conferences through “Promotional Funding for 
International Exchange,” a fund contributed by KIT alumni and con-
cerned parties in recognition of the need to further international ex-
change and advance academic research. In 2013, this fund assisted 
in launching the Applied Physics Association sponsored International 
Conference on Silicon Carbide and Related Materials (ICSCRM2013) 
held September 29 to October 4, 2013, for which KIT Professor Hiro-
shi Harima was assistant committee chairman.
Attending the conference were 65� researchers, 2�3 of whom were 
from outside Japan. Presentations and discussion focused on the lat-
est research results for a wide range of topics from silicon carbide 
(SiC), the raw materials for power device semiconductors, to device 
applications. Having KIT listed as a sponsor of such a major confer-
ence will draw attention to research achievements at KIT and serve to 
meet our aims for furthering collaborative research at the international 
level. 

KITの名前が書かれた看板
Gateway Featuring KIT Sponsorship

大勢の参加者
Speaking to a Full House
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KIT国際学術交流クラブ交流会について
KIT International Academic Exchange Club Activities

インドネシア
　2013年10月26日にIswahjudi Pranata氏（1978年繊維学部卒）に協力を
得て、インドネシア（スラバヤ）にて交流会を開催しました。この交流
会のために、はるばるジャカルタから出席いただいたＯＢもいまし
た。参加者は過去と現在のKITキャンパス写真を見比べ、思い出話に花
を咲かせていました。楽しい時間はあっと言う間に過ぎ、参加者から
は「インドネシア国内のKITネットワークの構築および強化のため、再
度交流会を開催したい」など要望もでました。

マレーシア
　2013年12月14日（クアラルンプール）、12月16日（ペナン）にて交流会
を行います。これらの地域で生活しているKITOB・OGは是非参加し
てください。参加方法は次のURLをご覧ください。
http://www.kokusai.kit.ac.jp/english/publications/index.html

　国際センターでは、今後も卒業生が多い地域を中心に交流会等を開
催し、帰国外国人留学生のネットワーク構築やフォローアップを行う
予定ですので、是非お住まいの近辺で交流会等を実施する際にはご参
加ください。

Indonesia
An alumni meeting was held in Surabaya Indonesia on October 26, 
2013 with the assistance of 1978 KIT Faculty of Textiles alumni, Mr. 
Iswahjudi Pranata. We were delighted to visit with participants, one of 
whom came all the way from Jakarta. Alumni compared recent 
photographs taken on the KIT campus with those taken long ago. 
These images stimulated memories of their time in Kyoto and made 
for much animated conversation. A good time was had by all and the 
time passed very quickly. We received a request to hold another 
meeting and officially form an KIT alumni association in Indonesian to 
strengthen the ties. 

Malaysia
Alumni meetings will be held in Kuala Lumpur on Saturday, December 
14 and in Penang on December 16. If you are a KIT alumni living or 
working in or near these areas, please make time to join us. Further 
information is available at the URL below.
 http://www.kokusai.kit.ac.jp/english/publications/index.html

We intend to hold our meetings in an area with a large number of KIT 
alumni, found a networking system and keep in touch with 
international alumni. Please plan to attend when we hold a meeting 
near you. 

集まった留学生OBのみなさん（左から３人目がPranata氏）
KIT Indonesian Alumni

国際学術交流クラブについて
Join the KIT International Academic Exchange Club!
　国際学術交流クラブはKITの外国人留学生や卒業生、研究者等を中心
に組織されている世界的なネットワークです。同窓会やKITに興味の
ある学生への情報提供活動を通じ、KITの国際的な学術交流と発展に貢
献することを目的としています。

活動内容： KITの国際交流の話題や、最近の様子を掲載した『KITイン
ターナショナルジャーナル』の発行をお知らせします。ま
た、同窓会の開催などをお知らせします。

入会資格： KITの外国人留学生、卒業生、国際訪問研究員、協定校教職員等
クラブデータ（2013年12月現在）：会員数539名　在住・出身国48か国
■入会申込の方法は、KITのホームページをご覧ください
　(http://www.kit.ac.jp/07/07_070000.html)

This global network for international academic exchange links past, 
present and future KIT students, faculty, researchers and persons in 
our partner institutions. It provides networking opportunities and aids 
the international academic development of KIT.

Club Activities:  Alumni networking parties, KIT International Journal 
announcements and much more

Eligibility:  KIT students, alumni, researchers, staff, faculty and friends 
of KIT in partner institutions

Data as of December, 2013: Membership 539, Nationalities 48
■Visit this KIT website to join:
   (http://www.kit.ac.jp/english/05/05_060000.html)

INFORMATION
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京都工芸繊維大学国際センター
International Center
Kyoto Institute of Technology 

Matsugasaki, Sakyo-ku, Kyoto 606-8585 Japan
TEL : +81-75-724-7129  FAX : +81-75-724-7710

E-mail : kokusai@jim.kit.ac.jp

HP : http://www.kokusai.kit.ac.jp/english/

        http://www.kit.ac.jp/

We welcome your feedback!
Thank you for reading the KIT International Journal.

We look forward to your comments, questions and suggestions. 
Please e-mail us at kokusai@jim.kit.ac.jp

ご意見・ご感想をお寄せください！
KITインターナショナルジャーナルをお読みいただき、ありがとうございます。

皆様からのご意見・ご感想をお待ちしております。
e-mail: kokusai@jim.kit.ac.jp

表紙写真：東キャンパス構内
Cover Photo : East Campus Courtyard

Photo Credit: Andrea Terrado (Nakano Design Lab.)
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