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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5回目の今年は
2017年10月23日から27日にかけて開催しました。恒例の、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、海外留学生
との交流パーティーの他に、海外勤務経験のある本学卒業生とのキャリ
ア懇談会、カリフォルニア大学ロサンゼルス校から講師を招へいして特
別講義を行いました。

The fifth annual KIT International Week 2017, an opportunity for students 
to learn about KIT’s international programs and ways to study abroad, 
was held October 23 to 27 this year. KIT students who studied abroad in 
the first semester or during the summer break spoke about their first-
hand experience and a party where Japanese KIT students could get to 
know KIT international students was held again this year. In addition, a 
career social gathering and a special lecture by a UCLA professor also 
took place.

DAY 1
Oct. 23

海外留学説明会
Study Abroad Seminar

本学学生の海外留学支援のため、海外留学説明会を実施しました。説
明会では本学の交換留学制度や世界各国の協定校が実施する特別プログ
ラムを紹介するとともに、注目の奨学金・トビタテ!留学JAPAN日本代
表プログラムも紹介されました。

In support of KIT Japanese students, a seminar regarding studying abroad 
was held. KIT International Affairs personnel explained about KIT’s study 
abroad exchange system, special programs with partner institutions, as 
well as the popular TOBITATE! Young Ambassador 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。海外への留学や学会
参加が珍しくない今、あらためて、日本人学生が海外で巻き込まれた犯
罪の実例などを紹介し、それらを回避するために必要な知識と対策をご
紹介いただき、危機管理について意識を高める機会となりました。
In light of recent world events, an expert was invited to hold a seminar on 
overseas travel crisis management. Students were informed about crimes 
abroad involving Japanese students and the necessary knowledge and 
methods in order to avoid them, raising awareness on crisis management.

キックオフパーティー
Kick-off 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130名を超える
学生が参加しました。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、専攻や国籍を超えた友情が生まれ
ていました。また、パーティー会場の隣室で、スイス・ジュネーブ造形
芸術大学からの交換留学生がデザインしたジュエリーを展示し、パー
ティー参加者の多数が美しいデザインに見入っていました。
More than 130 students participated in the annual kick-off party on the 
first day of International Week. Members of KITICO (student volunteers 
for international student support) made sure everyone enjoyed and 
Japanese students interacted through games and conversation with 
international students, making new friends beyond major or nationality. 
Next to the party venue, jewelry designed by exchange students from the 

Geneva School of Art and Design in Switzerland, was exhibited and many 
of the party participants took in its beautiful design.

危機管理セミナーの様子
Seminar

留学生たちとのキックオフパーティー
Kick-off Party with International Students
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DAY 2
Oct. 24

京都工芸繊維大学基金奨学金による海外留学報告会
Presentations on Study Abroad supported by KIT Scholarship Fund

本学では、平成18年より、大学院博士後期課程の優秀な学生を対象に
奨学金を支給する「国立大学法人京都工芸繊維大学基金奨学生」制度を
設けています。インターナショナルウィーク2日目は、この奨学金受給
者による成果報告会から開始しました。本奨学金は、海外の研究機関で
60日以上活動することを受給要件とし、平成29年度採択者のうち、帰国
済みの4名がこの場で発表しました。発表者たちは、海外の研究機関に
滞在することで得られた成果を詳細に報告し、多くの教職員が聴講しま
した。

Since 2006, KIT has established the “National University Corporation 
Kyoto Institute of Technology Foundation Scholarship” system that 
provides scholarships to excellent Doctoral students. The second day of 
the International Week, started with a results presentation by recipients of 
this scholarship. The scholarship is awarded for overseas research of not 
less than 60 days. This time, four of the recipients of this academic year, 
who already returned to Japan, presented their results in detail and many 
faculty members attended.

Lunchtime English Table トライアルセッション
LET Trial Session

平成29年4月からはじまったLunchtime English Table（LET）の特別企
画を行いました。LETとは、本学・基盤科学系 深田智教授とKYOTO 
Design Lab スシ・スズキ特任准教授が主催する、ランチを食べながら
英会話に自由に参加できる集まりで、毎週火曜日に実施しています。今
回の特別企画では、新しいメンバーも加わりゲームと英会話を楽しみま
した。
A special project of the Lunchtime English Table (LET), which started in 
April 2017, took place. LET is a gathering where you can participate freely 
in English conversation while eating lunch and it is held every Tuesday, 
hosted by KIT’s Prof. Chie Fukada, Faculty of Arts and Sciences and 
Project Assoc. Prof. Sushi Suzuki, KYOTO Design Lab. In this special 
project, new members joined and enjoyed games and English 
conversation. 

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、「KITグローバル人材育成プログラム」として、学生の海外
機関への派遣や協定校等からの受入を実施し、世界で活躍できる人材の
育成を行っています。

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
PEZZOTTI Giuseppe副学長、水野修教授、野口企由教授が出席し、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、研
究内容だけでなく留学先での生活の思い出についても語られました。会
場には、学部1年生から大学院生まで幅広い層から参加があり、報告会
終了まで多数の聴講者が熱心に聞いていました。
KIT conducts a global internship (dispatch) 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. KIT also 
accepts intern students from overseas partner institutions and has KIT 
students participate in joint research with them, enabling all students to 
cultivate communication skills and practical skills within an intercultural 
team. 
Vice President Prof. Giuseppe Pezzotti, Prof. Osamu Mizuno and Prof. 
Kiyoshi Noguchi attended the Q & A session where participants in the 

dispatch program shared their experiences. Both the participants’ reports 
as well as the Q & A session were conducted in English, covering not only 
the content of the research but also experiences from living abroad. Many 
participants, ranging from first year undergraduate to graduate students, 
listened to the presentations attentively until the end.

Lunchtime English Table

LET参加者の様子
LET Participants

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

発表者に質問する聴講者
Participants asking the 

presenters questions

KIT INTERNATIONAL JOURNAL Vol. 27     3



DAY 3 
Oct. 25

豪州クイーンズランド大学英語研修説明会 
University of Queensland English Study Program Information Session

毎年、春休み期間中に実施されている、クイーンズランド大学（豪）
への英語研修についての説明会が行われました。この研修への応募方法
や現地でのプログラム内容について説明がされ、実際に参加した学生に
よる体験談の発表がありました。この研修は学部生を対象として毎年実
施されており、約15名の学生が参加できるものであり、毎年定員を上回
る応募がある人気のプログラムです。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。

A briefing session of the short-term English training program that is held 
every year at the University of Queensland (Australia) during spring break 
took place. Explanation was given on the content of the program and how 
to apply. KIT students who participated in the program spoke about the 
practical experience they gained. This very popular program, takes place 
every year for 15 undergraduate students and many students who are 
planning to apply next year attended the session.

UCLA Seth Putterman教授講演会
Lecture by UCLA Prof. Seth Putterman

本年度のインターナショナルウィークでの注目プログラムである、カ
リフォルニア大学ロサンゼルス校（UCLA）のSeth Putterman教授の講
演会を開催しました。

Seth Putterman教授は、普通の粘着テープをはがすだけで、X線が発
生するという、「Tribo-electrification (摩擦帯電)によるＸ線の発生」とい
う現象を発見され、また、固体物理学の世界的な権威でもある方です。
この機会に世界最先端の研究を聴講するために、多くの学生・教職員・
企業からの聴講者が会場に集まりました。講演では、研究内容の紹介の
他、この現象が将来的にどのような社会貢献に繋がるのか、課題と潜在
的な応用例についてお話いただきました。
One of the most notable events of this year’s International Week was the 
lecture by UCLA’s Professor, Seth Putterman.
Prof. Seth Putterman, a global authority on solid physics, discovered a 
phenomenon called “X-ray generation through Tribo-electrification”, 
during which x-rays are generated just by peeling off an adhesive tape. 
Students, faculty, staff as well as company representatives gathered in 

order to find out about the world’s most advanced research. In addition 
to the research itself, during the lecture Prof. Putterman talked about the 
kind of contribution this phenomenon could have to society as well as 
remaining issues and potential applications.

KIT国際交流の夕べ
KIT International Night 2017

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。今年は中国駐大阪総領事館より呉 勁松室長、駐
大阪大韓民国総領事館より、深 鎬錫領事をお招きしました。また、中
国の留学生による歌とギターの演奏が披露され、大変盛り上がったパー
ティーとなりました。

The annual party organized by KIT’s President was held with the 
participation of many international students, faculty and staff. This year, 
Consul Wu Jinsong of the Chinese Consulate General in Osaka, as well as 
Consul Tae Yoon of the South Korean Consulate General in Osaka were 
invited. It was a very exciting party and it also included a singing and 
guitar performance by Chinese students.

UCLAのSeth Putterman教授
Prof. Seth Putterman from UCLA

歓談する参加者
Participants enjoying the party

学長と留学生たちの集合写真
Photo with KIT president
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DAY 4 
Oct. 26

ポリテク・オルレアン（オルレアン大学）サマーキャンプ報告会
Presentation on the  Polytech Orleans Summer Camp

本年度、学部4回生から大学院生を対象としたサマーキャンプを、初
夏のフランスで実施しました。参加者は、協定校であるオルレアン大学
で実施される実践的な授業に参加し、同大学の学生とチームを組んでロ
ボット作成のプロジェクトに取り組みました。この報告会では、多国籍
なチームメンバーとのコミュニケーションの難しさや、最終コンペで優
勝を勝ち取ったことを発表しました。また、キャンパス外ではオルレア
ンの美しい街並みや温かく迎えてくれたホストファミリーとの思い出も
語られ、報告を聞いた学生からは「来年度はぜひ自分が参加したい」と
の意見も聞かれました。
In the beginning of the summer this year, a summer camp for 4th grade 
undergraduate and graduate students was held in France. Participants 
took part in practical projects conducted in the University of Orleans, one 
of KIT’s partner institutions, and worked on a robot creation project 
together with the other students. During this presentation, the students 
mentioned the difficulties of communicating within a multinational team 

and reported that they won the final competition. The students also 
talked about Orleans’ beautiful cityscape as well as the warm hospitality 
of the host families, and many students who were listening to the 
presentation were eager to join next year. 

Career×English ～国際的に活躍する先輩と語ろう～
Career×English

本学卒業生で株式会社村田製作所に就職され、米国での勤務経験もあ
る中村祐樹氏を講師としてお招きし、本学学生と「在外勤務と英語」に
ついて懇談する会を実施しました。

参加者は、同じキャンパスで学生時代を過ごした先輩から、具体的な
お話を聞くことで、海外で働くことに期待を膨らませる機会となりまし
た。
“Working overseas and English” was the topic of the social gathering held 
this day, where the participants had the opportunity to listen to actual 
experiences of senior fellow students. Mr. Yuki Nakamura, one of KIT’s 

alumni who is currently employed at Murata Manufacturing Co., Ltd. and 
has worked in the U.S., was invited as a lecturer.

DAY 5 
Oct. 27

キングモンクート工科大学トンブリ校（タイ）サマーキャンプ報告会
Presentation on the KMUTT Summer Camp

昨年度から始まった学部生を対象としたタイでのサマーキャンプにつ
いて、報告会を実施しました。協定校であるキングモンクート工科大学
トンブリ校（KMUTT）が実施したプログラムでは、本学から9名の学生
が参加し、PBL（Problem Based Learning 課題解決型の学習）やタイ料
理実習などの様々な体験をしました。報告会には、まだ海外に行ったこ
とのない学生も参加し、近い将来の海外留学を具体的に考える機会とな
りました。
A briefing session on the Thai summer camp that started last year for 
KIT’s undergraduates was held. 9 students participated at the summer 
camp, which took place at the partner institution King Mongkut's 
University of Technology Thonburi (KMUTT), and had the opportunity to 
implement Problem Based Learning and practice Thai food. In the briefing 
session, students who have never been abroad also participated gaining 
the opportunity to consider studying abroad more realistically.

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

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

プログラム参加者による発表
Program participants gave 

presentation

中村祐樹氏
Mr. Yuki Nakamura
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G7大学会議参加及びトリノ工科大学（伊）との連携強化について
KIT participated in the G7 Education Conference in Italy

6月29日～ 30日にイタリア、ウディネにて開催されたG7大学会議に、
本学古山学長、PEZZOTTI Giuseppe副学長と本学学生2名が招待を受け
参加しました。会議では、「Education for All」をテーマに、現在の高等
教育に関する諸問題に各国がいかに対処するかがラウンドテーブル形式
で協議され、議論の結果は最終日に共同宣言という形に集約され発表さ
れました。古山学長は初日のラウンドテーブル会合で、高等教育と経済
発展というテーマについてスピーチを行い、本学のユニークな地域人材
育成プログラムについて紹介しました。

当会議に先立って、学長一行は協定校であるトリノ工科大学を訪問し、
今後さらに交流事業を加速させるための覚書に調印しました。同大学と
は共同研究や学生交流を進め、さらにダブル・ディグリープログラムの
開設や共同の交流拠点の設置を行うなど、多分野での活発な交流を展開
することとしています。
Following an invitation to President Furuyama, Vice President Pezzotti and 
two students, KIT participated in the G7 University Conference, held on 

June 29 – 30 in Udine, Italy.
At the conference, which had “Education for All” as central topic, round 
table discussions took place on the several challenges of higher education 
and the way to address them. The result of the discussion was 
summarized and presented in the form of a joint declaration on the final 
day. At the first day round table discussion, President Furuyama made a 
speech on higher education and economic development. In addition, he 
introduced KIT’s unique regional human resource development program.
Prior to this conference, President Furuyama and his delegation visited 
KIT’s partner institution Politecnico di Torino and signed an agreement in 
order to further accelerate exchange projects between the two 
universities. KIT and Politecnico di Torino are promoting joint research 
and student exchanges. Furthermore, the two institutions are in the 
process of establishing a double degree program and setting up a joint 
exchange hub, actively promoting exchange in multiple areas.

Italy meets Asia シンポジウムを開催しました。
Italy meets Asia: Scientific Venue in Kyoto 2017

11月1日、本学で科学技術分野における日本京都とイタリアの大学学
長・研究者と日本の企業が会し、イタリアとアジア、とりわけ日本との
関係に着目し、科学技術・文化における交流の現状・展望をテーマに、
シンポジウムを開催しました。当日は、在大阪イタリア総領事、京都市
長、イタリア23大学等及び京都4大学連携機構（本学・京都府立医科大学・
京都府立大学・京都薬科大学）の学長をはじめ100名近くの来場があり
ました。

シンポジウムの後、科学技術分野における教育研究活動促進に向けて、
イタリア学長会議（CRUI）と京都4大学連携機構は協定を締結しました。

今後は、京都に日伊交流拠点を設置し、教育研究活動促進のための協
力体制を構築し、学生や教職員の交流を行っていきます。
On November 1, the symposium was successfully held at KIT, with the 
participation of Japanese and Italian rectors, researchers and companies. 
The symposium had science, technology and cultural exchange as its 

topic, with focus on the ties between Italy and Japan. Over 100 persons 
participated, including the Consul General of Italy in Osaka, the Mayor of 
Kyoto, as well as the rectors of 23 Italian universities and the 4 
universities of the Kyoto Quattro Consortium (i.e. KIT, Kyoto Prefectural 
University of Medicine, Kyoto Prefectural University, Kyoto Pharmaceutical 
University).
After the symposium, a Memorandum of Understanding was signed 
between the Conference of Italian University Rectors (CRUI) and the 
Kyoto Quattro Consortium, aiming at the promotion of educational and 
research activities. 
KIT will continue to play a central role in building the cooperative 
framework, which also includes plans to establish an exchange center in 
Kyoto.

トリノ工科大学訪問
Group photo at Politecnico di Torino

G7で発言する古山学長
At the G7 University Conference

参加者たち
Symposium participants

調印式
Signing Ceremony
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海外インターンシップ等実施のための三者協定を締結しました
Agreement regarding overseas internship project signed

本学は、6月1日に一般社団法人綾部工業団地振興センター並びにタイ・
キングモンクート工科大学トンブリ校（KMUTT）と、日本とタイで実
施する海外インターンシップを連携・協力しておこなうために協定を締
結しました。

バンコクにあるKMUTTのKXビルにおいて開催された調印式では、古
山学長と綾部工業団地振興センター諏訪吉昭理事長並びにKMUTTの
Sakarindr Bhumiratana学長が三者の協力関係について確認し、綾部市山
崎善也市長の立会いのもと、調印を行いました。

この協定に基づき、6月12日から3日間、KMUTTの学生らが綾部市に
おいて市長への表敬訪問や同振興センター会員企業の視察をおこないま
した（詳細は8ページ参照）。さらに、11月には、本学やKMUTTの学生
が同振興センターの会員企業のタイ現地法人においてインターンシップ
を実施しました。今後も活発に交流を行っていく予定です。
On June 1st, Kyoto Institute of Technology, Ayabe Industrial Park 
Promotion Center and King Mongkut’s University of Technology Thonburi 
(KMUTT), entered into an agreement for the joint implementation of an 
overseas internship project between Japan and Thailand. 
In the signing ceremony held at KMUTT KX Building in Bangkok, KIT 
President Furuyama, the President of Ayabe Industrial Park Promotion 
Center, Mr. Yoshiaki Suwa, and KMUTT President Sakarindr Bhumiratana, 

reconfirmed the three-party collaborative relationship and executed the 
agreement under the presence of Mr. Zenya Yamazaki, Mayor of Ayabe 
City, who participated as a witness. 
Based on this agreement, three days from June 12, KMUTT’s students 
made a courtesy visit to the Mayor of Ayabe City and visit member 
companies of the Ayabe Industrial Park Promotion Center (See P8 for 
details). November of this year, students of KIT and KMUTT did 
internships in Thailand at local subsidiaries of the Promotion Center’s 
member companies.

チェンマイ大学において、ジョイントディグリーオープニング 
セレモニーおよび本学海外オフィスの開所式を行いました
Joint Master’s Degree Program in Architecture and KIT 
Overseas Office Opening Ceremonies at Chiang Mai University

8月31日、チェンマイ大学（CMU）において、本学とCMUによる国際
連携建築学専攻（ジョイントディグリープログラム）オープニングセレ
モニーおよび本学海外オフィスの開所式を執り行いました。

式典は、在チェンマイ日本国総領事館川田一徳総領事のご臨席のもと、
本学の古山正雄学長及びCMUのAvudh Srisukri学長代行をはじめとした
大学関係者のほか多彩な招待者が参加して挙行されました。CMUの
Ekkachai Mahaek学長補佐によるジョイントディグリーの制度や第一期
生の紹介の後、本学の木村博昭教授による本オフィスの設計・デザイン
とその狙いについての講演が行われました。

本オフィスは、CMUの大学院棟に設置されており、ジョイントディ
グリープログラムや国際共同ワークショップ、共同研究、海外インター
ンシップの実施等で利用されます。また、タイ北部地域の本学国際学術
交流クラブの拠点としても利用されます。

今後、本学のタイ北部並びに隣接ASEAN諸国における教育研究活動、
産学協働による海外インターンシップ事業の拠点としても本オフィスが
幅広く活用されることが期待されます。
At Chiang Mai University (CMU) in northern Thailand, on August 31, an 
opening ceremony was held for the Joint Master’s Degree Program in 
Architecture and the KIT Overseas Office at Chiang Mai University. 
The joint degree ceremony was attended by Consul General Kawada of 
the Consulate-General of Japan in Chiang Mai; CMU‘s acting president, 
Professor Emeritus, Dr. Avudh Srisukri; KIT President, Dr. Masao 
Furuyama and other university officials. After an explanation of the Joint 

Degree system by CMU’s Dr. Ekkachai Mahaek and introduction of the 
first-year students, a lecture was given on renovation and office design 
and aims of this office by KIT Prof. Hiroaki Kimura.
This office is located in the graduate school building of CMU, and it will 
be used for joint degree program administration, international collaborative 
workshops, collaborative research, overseas internships and more. It will 
also be used as a north Thailand base for KIT International Academic 
Exchange Club (KITEC).
It is expected that this office will be pivotal as a base for a wide range of 
educational research activities and academic-industry collaborative 
overseas internship projects in northern Thailand and the surrounding 
countries of ASEAN.

協定の調印式
Signing Ceremony

開所式・テープカットの様子
Opening Ceremony Tape Cutting
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ものづくりエンジニアサマースクール開講
KIT Monotsukuri Engineer Summer School was held

6月9日～ 13日まで、協定校であるタイ・キングモンクート工科大学
トンブリ校（KMUTT）からの学生14名を対象としたサマースクールを
開講しました。

今回のサマースクールには、KMUTT Qualified Hands-on Engineer
（Monotsukuri Engineer）プログラムに所属する学部2年生が中心に参加
しました。当該プログラムは、日系企業等で即戦力となるものづくりを
行う人材を育成することを目的としてKMUTTで開講されているプログ
ラムです。参加学生は、約1 ヶ月日本に滞在し、様々な企業を訪問し日
本のものづくりについて、技術やその基本思想を学びました。そのうち、
京都におけるプログラムとしては、本学での特別講義受講や、綾部市の
綾部工業団地の企業を訪問しました。一行は、9日朝に本学に到着し、
機械工学系の教員等による特別講義受講や研究室訪問を行い、午後から
は、ロボコンやフォーミュラで活躍する学生による活動内容の紹介を受
けたり、8月にKMUTTで行われるプログラムに参加予定の日本人学生と
交流し、お互いに情報交換をしました。

12日・13日は綾部市に移動し、山崎善也綾部市長を表敬訪問した後、
綾部工業団地の8箇所（※）を訪問しました。企業訪問の際は、参加学
生から、製品についての専門的な質問のほか、日本企業に就職するにあ
たって「どのような専門知識が必要か」「日本とタイの働き方の違いは
なにか」といった熱心な質問が相次ぎました。

参加学生からは2日間の綾部市滞在をとおして、「日本企業のものづく
り精神に触れ、将来の就労のイメージをつかむとともに、自然豊かな綾
部市の環境に触れることができ、非常に有意義な時間を過ごした」との
感想が多くありました。
※ 今回見学させていただいた企業（敬称略）：日東薬品工業株式会社、

株式会社片山化学工業研究所、株式会社住友理工ホーステックス、株
式会社堀内機械、国産部品工業株式会社、日東精工株式会社（八田工
場、城山工場）、日東公進株式会社

From June 6 to 13, the summer school for 14 students from KIT’s Thai 
partner institution King Mongkut’s University of Technology Thonburi 
(KMUTT) was held.
This summer school took place mainly with the participation of 2nd year 
undergraduates belonging to the KMUTT Qualified Hands–on Engineer 
(Monotsukuri Engineer) program. This program is being offered at KMUTT, 
aiming at nurturing human resources that can contribute as immediate 
fighting force at Japanese companies. During their stay in Japan, 
participating students visited various companies and learned about the 
technology and basic concepts of manufacturing in Japan. In Kyoto, the 
students attended special lectures at KIT and visited companies in Ayabe 
City Industrial Park.
The participants arrived at KIT in the morning of June 9 attending special 
lectures by faculties of mechanical engineering and paying visits to 
laboratories. In the afternoon, they listened to students’ presentations 
about the Robocon and Formula activities and had the chance to interact 
with Japanese students of their age.
On the 12th and 13th, the group moved to Ayabe city, and after paying a 
courtesy visit to Ayabe’s mayor Yamazaki Zenya, they visited 7 
companies* in the Ayabe Industrial Park. During their visit, students 
enthusiastically asked questions not only of technical nature but also on 
the special knowledge needed in order to work at a Japanese company or 
about the differences between working in Japan and Thailand.
During their 2-day stay in Ayabe, the students were able to feel the spirit 
of Japanese manufacturing, get an idea about future employment and get 
in touch with the rich environment of Ayabe, making it a very meaningful 
experience for all of them.
*Companies visited: NITTO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES, LTD., 
KATAYAMA CHEMICAL, INC., SUMITOMO RIKO COMPANY LIMITED, 
HORIUCHI MACHINERY CO., LTD., KOKUSAN PARTS INDUSTRY CO., 
LTD., NITTO SEIKO CO., LTD. (Yata Plant/Shiroyama Plant), NITTO 
KOSHIN CO., LTD..

綾部市長表敬訪問
Courtesy visit to the Mayor of Ayabe City

日東公進株式会社では正しいねじの締め方を習う
Learning the correct way to tighten a screw at Nitto Koshin CO., Ltd.
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NASA主任科学者Gale Allen 博士による特別講演会を開催しました。
NASA chief scientist, Dr. Gale Allen, lectures at KIT

10月2日、駐大阪・神戸アメリカ総領事館の協力のもと、NASA（アメ
リカ航空宇宙局）主任科学者Gale Allen 博士をお招きした特別講演会を
本学で開催しました。

講演会では、「NASA 宇宙探査への次なるステップ」をテーマとし、
NASAの使命や、具体的な任務の内容、宇宙研究の今後の展開などにつ
いてお話いただきました。会場には、100名を超える教職員が集まり、
あまり知られていないNASAの業務について熱心に聞き入っておりまし
た。講演後の質疑応答の際には、聴衆からの「宇宙人は存在するのか」
という問いに答える場面もありました。

講演会の後は、本学の女性研究者や学生との懇談の場を設け、和やか
な雰囲気のなかで、女性研究者としてのキャリア形成について語りまし
た。参加学生からNASAで働くための方法を尋ねられると、Allen博士は、
熱意をもって研究に取り組むことが大切とアドバイスをされました。ま
た、博士は、ものごとを柔軟に考えるためには、信頼できる相談相手を
持つことが大切と語りました。

NASAの科学者として最上級の地位である主任科学者として多忙な毎
日を送りながらも、常に周囲への気配りを心がけるAllen博士の人柄に、
一同は魅了されていました。

On October 2, we were honored to host a special lecture given by Dr. 
Gale Allen, chief scientist at NASA (American Aeronautics and Space 
Administration), in cooperation with the Consulate General of Japan in 
Osaka and Kobe. She explored the theme of "NASA Space Exploration 
Next Step" and talked about NASA missions, specific duties, future 
development of space research, and more. More than 100 faculty 
attended, listening attentively to learn more about NASA’s current 
endeavors. During the question-and-answer session following the lecture, 
someone in the audience even posed the question, "Do aliens exist?"
After the lecture, our female researchers and students were provided a 
cozy space where they could comfortably discuss their career 
development. When participating students asked how they might be able 
to work at NASA, Dr. Allen advised them that enthusiasm for their 
research was vital. She also stressed the importance of having a trusted 
mentor to help you think flexibly. Even though she is a busy top ranking 
NASA scientist, we found she was generous with her time and genuinely 
cared about the people around her.

教員・学生との懇談会
Discussion with KIT professors and students

講演会前に古山学長を訪問されました
Dr. Allen visited president Furuyama before the lecture

Gale Allen博士
Dr. Gale Allen

サマープログラムを開催
KIT Summer Programs 2017
<KIT Electronics Summer School 2017>

6月19日～ 30日の間、KIT Electronics Summer School 2017が、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実施されました。オルレ
アン大学ポリテク・オルレアンから7名、ユストゥス・リービヒ大学ギー
セン（ドイツ）から2名、本学学生17名に加え、カザフ国立大学（カザ
フスタン）からJST「さくらサイエンスプラン」の支援を受けた学生9
名が参加し、総勢35名の学生が2週間を共にしました。参加学生は9つの
チームに分かれ、Arduino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3 ～ 4カ国のメンバーからなるチーム
は、学内での議論や京都市内の探索を経て、京都の観光やナビゲーショ
ンを支援するシステムなど様々なアイテムを作製し、最終日にプレゼン
テーションを行いました。全てのチームのアイテムにおいて、異なる国
籍を持つ学生達が共に過ごすことによって得られた創意工夫が見られ、
国際交流・協力が表現されたことが印象的でした。

海外から参加した学生は一つの宿舎に滞在し、日本人学生も含めて課
外でも交流を深め、時間を共有することができました。

2回目となる今年度のプログラムは、学内の学生にも広く参加を呼び
掛けるなど、より開かれた形で実施され、参加大学、参加者も大幅に増
加しました。実践的な国際交流の在り方の一つのモデルとして、本学の
国際化を牽引する事業となっています。

参加者たち
Participating students and staff
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From June 19 to 30, “KIT Electronics Summer School 2017” was held 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 (France). A total of 35 students, including 7 
students from Polytech Orleans, 2 from Justus-Liebig University Giessen 
(Germany), 17 from KIT and 9 students from Kazakhstan (who received 
support from the JST “Sakura Science Plan”), gathered for 2 weeks in the 
program. 
Participating students were divided into nine teams and had the projects 
of “making something”, where they were building up systems using 
Arduino. Each team consisted of 3 to 4 different nationalities and the 
members had chances to debate, trial and error for making something, 
explore the city of Kyoto and present their results on the last day. They 
made systems for supporting and navigating tourists in Kyoto, and 
entertainments with games and gadgets. All the systems involved their 
ideas obtained in their lives and interaction among them and were so 
impressive as to express international collaboration. 
Students who participated from abroad stayed in the same dormitory and 
had chances to spend time together and deepen mutual exchange even 

outside of classes, including Japanese students. This year’s program, 
which was held for the second time, was carried out in a more open form 
widely inviting KIT students to participate. As a result, the number of 
participating universities and students significantly increased. As a model 
for practical international exchange, it is a leading internationalization 
project for KIT. 

<KIT Holistic Textile Summer School 2017>
7月5日～ 12日の期間、KIT Holistic Textile Summer School 2017が本学

繊維科学センター主催で開催されました。繊維研究における伝統を持つ
本学の国際的なネットワークを活かし、東華大学（中国）、香港理工大
学（香港）、嶺南大学（韓国）、チュラロンコン大学（タイ）、マラヤ大
学（マレーシア）、ヘルワン大学（エジプト）パムッカレ大学（トルコ）、
カタロニア工科大学（スペイン）の計8大学から合計31名の学生が参加
しました。

本プログラムでは、本学の繊維学系や応用生物学系の教員による講義
や研究室見学を行い、本学が誇る繊維研究の幅広い分野が紹介されまし
た。また、株式会社川島織物セルコンを訪問し、大がかりな緞帳作製の
現場見学と日本の近代化と繊維産業発展の歴史等について学ぶ機会が設
けられました。

最終日には、参加学生がそれぞれ、自国の繊維技術と産業において日
本とどのようなコラボレーションが可能かを発表しました。今回のプロ
グラムでの学修内容を踏まえた上で、日本の繊維技術の各国の民族衣装
へ応用や、環境問題への解決策としての活用等、それぞれの国の事情を
反映した様々な提案がなされました。

参加学生は、多様な国籍からなる学生同士でのディスカッションに真

剣に取り組み、また、学術面のみならず、日本の文化も大いに楽しみ、
日本への留学意欲が高まったという声も多く聞かれ、この事業を通じて、
連携大学とのパートナーシップがより深まり、学生交流が一層活発とな
ることが期待されます。
From July 5 to 12, 2017, the short-term program on textiles, “KIT Holistic 
Textile Summer School 2017”, was held by KIT Center for Fiber and 
Textile Science. Utilizing the international network of KIT, which has 
tradition in textile research, a total of 31 students from 8 universities 
participated, including Donghua University (China), The Hong Kong 
Polytechnic University (Hong Kong), Yeungnam University (Korea), 
Chulalongkorn University (Thailand), The University of Malaya (Malaysia), 
Helwan University (Egypt), Pamukkale University (Turkey) and ESEIAAT of 
Universitat Politecnica de Catalunya (Spain).
The program included lectures and laboratory tours by KIT faculty 
members of Fiber Science and Engineering and Applied Biology, 
introducing a wide range of fields of textile research that KIT takes pride 
in. They learned about the culture and spread of the textile industry in 
Kyoto and they visited Kawashima Selkon Textiles Co., Ltd, where they 
had the chance to observe the actual large scale manufacturing process 
of drop curtains and learn about Japan’s modernization, textile industry 
history and development.
On the final day, each student presented the kind of potential 
collaboration they envision with Japan on their home country’s textile 
technology and industry. Based on the content of the program, various 
ideas were presented, reflecting the circumstances of each country, such 
as applying the Japanese textile technology to the national costumes of 
each country or as a solution to environmental problems.
The students worked seriously on the discussions among students 
consisting of diverse nationalities and enjoyed not only the academic 
aspects but also the Japanese culture. Moreover, many suggested that 
their desire to study in Japan had increased. This project is expected to 
lead to more active partnerships and student exchange with the partner 
universities.

染色を体験する学生たち
Dyeing Experience

チームに分かれて課題にとりくむ
Work in teams
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電子工学サマースクール
KIT Electronics Summer 
School 2017
<参加大学　Participant University>
University of Orleans – Polytech Orleans 
(France), Justus-Liebig University Giessen 
(Germany), Al-Farabi Kazakh National University 
(Kazakhstan) 
※詳細は9ページ
　See P9 for details

日韓学生電気分析化学ワーク
ショップ2017
The 2017 Japan-Korea student 
electrochemical workshop
<参加大学　Participant University>
Kyungpook National University (Korea）

ゴム科学と技術－KITで学び，
KITから世界へ発信
Rubber science and technology: 
we learn in KIT, and we send to 
the world from KIT
<参加大学　Participant University>
Mahidol University (Thailand), Chulalongkorn 
University (Thailand), University Kuala Lumpur 
(Malaysia), King Mougkut’s University of 
Technology North Bangkok (Thailand)

タイに育成する植物からの有用
物抽出プロジェクト
Extraction of Useful Products 
from Plants in Thailand
<参加大学　Participant University>
Ra jamanga la  Un ive rs i t y  o f  Techno logy 
Thanyaburi (Thailand)

ケルン応用科学大学との国際共
同建築ワークショップ
Architecture Workshop Program
<参加大学　Participant University>
Cologne Univers i ty of Appl ied Sciences 
(Germany)

国際化モデル研究室ワークショップ
Model Globalization Laboratories workshops

本学教育活動の国際化を牽引する研究室として、国際化モデル研究室を指定しています。各研究室では次のようなワークショップを実施しました。
We designate model globalization laboratories every year to drive the globalization of our education through actual international laboratory collaboration 
and joint research. 
Each laboratory conducted the following special workshops. 

担当：池田裕子　教授
Organizer:  Prof. Yuko Ikeda
※写真は7月に行われた関連セミナーの様子
　Photo is the related seminar held in July

担当：高橋和生　准教授
Organizer: Assoc. Prof. Kazuo Takahashi

担当：小原仁実　教授
Organizer: Prof. Hitomi Ohara

担当：吉田裕美　准教授
Organizer: Assoc. Prof. Yumi Yoshida

担当：木村博昭　教授
Organizer: Prof. Hiroaki Kimura
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インド工科大学グワハティ校は11学科
と3つの学術研究センターからなる理
工系の大学です。キャンパスはインド
北東アッサム州の中心都市であるグワ
ハティにあり､ 285ヘクタールという
広大な面積を有します。非常に高い研
究業績をあげており、Times Higher 
Education大学世界ランキングでも高
い評価を得ています。本学とは2015年
に協定を締結し、継続的に双方の大学
でのセミナー開催し、留学生受入によ
る交流を活発に行っております。

Indian Institute of Technology Guwahati
Indian Institute of Technology Guwahati 
is a science and engineering institution 
consisting of 11 departments and 3 
academic centers. The campus is 
located in Guwahati, the central city of 
the state of Assam in Northeastern 
India, on a vast 285 hectares plot of 
land. Its research achievements are 
significant and it is also ranked high at 
the Times Higher Education World 
University Rankings. One of KITs 
partner inst i tut ions s ince 2015 , 
seminars and active exchange of 
students continues to take place.
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博士後期課程バイオベースマテリアル学専攻2回生
Amit Kumar Pandey

2nd Year Doctoral Student, Department of Biobased Materials Science

私はインドから来ており、現在、櫻井伸一教授の指導の
下、博士後期課程でバイオベースマテリアル学を専攻して
います。修士課程の時にバイオベースポリマーの研究に関
心を持ち、更に研究スキルを拡大するためにも留学を考え
ていましたので、京都工芸繊維大学のバイオベースマテリ
アル学専攻に入学しました。私の研究は、主にポリ乳酸

（PLA）ベースの複合材料のX線散乱分析に焦点を当ててい
ます。PLAは、トウモロコシのデンプンに由来する乳酸モ
ノマーから製造されており、最も頻繁に使用されるバイオ
ベースポリマーの1つです。PLAは、再生可能性と生分解
性という観点から、石油系ポリマーの代替品として大きな
可能性を秘めています。

私が初めて日本に来たのは2016年の9月でした。ベジタ
リアンなので、当時、唯一の懸念は食べ物でしたが、住ん
でいる内に日本のレストランでもベジタリアンの食事を見
つけることが出来ました。教授、同僚、友人、そして私の
周りの人たちのお陰で、ここに歓迎されている気持ちにな
りました。滞在の1年目は、KITの国際交流会館(まりこう
じ会館)に住ませていただき、世界中からの友達が出来ま
した。私は昔から異文化交流に非常に興味があり今後も
様々な活動に参加することを楽しみにしております。2017
年1月に、KIT主催の外国人留学生文化体験学習ツアーに参
加しました。 地元の小学生と時間を過ごし、日本の文化、
産業、京都の自然を探検しました。勉強を海外で継続しよ
うと考えているみなさんには日本を第一の選択肢として強
くお薦めします。

I come from India and currently I am pursuing my doctoral 
course under the supervision of Prof. Shinichi Sakurai in the 
Department of Biobased Materials Science. During my 
Master’s, I became interested in the research on the area of 
Biobased Polymers and I wanted to study overseas in order 
to broaden my research skills. This is how I decided to join 
BBM department of KIT. My research basically focusses on 
the X-Ray scattering analysis of the Poly Lactic Acid (PLA) 
based composites. PLA is one of the most frequently used 
biobased polymers, produced from lactic acid monomers 
that are derived from the corn starch. PLA holds great 
potential to substitute petroleum based polymers because 
of its renewability and biodegradability. 
The first time I came to Japan was on September 2016. The 
only concern I had was food because I am a vegetarian. 
However, with time I was able to find vegetarian food in 
Japanese restaurants. My professors, colleagues, friends 
and people around me, have made me feel welcomed here. 
For the first year of my stay I lived in KIT international 
house (Marikoji Kaikan), where I made friends from all 
around the world. I have always been passionate about 
cross-cultural exchange. I look forward to getting involved 
in different campus activities. On January 2017, I joined the 
International Student Study Tour organized by KIT. I spent 
time with local elementary school children and explored 
Japanese culture, industry and the natural areas in Kyoto. I 
strongly recommend everyone to consider Japan as their 
first choice for further studies.

和歌山アドベンチャーワールドへの研究室旅行
Laboratory Trip at Wakayama Adventure World

コスモス畑での集合写真
With my research group at Cosmos Flower Garden



INFORMATION

ベトナム同窓会（長年にわたり日越間の交流に尽力してきた宮田教授を囲んで）
Reunion party in Hochi Minh City (Surrounding Prof. Miyata who has been engaged in exchanges 
between Japan and Vietnam for many years.)

中国同窓会
Reunion party in Shanghai

元留学生同窓会を開催
KITEC Alumni Meeting at Ho Chi Minh City and Shanghai

国際センターでは、本学を卒業・修了等した留学生の同窓会を定期的
に実施しています。今年度は、9月にベトナム・ホーチミン市で、10月
に中国・上海市で実施しました。いずれも、国際学術交流クラブ（KITEC）
連絡事務所のチェアや、協定校で勤務する卒業生に協力をいただき開催
が実現し、会場は和気あいあいとした雰囲気に包まれました。

ベトナムの同窓会は、先立って行われた第15回日越セミナーの懇親会
との共同で開催し、会場は、学術交流の場であると同時に、本学の卒業
生・教職員との交流を繋ぐ機会となりました。中国では、参加者は、学
生時代の研究テーマや、アルバイトと勉学の両立に苦心した思い出等を
語り、自身が学生だった頃からあまり変わらない京都の様子を懐かしむ
と同時に、現在の自分の仕事を互いに紹介しました。

参加したみなさんが本学に対する愛情を語ってくださりました。本学
では、今後も、各国で活躍する卒業生の方々に誇りに思っていただける
よう、大学の魅力化を進めてまいります。

KIT International Center regularly holds reunions for KIT’s international 
alumni.
This year, the reunions took place in Ho Chi Minh, Vietnam in September 
and in Shanghai, China in October. Both events were held in a friendly 
and warm atmosphere with the cooperation of the Chairs of KITEC’s 
Liaison Offices as well as KIT’s alumni who are now employed at partner 
institutions. The reunion in Vietnam took place together with the social 
gathering of the 15th Japan-Vietnam Joint Seminar, held in advance, 
making it a unique opportunity for academic exchange among alumni, 
faculty and staff. In China, participants had the chance to talk about their 
current jobs and their research topics when they were students, 
recollecting the difficulties of trying to balance part-time job and studies 
and missing Kyoto, which apparently had not changed much since those 
days.
All participants expressed their love for KIT. KIT will continue to strive in 
order to become even more appealing so that alumni all over the world 
can be proud of it. 

国際学術交流クラブについて
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（2017年11月現在）：会員数695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、下記URLからご登録お願いします。

https://www.cis.kit.ac.jp/~kokusai/form/?p=513

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, 2017: 695 Nationalities: 48
Please register your information from the URL below.
https://www.cis.kit.ac.jp/~kokusai/form/?p=513
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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
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京都工芸繊維大学国際センター
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Kyoto Institute of Technology 
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