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アメリカ留学者報告会
Presentations on studying in the Unites States

10月25日にはアメリカ留学者報告会が開催さ
れました。9月にノースカロライナ州立大学で
アントレプレナーシップ（起業家精神）キャン
プに参加した学生からの報告では、２週間で何
を学んだかや、滞在中何に一番苦労したか、こ
の留学経験を今後にどう活かして行きたいか等
の報告や意気込みが発表されました。また、サ
ンフランシスコのスタンフォード大学で修士号
を取得した本学学生による体験談も発表されま
した。この学生はまだ現地に滞在中の為、ウェ
ブ電話での参加となり、日本にいる学生らはイ
ベント終了後も画面のむこうの発表者に熱心に
質問をし、自身の留学計画についてアドバイス
を貰っていました。

On�Oct.�25,�a�report�session�on�studying�in�the�
United�States�was�held.� In�a�presentation� from�
enthusiastic� students�who�participated� in� the�
Entrepreneurship�Camp�at�North�Carolina�State�
University� in�September,� students�heard�about�
what�they�learned�during�the�2�weeks,�what�they�
found�most�diffi�cult�during� their�stay�and�what�
future�study�they�hope�to�undertake.�In�addition,�
a� KIT� graduate� who� obtained� his�master’s�
degree� from� Stanford� University� in� San�
Francisco� told� students� about� his� experience�
studying� in� the� USA.� He� responded� to� KIT�
students’� questions� real� time� via� webcam�
connection�and�gave�advices�on�designing�their�
individual�study�plans.

本学の国際交流活動の紹介と本学学生の留学推進を目的として、毎年
の恒例行事となったKITインターナショナルウィーク、第４回目の今年
は2016年10月24日から28日にかけて開催されました。今回は、前学期や
夏季休暇中に留学を経験した学生達の生の声が聞ける報告会や、例年参
加者が増え続けている本学の海外留学生との交流が出来るパーティー等
が開催され、海外留学に興味がある日本人学生が積極的に参加していま
した。

The� fourth� annual� KIT� International�Week� 2016,� an� opportunity� for�
students� to� learn�about�KIT’s� international�programs�and�ways� to�study�
abroad,�was�held�October�24� to�28� this�year.�KIT�students�who�studied�
abroad� in� the� first� semester�or�during� the�summer�break�spoke�about�
their� first� hand� experience.� Japanese� KIT� students� interested� in�
international�exchange�were�all�ears�and�asked�pertinent�questions.� �A�
party�where�Japanese�KIT�students�could�get� to�know�KIT� international�
students�was�held�again� this�year.�Participation� in� this�affair� increases�
every�year.�

留学生たちとのキックオフパーティー
Kick-off�Party�with�International�Students

アントレプレナーシップキャンプ参加者による発表
Presentation�by�Entrepreneurship�Camp�participants

Day 1 (Oct. 24)Day 1 (Oct. 24)Day 1 (Oct. 24)

海外留学説明会
Study Abroad Seminar
本学学生の海外留学支援のため、海外留学説明
会が実施されました。国際課のスタッフより本学
の留学に関する様々なプログラムや奨学金につい
て説明がありました。将来留学を考えている学部
生からは「今から留学に向けて何を準備しておく
べきか？」など、具体的な質問がされました。

In�support�of�KIT�Japanese�students,�we�held�a�
seminar�on�the�many�ways�our�students�can�go�to�
study�abroad.�KIT� International�Affairs�personnel�
exp la ined� about� s tudy-abroad� programs,�
scholarships�and�funding.�Students�hoping�to�study�
abroad� asked� specific� questions� on�what� they�
could�do�now�in�preparation�for�studying�abroad.�

トビタテ！留学JAPAN経験者 パネルディスカッション
“TOBITATE! Young Ambassador Program” Student Panel Discussion
本学ではトビタテ!留学JAPAN日本代表プロ
グラム（文部科学省よる官民協働の海外留学支
援制度）に応募して留学を志す学生が年々増え、
2016年に応募があった5期生までで合計27名の
学生が採択され留学しています。今回は留学を
終え帰国した学生4名によるパネルディスカッ
ションが実施され、応募したきっかけや面接で
工夫したこと、留学中のトビタテ！特有の学生
コミュニティーについて語られました。また、
文部科学省よりトビタテ！留学JAPAN広報担当
の林知里氏から詳しいプログラム内容や採択基
準についてご説明をして頂きました。参加した
学生からは「リアルな体験が聞けてよかった。
採択基準は語学力では無いと聞き驚いた。留学
に前向きになれた」という声が聞かれました。

The�number� of�KIT� students� applying� to� the�
Ministry�of�Education,�Culture,�Sports,�Science�
and� Technology’s� (MEXT)� Overseas� Study�
Abroad� Support� System� program� known� as�
“Tobitate!� Young�Ambassador�Program”,� has�
been� increasing�every�year.�By�2016,�a� total�of�
27�students�were�accepted.�
Four� students� performed�as�panelists� at� this�
panel� discussion.� In� this� student-organized�
event,�participants� learned�what�had�motivated�
the�students� to�apply� for� this� scholarship,� the�
strategies� they� used� during� the� Tobitate!�
interview,�and�how�to�get� the�most�out�of� the�
time�spent�studying�abroad.�Ms.�Chisato�Hayashi�
(TOBITATE!� Publ ic � Re lat ions , � MEXT) , � a�
spokesperson�for�international�studies,�explained�
the�aims,�details,� and�selection�criteria�of� the�
program.� A� student�who� participated� in� the�
event� said,� "I� was� surprised� to� learn� that�
language� skills�were� not� the�most� important�
selection�criteria�and�became�convinced� that� I�
really�have�a�chance�at�this.”

キックオフパーティー
Kickoff  Party with International Students
毎年恒例となった、初日のキックオフパー
ティーでは約150名もの学生が参加し、過去最多
の参加者数となりました。パーティーはKITICO
（留学生サポートを実施している学生ボランティ
ア）のメンバーが楽しく盛り上げ、留学生と日本
人学生がゲームや歓談を通じて交流し、友情が生
まれていました。様々な国からの留学生達同士も
日本での生活についての情報交換をしており、今
後の留学生活を充実させる為の良い機会となって
いました。

A�record�150�students�participated� in� the�annual�
kickoff� party� on� the� first� day� of� International�
Week.��Members�of�KITICO�(student�volunteers�for�
international�student�support)�boosted� the�mood,�
international� students� and� Japanese� students�
interacted� through�games�and�conversation�and�
friendships�were�born.�International�students�from�
various�countries�also�exchanged� information�on�
living� in�Japan�proving�this�a�good�opportunity� to�
gain�knowledge�that�would�enrich�their�study�and�
life�in�Japan.

過去最多の参加者数となったパーティー参加者
A�record�number�of�students�participated�in�this�year’s�party

開催の挨拶をする森本国際センター長
Opening�Address�by�Director�of� the� International�Center,�
Professor�Morimoto

Day 2 (Oct. 25)Day 2 (Oct. 25)Day 2 (Oct. 25)Day 2 (Oct. 25)Day 2 (Oct. 25)Day 2 (Oct. 25)Day 2 (Oct. 25)Day 2 (Oct. 25)Day 2 (Oct. 25)Day 2 (Oct. 25)Day 2 (Oct. 25)Day 2 (Oct. 25)Day 2 (Oct. 25)Day 2 (Oct. 25)Day 2 (Oct. 25)Day 2 (Oct. 25)Day 2 (Oct. 25)Day 2 (Oct. 25)

総評を述べる文部科学省�林氏
Ms.�Hayashi�commenting�on�student�discussion

パネリストの学生たち
Student�panelists

現地にいる発表者に熱心に質問する参加者
Getting�useful�advice�from�a�KIT�presenter�currently�in�the�US



4     KIT INTERNATIONAL JOURNAL Vol. 25 KIT INTERNATIONAL JOURNAL Vol. 25     5

FEATURE

Day 3 (Oct. 26)Day 3 (Oct. 26)Day 3 (Oct. 26)

グローバルインターンシッププログラム報告会
Presentations on the Global Internship Program Experience
本学では、海外の企業・研究機関などで現場を体験し、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プログラムを実施しています。
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、本学の森本
一成教授、山口政光教授、木村博昭教授、田中廣明教授、ケルン応用科
学大学のスザンヌ・コーテ教授がジュリーとして出席し、質疑を行いま
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、「留
学して何をしてきたのか具体的に知ることが出来た。プログラムによっ
て内容も違って面白かった」と聴講者にはとても好評でした。

KIT�conducts�a�global� internship�program�aimed�at�nurturing� “human�
resources� capable� of� leadership� at� the� global� level”� through�on-site�
experience� at� overseas� companies� and� research� institutes.� Students�
participate,�at�a�practical�level,�in�discussions�and�debates.�Prof.�Kazunari�
Morimoto,�Prof.�Masamitsu�Yamaguchi,�Prof.�Hiroaki�Kimura,�Prof.�Hiroaki�
Tanaka� from�KIT�and�Prof.�Susanne�Kohte� from�TH�Köln-University�of�
Applied�Sciences�attended� the�Q�&�A�session�where�participants� in� the�
dispatch�program�shared� their�experiences.�Program�participants�gave�
their�reports�and�Q�&�A�in�English.�A�participant�said,�“I�was�able�to�gain�
specifi�c�information�about�programs�and�found�it�interesting�that�content�
differed�widely�depending�on�the�program”.

平成28年度海外留学支援制度及びKIT同窓会からの寄付金による支援を受けました。
The�Global� Internship�Program� received� financial� assistance� from� the�2016�JASSO�
Student�Exchange�Support�Program�and�KIT�Alumni�Association�Fund.
報告会で発表されたグローバルインターンシッププログラム名
Titles of Global Internship Programs presented at the event
1）国際的高度専門職建築設計者（建築士）育成プログラム
　 International�Advanced�Specialist�Program�for�Architect�and�Designer�Development
2）国際的高度専門技術者の実践的育成プログラム
　 Practical�Training�Program�for�Fostering�World�Class�Highly�Skilled�Engineers
3）海外企業における実践的ソフトウェア研究開発インターンシッププログラム
　 Practical�Software�Training�and�Research�Internship�Program�at�Overseas�Enterprises
4）ホリスティック繊維力強靭化研修・研究プログラム
　 Holistic�Program�for�Toughening�Fibers�Potency

短期英語研修プログラム説明会
Short-term Language Study 
Program Information Session
クイーンズランド大学（豪）への「短期英語研修」についての説明会
が行われました。この英語研修は学部生を対象として毎年春休み期間中
実施されており、約15名の学生が参加します。大学生活の早い時期に自
身の実用的な英語スキルを試し、伸ばせるプログラムであることから人
気があり、説明会にも次回の研修への応募を考えている学生達がたくさ
ん来場していました。
Every�year,�a�short-term�English�training�program�for�roughly�fi�fteen�KIT�
undergraduate�students�is�held�at�the�University�of�Queensland�(Australia)�
during�spring�break.�Because� this�program�provides�an�opportunity� for�
KIT� students� to� improve� their� language� skills� through� frequent�
communication�with� native� speakers� and� ESL� students� from� other�
countries,� it� is�popular�with�our�students.�Many�students�who�attended�
the�session�are�planning�to�apply�for�the�next�UQ�training�program.

海外渡航危機管理セミナー
Overseas Safety Seminar
昨今の海外事情を踏まえ、海外での危機管理の専門家をお招きし、海
外渡航危機管理についてセミナーを開催しました。このセミナーでは日
本人留学生が海外で巻き込まれた犯罪の実例や、それらを回避する為に
必要な知識と対策をご紹介頂き、またいざという時の為の保険加入の大
切さについてもレクチャーがありました。既に留学の予定がある参加者
からは「留学中に注意すべき点と心構えを知ることが出来た」と正しい
知識を得ることの大切さを実感していました。
Due� to� recent�world�events,�we� invited�experts� to�hold�a� seminar�on�
overseas� travel�crisis�management.�These�specialists� informed�students�
about� crimes� abroad� involving� Japanese� students� and�how� to� avoid�
becoming�a�victim.�They�also� lectured�students�on� the� importance�of�
purchasing� insurance�and�what� to�do� in� the�event� that� they�encounter�
diffi�culties�abroad.�Participants�are�acutely�aware�of� the� importance�of�
obtaining�current�and�accurate�safety�knowledge.�As�one�said,� “Now� I�
know�the�concrete�measures�I�need�to�take�and�specifi�cally�what�to�watch�
out�for.”

Day 4 (Oct. 27)Day 4 (Oct. 27)Day 4 (Oct. 27)

タイ KMUTT サマーキャンプ報告会
Presentations on the KMUTT (Thailand) Summer Camp
本年度、本学で初めて学部1、2回生を対象としたサマーキャンプが、
タイの協定校であるキングモンクート工科大学トンブリ校（KMUTT）
で実施されました。参加した学部生10名の半数以上がほとんど海外初心
者でしたが、現地ではタイの学生や教員と一緒にPBL（Problem�Based�
Learning�課題解決型の学習）や、様々なタイの文化体験をしました。こ
の報告会には、そんな彼らの奮闘ぶりを聞こうとたくさんの学生や教職
員が会場を訪れました。
報告会では学生たちがサマーキャンプで学んだことを今後にどう活か
していこうと考えているかなど、写真を投影しながら実体験をまじえプ
レゼンテーションを行いました。さらに、留学を迷っている学生たちへ
「不安を乗り越えて、短期間からでも留学にチャレンジして欲しい」と
エールを送っていました。
参加者からは「とても臨場感のあるプレゼンでタイに行きたくなった」

「長期間の留学の前に試しに行ってみたいと思った」など、前向きな意
見が多数聞かれました。
This�year,� for� the� first� time,� the�Thai�
summer� camp� for� KIT’s� first� and�
second�year�undergraduates�was�held�
a t � the � pa r tne r � i ns t i t u t i on � K ing�
Mongkut's�University� of� Technology�
Thonburi� (KMUTT),� in�Thailand.�More�
than� half� of� the� 10� students� who�

participated,� had� never� been� outside�
Japan�before.� In�Thailand,� together�with�
Thai� students�and�academic� staff,� they�
had� the� opportunity� to� implement�
Problem�Based�Learning�and�experience�
the�Thai�culture.�Many�participants�joined�
to�listen�to�the�reporting�session.
The� students,� showed� photos� and�
described�actual�experiences;�what� they�
learned,�what� they� felt� at� the� summer�
camp,�as�well�as�how�they�plan�to�make�
use�of� these� from�now�on.�Furthermore,�
they�encouraged�hesitating� students� to�
“overcome�their�fears�of�studying�abroad�and�give�it�a�try�even�for�a�short�
time”.�
As�many�participants�positively�commented,� “The�presentations�had�a�
very�you-are-there� feeling,�which�made�me�want� to�go� to�Thailand”,� “I�
would� like� to�give� it�a� try�fi�rst,�before�going�to�study�abroad�for�a� long�
time”.�

プログラム参加者による発表
Program�participants�presenting�reports

具体的な事例が多数紹介されました
Actual�cases�involving�Japanese�abroad�

were�discussed�at�the�seminar

大勢の学生が集まった説明会
A�capacity�crowd�at�the�UQ�training�
program�briefi�ng�session�

発表者に質問する参加者
Participants�asking�the�presenters�questions

サマーキャンプでの様子
A�photo�from�the�Summer�Camp�in�Thailand

KIT国際交流の夕べ
KIT International Night 2016
毎年恒例の学長主催によるパーティーが開催され、多数の教職員と留
学生が参加しました。今年は中国大阪総領事館より李春生領事（教育室
長）、張映川領事、在大阪イタリア総領事館よりMarco�Lombardi領事を
お招きしました。ベトナムからの留学生による民族舞踊と歌が披露され、
大変盛り上がったパーティーとなりました。
The�customary�annual�party�hosted�by� the�President�was�held�with� the�
participation� of�many� academic� and� administrative� staff� as�well� as�
international�students.�This�year,�Consul�Mr.�Li�Chunsheng�and�Consul�Mr.�
Zhang�Yingchuan�from�the�Cunsulate�General�of�the�People’s�Republic�of�
China� in�Osaka�and� the�Consul�General�Mr.�Marco�Lombardi� from� the�
Consulate�General�of�Italy�in�Osaka�were�invited.�Students�from�Vietnam�
demonstrated� traditional�dance�and�songs,�making� it� a�very�enjoyable�
party.

華麗な民族舞踊と歌を披露したベトナム人留学生
Vietnamese�international�students�presented�
beautiful�traditional�dance�and�songs

Day 5 (Oct. 28)Day 5 (Oct. 28)Day 5 (Oct. 28)

ウィーン工科大学 懇談会
Meet Vienna University of 
Technology Personnel
本学と国際交流協定を締結しているウィーン工科大学のThomas�Rief�
教授をお招きし、オーストリアでの留学生活についてや、ウィーン工科
大学への留学プロセスや留学についてご説明をして頂きました。
昨年同学に留学していた本学学生からも留学準備や現地での生活につ
いて話があり、参加者たちはRief教授や先輩たちと活発に情報交換をし
ていました。
Professor�Thomas�Rief�from�the�Vienna�University�of�Technology,�one�of�
KIT’s�partner� institutions,�was� invited�and�gave�a�presentation�on� the�
student�life�in�Austria�as�well�as�the�overseas�study�process�at�the�Vienna�
University�of�Technology.�KIT’s�students,�who�were�studying� there� last�
year,� also� shared� their� experience� of� life� in� Austria� as�well� as� the�
preparations�for�studying�abroad�and�the�participants�actively�engaged�in�
information�exchange�with�Professor�Rief�and�the�senior�students.�

Rief教授の説明を熱心に聞く学生たち
Students�eagerly�listening�to�Prof.�Rief.
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参加者の声
Voice of Participants
■�“I�was�able�to�develop�my�knowledge�about�Japanese�culture�and�electronics�system.”�
「日本の文化と電子システムについての知識を構築することが出来ました」(Electronics�Summer�School)
■�“During�my�stay�at�KIT,� I�experienced� the�mixture�between�arts�and� textile,� the� interaction�between�emotions�and�creation�and� the� integration�
between�technology�and�textiles.�This�is�something�that�I�did�not�experience�in�my�home�university.”�
「KITでの滞在中に、芸術と繊維の融合、感情と創造の相互作用、そして技術と繊維の統合について経験できました。これは自分の大学では経験
できないことでした」（Holistic�Textile�Summer�School）
■�“Everyone�was�happy�with�the�program.�I�personally�would�like�to�continue�my�master�studies�in�KIT!”
「みんながプログラムに満足していました。個人的には修士の勉強をKITで続けたいと思いました。」（Summer�Institute）

サマープログラムを開催
KIT Summer Programs 2016
京都工芸繊維大学は本学の様々な教育プログラムを海外の学生の方たちにより手軽に体験し、魅力を知っていただく機会として、2016年よりサマー
プログラムを開始しました。参加した学生の皆さんが、暑い夏の京都でどのような体験をされたのか、ご報告します。
Kyoto�Institute�of�Technology�has�started�Summer�Programs�this�year�to�offer�opportunities�for�students�from�all�over�the�world�to�learn�KIT’s�various�
and�attractive�academic�programs.�Let’s�take�a�look�at�what�the�participants�experienced�during�this�past�hot�summer�in�Kyoto.

KIT Electronics Summer School 2016
7月4日～ 18日まで電気電子工学系の高橋和生准教授とオルレアン大
学ポリテク・オルレアン（フランス）のLaifa�Boufendi教授との連携に
より開催され、同大学からの留学生5名と本学学生6名が参加しました。
参加学生は5つのチームに分かれ、Arduino（インタラクティブデバイ
ス開発やソフトウェアでの制御ができるマイコンボード）を用いてシス
テムを構築し、「何かを作り出す」課題に取り組みました。それぞれのチー
ムは毎朝の準備が楽しくなる目覚まし時計や学内探索ゲーム、日仏英翻
訳機など、多様な発想から生まれた装置を共同作成しました。言語や文
化の違いを生かしたユニークな提案が行われました。
The�KIT’s�first�summer�program�was�held� from�July�4th� to�18th.� It�was�
organized�by�KIT’s�Assoc.�Prof.�Kazuo�Takahashi,�Faculty�of�Electrical�

Engineering�and�Electronics,� in�collaboration�with�Prof.�Laifa�Boufendi�
from�University�of�Orleans�–�Polytech�Orleans.�Five�Orleans�students�and�
six�Japanese�students�participated.
Participants�were�divided�into�five�teams�to�tackle�the�assignment:�create�
something� by� programming� a� system�with�Arduino� (an� open-source�
electronic�prototyping�platform�for�creating�interactive�electronic�objects).��
The� teams�developmed�an�alarm�clock� to�make�morning� routines�more�
enjoyable,� a� campus� exploration� game,� a� Japanese-French-English�
translator�and�other�“firsts.”�Differences� in� team�member� language�and�
culture�worked� in� their� favor� and� resulted� in� interesting� and�unique�
proposals.

KIT Holistic Textile Summer School 2016
7月20日～ 27日まで、来日中だったパムッカレ大学（トルコ）、カタ
ロニア工科大学（スペイン）の学生や本学の留学生も加えた計36名の学
生が参加する、繊維分野の短期プログラムが開催されました。
前半は、今年で12回目となる嶺南大学（韓国）、東華大学（中国）と
本学との繊維分野の交流プログラム「YKDシンポジウム」を兼ねて実施
され、日中韓の教授陣による講演、参加者によるポスター発表のほか、
東洋紡株式会社の研究施設を訪問し、最先端の設備を見学しました。
後半からは香港理工大学の学部生も加え、1泊2日の京都北部ツアーが
実施され、地域に根付いた繊維業の企業を訪問したほか、近代日本の繊
維産業を基幹とした発展の歴史を学びました。参加者全員で宿泊した京
丹後キャンパスでは、日本のカレーを協力して作り、大いに盛り上がり
ました。

A�short�textile�program,�“KIT�Holistic�Textile�Summer�School�2016,”�was�
held�from�July�20�to�27,�2016.�The�first�half�of�this�program�was�also�part�
of� the� 12th� “YDK�Symposium,”� a� collaborative� textile� program�with�
participants� from�Yeungnam�University� (Korea),�Donghua�University�
(China)�and�KIT.� In� the�YDK�symposium,�professors� from�Japan,�China�
and�Korea�lectured�before�a�rapt�audience�and�participants�gave�insightful�
poster�presentations,�and�visited�a�Toyobo�Co.,�Ltd.�research�institute�to�
observe�their�cutting-edge�facilities.
The� latter�half�of� the�summer�school� involving�Hong�Kong�Polytechnic�
University�undergraduates,�all�went�to�a�2�day�tour�to�northern�Kyoto.�In�
addition� to� visiting� locally� rooted� textile� companies,� participants�
experienced�dyeing�material�and�learned�about�the�successive�processes�
of�silk�production.�This�also�served�as�an�opportunity� for� them�to� learn�
some�modern� Japanese� history� related� to� the� textile� industry.� All�
participants�spent�the�night�at�the�KIT�Kyotango�campus,�where�they�had�
a�great�time�helping�each�other�cook�Japanese�curry�and�rice.
�A� total�of�36�students� took�part� in� the�program.�This�group� included�
students� from�Pamukkale�University� (Turkey),�Unversitat�Politecnica�de�
Catalunya�(Spain)�who�were�in�Japan�to�work�on�other�projects�and�KIT�
international�students.

KIT Summer Institute
8月10日にはマレーシアパハン大学（マレーシア）
から25名の学生と5名の教職員を迎え、1日体験プロ
グラムを実施しました。
午前中は、分子化学系の池田裕子教授より「天然
ゴムの謎」について、電気電子工学系の高橋和生准
教授より「微粒子プラズマの無重力実験」について
の講義があり、参加学生より様々な質問や意見が活
発に投げかけられました。
また、文化交流を目的に本学の日本人学生6名が
参加して、文化交流のイベントを行ないました。午
後からは、機械工学系の射場大輔准教授、分子化学
系の亀井加恵子教授の研究室を訪問し、同大学の学
生らは熱心に研究内容について聞いていました。

KIT�Summer� Institute� 2016,� held�on�August� 10th,�
2016,�with�25�students�and�5�faculty�members�from�
Universiti�Malaysia�Pahang�(UMP)�as�guests,�featured�
a�short,�but�active�program.
The� lectures,� “Mystery� of� Natural� Rubber”� by�
Professor�Yuko�Ikeda�(Faculty�of�Molecular�Chemistry�
and�Engineering)�and� “Microgravity�Experiments�of�
Dusty� Plasmas”� by� Associate� Professor� Kazuo�
Takahashi� (Faculty� of� Electrical� Engineering� and�
Electronics)�were�held� in� the�morning,�and�sparked�
various� opinions� and�questions� from�participants�
majoring�in�these�fields.�Later,�with�six�students�from�
KIT,�the�students�enjoyed�cultural�exchange�activities.�
In� the� afternoon,� UMP� students� vis i ted� the�
laboratories� of� Associate� Professor� Daisuke� Iba�
(Faculty�of�Mechanical�Engineering)�and�Professor�
Kaeko�Kamei� (Faculty�of�Molecular�Chemistry�and�
Engineering).

池田教授の講義の様子
Lecture�by�Prof.�Ikeda

学生交流ゲームの優勝チーム
The�winner�team�of�the�communication�game

民族衣装を着た参加学生と教員
Participants�wearing�traditional�costumes

各チームでの議論の様子
Team�discussion

作成された装置のひとつ
One�of�the�devices�made�by�students

研究室訪問
Lab�tour

染色体験
Experienced�traditional�dyeing�technique

サマースクールの参加者たち
Participants�of�the�Summer�School
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新規協定校紹介
New Partner Institutions
2016年12月現在　協定校総数：72機関 As�of�December�2016,�Total�Partner�Institutions:�72

ユストゥス・リービッヒ大学 ギーセン
Justus Liebig University Giessen
ユストゥス・リービッヒ大学 ギーセンはドイツ語圏で最も古い大学の一つで、
11学部を擁する総合大学です。本学とは2005年より微粒子プラズマの研究を続けて
おり、世界的な研究実績を有しています。今回の協定締結により、研究交流、学生
交流ともさらに活発になることが見込まれます。また、今年7月には本学職員が同
大学での研修に参加しており、交流分野も拡大して行く予定です。
Justus�Liebig�University�Giessen� is�among� the�oldest�universities� in� the�German-
speaking�world�and�consists�of�11�faculties.�Joint�research�with�KIT�on�microparticle�
plasma� has� been� ongoing� since� 2005,�with�worldwide� results.�Under� the� new�
agreement,�further�research�exchange�as�well�as�student�exchange�is�anticipated.�In�
addition,� in�July� this� year,�KIT’s�administrative� staff�participated� in�Justus�Liebig�
University’s�training�and�plan�to�expand�the�area�of�exchange.�

マラヤ大学
University of Malaya

マラヤ大学はマレーシアで最初に設立された大学で、首都クアラルンプールの南
西に位置します。合計12個の学部を持ち、世界各国から学生が集まる、世界大学ラ
ンキングにおいてもアジアで上位に位置する大学です。工学部機械工学科の
Amalina�M.�Afifi准教授は2010年に本学で学位を取得しており、本学の教授らとバイ
オベースマテリアルに関する研究を継続して実施して来たことから、今回の協定締
結に至りました。
The�University�of�Malaya� is� the�oldest�university� in�Malaysia,� located�southwest�of�
Kuala�Lumpur,� the�capital.�With�a� total�of�12� faculties,� it�gathers�students� from�all�
over� the�world�and� ranks�among� the� top�universities� in�Asia.�Associate�Professor�
Amalina�M.�Afifi�of�the�department�of�mechanical�engineering,�faculty�of�engineering,�
obtained�her�degree�from�KIT�in�2010�and�has�been�conducting�research�on�biobased�
materials�with�KIT’s�professors,�which�led�to�the�signing�of�the�alliance�agreement.

デンマーク王立美術アカデミー デザイン学部
The Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Design
デンマーク王立美術アカデミーは建築学、デザイン学、修復・保存学を軸に7学
部から構成される王立の研究・教育機関です。同大学の建築学部とは2012年に国際
交流協定を締結し、活発な交流を続けていたところ、双方のデザイン学専攻の学生
より留学希望の声があがり、今回の協定締結に発展しました。今後はさらに幅広い
交流が可能となります。
The�Royal�Danish�Academy�of�Fine�Arts�is�a�royal�research�and�education�center�that�
consists� of� seven� faculties� around� Architecture,� Design,� and� Restoration� &�
Reservation.�In�2012,�KIT�signed�an�international�exchange�agreement�with�the�school�
of�Architecture.�Active�exchange�between�the�two�institutions�led�to�Design�students�
of�both�sides�requesting�the�opportunity�to�study�abroad,�resulting�to�the�signing�of�
the�new�alliance�agreement,�which�makes�possible�even�broader�cooperation.�

リベレツ工科大学
Technical University of Liberec

リベレツ工科大学はドイツとポーランドの国境近くにある、チェコで6番目に大
きな都市リベレツに位置しており、7つの学部と研究所からなる公立大学です。チェ
コ北部は従来より繊維・ガラス・自動車産業が盛んで、同大学でもこれらの分野に
重点をおき、各産業と連携して研究が進められています。本学と関わりの深い分野
の研究者が在籍しているため、�今後の交流が期待されます。
The�Technical�University�of�Liberec� is� located�at�Liberec,�Czech’s�6th�biggest�city,�
near� the�border�with�Germany�and�Poland.� It� is�a�public�university�consisting�of�7�
faculties�and�an�institute.�The�northern�part�of�Czech�has�traditionally�boasted�a�fiber,�
glass�and�automobile�industry,�which�are�the�fields�this�university�focuses�its�research�
on,�in�cooperation�with�each�industry.�As�it�holds�many�researchers�in�fields�deeply�
involved�with�KIT,�future�cooperation�looks�promising.�

ジュネーブ造形芸術大学
Geneva School of Art and Design
ジュネーブ造形美術大学は200年以上もの歴史を持つ国際的にも評価の高いヨー
ロッパ有数の芸術大学です。様々な共同研究が盛んなことに加えて、公共機関や民
間企業、また著名なデザイナーと強いつながりを持っています。同大学はスイス・
フランス語圏の建築専門の大学として著名であり、本学との研究や学生の活発な交
流が見込まれます。
The�Geneva�School�of�Art�and�Design�is�one�of�Europe’s�leading�and�internationally�
recognized�universities�in�art�and�design,�with�a�history�of�more�than�200�years.�Along�
with�a�wide� range�of� joint� research�activities,� it� also�has� strong� ties�with�public�
institutions,�private�companies�as�well�as�distinguished�designers�and�it�is�especially�
well� known� in� Switzerland� and� the� French-speaking� countries� as� a� university�
specialized�in�architecture.�Research�and�active�exchange�among�students�with�KIT�is�
anticipated.��

オーバーン大学
Auburn University

オーバーン大学は1856年に設立され150年以上の歴史がある、米国州立の名門総
合大学です。本学とは微粒子プラズマ研究について20年にわたる交流が続いており、
今回の国際交流協定の締結に至りました。今後は他分野での研究および教育活動の
取り組みも見込まれ、学生や若い研究者が視野を広げるよい機会になると期待され
ます。
Auburn�University� is� a� distinguished�comprehensive� state�university� in� the�US,�
established� in� 1856�with� a� history� of�more� than� 150� years.�With�KIT,� research�
exchange�on�microparticle�plasma�has�been�ongoing�for�20�years,�which� led�to� the�
signing�of�an� international� exchange�agreement.�Educational� activities�as�well� as�
further� research� in�other� fields�are�anticipated,�providing�a�great�opportunity� for�
students�and�young�researchers�to�expand�their�horizons.�
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留学フェアに参加
KIT participated in the Study in Japan Fairs
本学は8月～ 10月にかけて、タイ、モンゴル、インドネシアで開催さ
れた日本留学フェアに参加し、本学の魅力をアピールしました。
8月にチェンマイ・バンコクで開催されたフェアでは、開会から閉会
まで本学ブースを訪れる人が絶えず、特に、博士前期課程への留学希望
者が多く、デザインや建築、情報工学等に関する専攻について活発に質
問していました。
10月のウランバートルの会場でも、全来場者の約1割にあたる、大勢
の留学希望者が本学のブースを訪れ、留学制度について熱心に質問する
姿が見られました。
さらに、10月末にもジャカルタで開催されたフェアにも参加しました。
会場には、予想を上回る人数が本学ブースを訪れ、本学で学べる研究分
野や近年、外国からの観光客にも大人気の京都という場所についての質
問もありました。

KIT�participated�in�the�Study�in�Japan�Fair,�which�took�place�from�August�
to�October�2016,� in�Thailand,�Mongolia� and� Indonesia,�promoting� the�
attractive�points�of�KIT�to�international�students.
At� the� fair� that� took�place� in�August,� in� Thailand’s�Chiang�Mai� and�
Bangkok,�people�were�constantly�visiting�KIT’s�booth,�especially� for� the�
Master’s�Programs,�with�many� inquiries� on�Design,�Architecture� and�
Information�Science.�
At�the�Mongolian�site�of�Ulan�Bator�in�October�as�well,�as�high�as�10%�of�
all�the�fair’s�visitors�showed�high�interest�in�studying�at�KIT�and�actively�
inquired�on�our�university’s�system.
In� the� end� of�October,� KIT� also� participated� in� the� fair� in� Jakarta,�
Indonesia,�where�the�number�of�visitors�exceeded�expectations.�Some�of�
the�questions�from�the�visitors�were�around�the�areas�of�research�at�KIT�
or�even�about�the�very�popular�Kyoto�itself.

留学フェア参加スケジュール
KIT Study in Japan Schedule
8/26　チェンマイ（タイ）
　　　Chiang�Mai�(Thailand)
8/28　バンコク（タイ）
　　　Bangkok�(Thailand)
10/8-9　ウランバートル（モンゴル）
　　　　Ulan�Bator�(Mongolia)
10/30　ジャカルタ（インドネシア）
　　 　Jakarta�(Indonesia)

また、ヨーロッパで開催される世界的な国際教育関係者会議EAIE年次
総会に、今年も本学の教職員が参加しました。この会議は、ヨーロッパ
を中心に世界80ヶ国から約5,200名もの国際教育に携わる大学教職員が
集うもので、2016年は9月13日～16日まで英国リバプールで開催されま
した。
本学は、この会議で、多数の協定校の担当者と会い、また、協定締結
予定の大学の担当者との会談や、今後の新たな交流の可能性を探るため、
協定校以外の各国の担当者とも前向きな話し合いがなされました。

Furthermore,�KIT’s�academic�and�administration�staff�participated� in� the�
Annual� EAIE� (European� Association� for� International� Education)�
Conference�and�Exhibition�that�took�place�in�Europe.�It�was�held�on�13�–�
16�September�2016�in�Liverpool,�UK�and�gathered�5,200�participants�from�
80�countries,�involved�in�international�education.
At�this�conference,�KIT�had�the�opportunity�to�meet�with�various�partner�
institutions�and�discuss�about�future�exchange.
In�addition,�meetings�also�took�place�with�universities�future�partnerships�
are�planned�with,�as�well�as�with�other�universities� in�order� to�explore�
new�possibilities�of�cooperation.�

大勢の学生が訪れたタイ留学フェアの会場
The�fair�in�Thailand�was�visited�by�many�students

モンゴル留学フェアで本学ブースに並ぶ様子
People�queuing�up�at�the�fair�in�Mongolia

インドネシア留学フェアで本学教員の研究内
容について熱心に質問する学生たち
Students�at�the�fair�in�Indonesia,�enthusiastically�
asking� questions� about� research� to� KIT’s�
academic�staff

世界中の国際高等教育関係者が集うEAIE会場
The�EAIE�venue,�gathers�people� involved�in� international�education�from�all�
over�the�world

新たに協定を締結することとなったリベレツ工科大学担当者との懇談
Meeting�with�the�new�partner�institution,�Technical�University�of�Liberec

インド工科大学グワハティ校とセミナーを開催
Seminar with Indian Institute of Technology Guwahati
8月3日～ 6日まで、日本学術振興会二国間交流事業（インドとのセミ
ナー）『ASP-16：持続成長可能な環境調和型社会形成に資する高分子材
料の新展開に関する国際シンポジウム』がインド工科大学グワハティ校
との共催により本学で開催されました。
セミナーでは、各国から講演者をお招きし、「食品製造過程で出る廃
棄物から新しく高分子材料を作製する研究」等についてのご講演をキー
ノートレクチャとして行って頂きました。総数131名が集い、多種多様
なバイオベースマテリアル材料の開発とその用途展開について、活発な
議論が展開されました。

The�ASP-16� (Symposium�on�Advances� in�Sustainable�Polymers,�2016)�
was�held�at�KIT� from�August� 3� to�6,� 2016,� and� funded�by� the�Japan�
Society�for�The�Promotion�of�Science�as�a�part�of�its�Bilateral�Researcher�
Exchange�Program�with�Indian�Institute�of�Technology�Guwahati.
At� the� seminar,� the� lecturers� invited� from� India,� Spain� and� the�US�
presented�keynote� lectures�on�such�topics�as�“Valorisation�of�agro-food�
by-products� to�obtain�biopolymer�with�advanced�functionalities,”�A� total�
of�131�participants�gathered�and�actively�debated� the�merits�of�various�
biobased�materials,�their�development�and�application.

アジア昆虫バイオメディカル研究セミナー 2016をタイのチェンマイ大学で開催
Seminar on Asia Insect and Biomedical Research 2016 in Chiang Mai University
9月8日・9日、昆虫先端研究推進センター昆虫バイオメディカル研究
部門では、チェンマイ大学医学部で、日本学術振興会アジア・アフリカ
学術基盤形成型研究拠点形成事業アジア昆虫バイオメディカル研究セミ
ナー 2016シンポジウムを、チェンマイ大学と共同開催しました。
これは、本学の同部門を研究拠点に、タイ・マレーシア・ベトナム・
韓国の昆虫科学ならびに医学生物学研究者と昆虫をモデルにした医学生
物学研究のネットワークを形成し、アジア全体に拡大するとともに、ア
ジアの昆虫バイオメディカル研究分野を支える若手研究者の育成推進を
めざすという事業です。
100名を超える参加者があり、研究発表後には、共同研究の提案や本
学への大学院生の派遣に関する問い合わせが複数件寄せられ、この分野
の関心がアジア諸国で急速に高まっていることがわかりました。

On�September�8�–�9,�2016,�the�Department�of�Insect�Biomedical�Research�
of� the�Center� for�Advanced� Insect�Research�Promotion,� jointly�with�
Chiang�Mai�University�held�a�symposium�of� the�Japan�Society� for� the�
Promotion�of�Science�Core-to-Core�Program�at�Chiang�Mai�University’s�
Faculty�of�Medicine,�in�Thailand.
This�program,�having�KIT�as�research�hub,�aims�at�forming�a�network�of�
medical�biology�research�and�expanding�it�throughout�Asia,�promoting�the�
nurturing�of�young�researchers�who�support� the� insect�biomedical�field�
and�is�modeled�after�Thailand’s,�Malaysia’s,�Vietnam’s�and�South�Korea’s�
insect�science�as�well�as�medical�biology�researchers.
The�number�of�participants�from�Thailand�exceeded�100�persons.�
After�the�presentations,�there�were�numerous�inquiries�with�regard�to�the�
potential�of� joint� research�or� the�dispatch�of�graduate�students� to�KIT,�
highlighting�the�rapidly�increasing�interest�of�Asian�countries�in�this�field.�

セミナー参加者の集合写真
Participants�of�the�seminar

ポスターセッションの様子
Poster�session

山口センター長による特別講演
Special�lecture�by�Director,�Dr.�Yamaguchi

両大学学長も出席して記念撮影
Commemorative�photo�with�presidents
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INFORMATIONNEWS

元留学生が40年ぶりに本学を訪問
Former international student visits KIT after 40 years
2016年10月20日、タイからの元留学生VICHAI�CHAIYADHIROJ氏が実に40年ぶりに本学を訪れ、古山学長と懇談されました。
その後VICHAI氏より、今回の訪問についての手紙をいただきましたので、ご紹介します。
Former�student�from�Thailand,�Mr.�Vichai�Chaiyadhiroj,�visited�KIT�after�40�years�and�had�a�meeting�with�President�Furuyama,�
on�October�20th,�2016.�After�his�visit,�we�received�a�letter�from�Mr.�Vichai,�which�we�introduce�below:

私と京都工芸繊維大学
この度は、40年ぶりにわが母校にお伺いでき、この大学に在籍してい
た頃の事が一気に思い出され、青春時代に引きずり込まれた1日でした。
親日家である父は、日本に強く憧れていて、自身が果たせない夢を私に
託された。1967年秋、滋賀にある定時制高校に入学、昼間、工場で働き、
夜、高校に通いました。特に日本語は補習しながらの3年間でした。高
校在籍中に大阪万博があり、アメリカ館が印象に残っています。大学に
は、最初、聴講生として通い、1年後、念願の学生となった時は、嬉しかっ
た。授業は、理数科目は何とかついていくことができたが、文系科目は
苦労した。友や先生助けられて、単位が取れていきました。修理工場の
アルバイトは機械好きな私にとって、夢中になったものです。修理工場
のオーナーから色々教えて下さり在学中4年間お世話になりました。京
都の住まいは、衣笠から、御陵、そして大宅と変わりました。御陵での
思い出は、腎臓胆石の発作で、鋭い痛みの中、隣のドアを叩き、病院へ
搬送してほしいと頼みました。隣の方は、深夜にも関わらず、緊急と察
したのでしょう。快く車を出して下さり、病院まで搬送してくれました。
とても、助かりました。大宅では、同棲していた彼女と結婚することと
なり、彼女の両親に自分の事を知ってもらう努力をしました。数年間か
けて、説得し、学生結婚しました。彼女が勤めていた大宅保育園に関係
する方々との交流は楽しく、京都人の温かみも知りました。1976年2月
タイに帰国後日系の会社に働き、現在もまだ現役で活躍しています。
私は、京都工芸繊維大学で、粘り強く、単位をとり、卒業を勝ち取っ
た。専門である電気の未来に希望を募らせた。三次元のテレビはあの時
代想像した事です。家を新築した時は、工事の人と電気周りはもちろん
の事、内装関係も一緒にやり切った。今でも、息子の家の修理にも引っ
張りだされる。大学で学んだ事は立派に役立っている。今回母校を訪れ
た事で、眠っていた何かが目を覚ました。まだ、私はやれる、ここから、
また再出発だ。
今回、広報冊子に掲載の機会を与えてくださった、古山学長、国際課
の皆様に感謝致します。

� ビチャイ　チャイヤディロ

Myself and Kyoto Institute of Technology
I�had�the�chance�to�visit�my�alma�mater�after�40�years;�it�was�a�day�that�
brought�back�all�memories�from�my�time�as�a�student,�pulling�me�back�to�
the�days�of�my�youth.�My�father,�who�was�a�Japanophile,�had�a�strong�
adoration�for�Japan�and�entrusted�the�dream�he�himself�could�not�fulfill,�
to�me.�Autumn�1967,�I�entered�a�night�high�school�in�Shiga,�working�at�a�
factory� during�daytime� and� attending� school� at� night.� Especially� for�
Japanese�language,�it�was�3�years�of�supplementary�lessons.�During�high�
school,�Expo� ’70� in�Osaka� took�place�and� the�American�pavilion�stands�
out� in�my�memory.�At�university,� I� started�as�an�auditing�student�and�
after�1�year� I�finally�managed�to�enroll�as�a� regular�student,� fulfilling�a�
long-cherished�dream;� I�was�happy.�Math�and�science�was� somehow�
manageable�but�with�arts�I�struggled,�getting�the�credits�with�the�help�of�
friends�and�professors.�
The�part-time�job�in�a�repair�plant�was�for�me,�who�loved�machines,�ideal.�
The�owner�of�the�plant�taught�me�a�lot�of�things�for�4�years.�My�house�in�
Kyoto,� changed� from�Kinugasa� to�Misasagi� and� then� to�Ooyake.�My�
memory�from�Misasagi� is�me�knocking�next�door�in�order�to�take�me�to�
the�hospital� strongly�aching�because�of�kidney�stones.�Although� it�was�
midnight,�my�neighbor�probably�sensed�the�emergency.�He�willingly�took�
me� to� the�hospital�with�his�own�car;� I�am�so� thankful.� In�Ooyake,� the�
girlfriend�I�was�living�with�and�I�decided�to�get�married�and�really�made�
an�effort�in�order�for�her�parents�to�get�to�know�me.�After�many�years�of�
persuasion,�we�managed�to�get�married.�Interaction�with�the�people�from�
the�nursery�school�where�she�was�working�was� really� fun�and� I�got� to�
know�the�warmth�of�Kyoto�people�as�well.�In�February�1976,�I�returned�to�
Thailand�and�have�been�working�at�a�Japanese�company�since�then.�
At�KIT,� I�managed� to� get� the� credits�with� persistence� and�won�my�
graduation.�The� future�of� electricity,�which� is�my� specialty,� gave�me�
aspiration.�3D�television� is�something� I�had� imagined�back� then.�When� I�
built�my�home,� I� did� everything,� including� interior,� together�with� the�
workers.�Even�now,�my�son�drags�me�to� repair�his�house.�The� things� I�
learned�at�the�university�are�definitely�being�useful.�
With�my�visit� to�my�alma�mater,�something�that�was�sleeping� inside�me�
has�been�awakened.�I�can�still�do�it.�It�is�again�a�new�start.
I� would� like� to� thank� President� Furuyama� and� everyone� at� the�
International�Affairs�for�giving�me�the�opportunity�to�post�this�at�the�KIT�
journal.

� Vichai�Chaiyadhiroj�

タイ人の在学生がキャンパス内を案内し
ました
Campus�tour�by�current�Thai�student�at�KIT

古山学長（写真左）Vichai氏（左から2番目）とご家族
President�Furuyama�(left),�Mr.�Vichai�and�his�family

タイ・バンコクで元留学生同窓会を開催
KITEC Alumni Meeting at Bangkok, Thailand
2016年8月27日に、タイ王国・バンコクにおいて留学生同窓会を開催
しました。会場には、本学を卒業した留学生および交換留学等で本学に
在籍したことのあるタイ人学生やタイで事業を展開している本学卒業生
が集まりました。また、キングモンクート工科大学トンブリ校のサマー
キャンプに参加中だった学部1、2回生の日本人学生も加わり、総勢36名
が集いました。
本会では、互いに近況を語りあうとともに、卒業生らが本学の日本人
学生に対し留学や海外で働くことについてアドバイスを与える等、国・
世代を超えて交流を行いました。

August�27th,�2016,�KIT�held� the�KIT� International�Academic�Exchange�
Club� (KITEC)�alumni�meeting� in�Bangkok,�Thailand.�Thai� students�who�
graduated� from�KIT� or�were� previously� enrolled� at� KIT� as� foreign�
exchange�students,� as�well� as�alumni�who�have�started�businesses� in�
Thailand�gathered�for�this�meeting.�Thirty-six�persons,�including�first�and�
second�year�KIT�undergraduate�students�who�were�participating� in� the�
summer� camp�program�at�King�Mongkut’s�University� of� Technology�
Thonburi�(KMUTT),�all�attended�this�event.
At�this�cross-cultural�and�mutigenerational�meeting,�participants�updated�
each�other�on�their�recent�successes�and�Thai�alumni�gave�advice�to�KIT�
students�on�studying�and�working�abroad.

国際学術交流クラブ（KITEC）について
Join KIT International Academic Exchange Club!
活動内容：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。

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（2016年11月現在）：会員数684名　在住・出身国48ヵ国
連絡事務所：中国、ベトナム、タイ、マレーシア、モンゴル、台湾、韓国
■入会申込の方法は、KITのホームページをご覧ください
（日本語）https://www.kit.ac.jp/international_index/former_student/

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.

International�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

Membership�as�of�November,�2016:�684�Nationalities:�48
Please�see�the�webpage�for�details.
(English)��https://www.kit.ac.jp/en/former_student/kit-international-

academic-exchange-club/

参加者の様子
Alumni�meeting

記念撮影
Participants�of�the�meeting
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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

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 : https://www.kit.ac.jp/en/

表紙写真：永観堂の紅葉
Cover Photo: Autumn leaves at Eikando

Photo Credit: Endo Minechika (Nakano Design Lab.)
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