
 

         
 
 

                                                       March 4, 2016 
 
Dear Exchange Partner, 
 

Japanese Language and Culture Program at Kanazawa University（Program B） 
 
Please find the enclosed application guideline and application form for Japanese 

Language and Culture Program (Program B) 2016-2017. It would be highly appreciated 
if you could inform your students majoring in Japanese and/or Japanese Culture of this 
program and recommend up to two students to us with their application by Friday, 
March 25, 2016.  

Kanazawa University will select the applicants to recommend to the Japanese 
Government (Monbukagakusho: MEXT) Scholarship for the Japanese Studies Students. 
The applicants not selected as the MEXT scholarship candidates could be accepted to 
the program as privately financed students (without MEXT scholarship). The result of 
the scholarship selection and the acceptance to the program will be notified to the 
applicants’ home university in July. 

In case the application is unlikely to reach us by the deadline, please send the copies 
of documents first by email or fax before the deadline and send the original by mail as 
soon as possible. Please note that applicants for Program B cannot apply for other 
exchange programs. (The application to exchange programs which will start from April 
or October, 2016 has already been closed.) 
 
 
If you have any questions, please feel free to contact us. 

   Contact: IKEMOTO, Mana (Ms.) 
OGAWA, Mayumi (Ms.) 

            International Student Section, Global Affairs Support Office 
             Tel: +81-76-264-5293 

Fax: +81-76-234-4043  
E-mail: st-exch@adm.kanazawa-u.ac.jp 

 
Sincerely yours, 
 
 
 
HAYASHI, Akemi (Ms.) 
Head, Global Affairs Support Office 
Kanazawa University 
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KANAZAWA UNIVERSITY 
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２０１６年３月４日 
 
金沢大学交流協定校留学生交流御担当者 殿 
 

                             金沢大学国際機構支援室長 
                                       林 明美 

 
 

２０１６年度金沢大学日本語・日本文化研修プログラム（プログラム B） 
の推薦について（依頼） 

 
貴学には、学術交流協定の締結以来、学生及び研究者交流につき、種々、御厚誼いただき

厚く御礼申し上げます。 
  ２０１６年度金沢大学日本語・日本文化研修プログラム（プログラム B）の申請書を送付

いたします。添付の応募要項とあわせて、このプログラムへの参加を希望する学生に周知い

ただき、下記締切日までに、候補者を推薦くださるようお願いいたします。候補者は、２名

まで推薦いただくことができます。 
候補者の中から本学で選考した学生を、日本政府（文部科学省）の奨学生（日本語・日本

文化研修生）として本学から文部科学省に推薦いたします。なお、奨学生に推薦されなかっ

た学生については、私費留学生（日本政府の奨学金なし）として本プログラムへの受入れが

認められる可能性があります。本プログラムへの受入れ及び奨学金の採否結果は、７月頃に

候補者の在籍大学宛にお知らせいたします。 
出願書類の提出はすべて郵送によるものとしますが、やむを得ず期限までに送付できない

場合には、先に電子メール又は FAX で提出し、後日、早急に本紙を郵送願います。なお、

本プログラムへの応募者は、他のプログラムには応募できませんのでご注意ください（２０

１６年４月、１０月開始プログラムへの応募はすでに締め切りました）。 
 

記 
 

【提出締切】２０１６年３月２５日（金） 
 
 

 
 
 
 
 

御質問などがありましたら、下記へ御連絡願います。 
 担当： 金沢大学国際機構支援室留学生係  

池本 真菜 （いけもと まな） 
小川 真由美 （おがわ まゆみ） 

Tel:   +81-76-264-5293 
Fax:   +81-76-234-4043 

   


