
Why not Drop by “Globalized” Libraries?

Global Communication Studio/Corner  No reservation required. Opening hours are the 
same as the library hours.

 Studios are equipped with whiteboards and 
projectors for students to practice presentation.

 Students are encouraged to actively interact with 
students from other countries!

Learning Concierge for International Students 
(LeCIS)

 LeCIS are in the Global Communication 
Studios in the Central Library and Natural 
Science & Technology Library. 

 No reservation required. Be sure to check 
the schedule in advance.

http://library.kanazawa-u.ac.jp/learning/

 Languages used can be found in the 
schedule as well.

LeCIS and LA are featured in the KU library’s bulletin “Kodama Vol.188.”  http://dspace.lib.kanazawa-u.ac.jp/dspace/bulletin/kodama

Learning support for Japanese 
students are provided by Learning 
Adviser (LA.) 

LeCIS always welcome 
you with smile!
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Kanazawa University, as one of the Top Global Universities chosen by MEXT, strongly encourages its students to 
study abroad by adopting quarter system and developing new study abroad programs, in order to nurture the leaders 
of global society. Also, we aim to accept approximately 2,200 international students, 20% of the entire students, in 
2023 by accelerating our efforts to increase the number of international students. 
It is also important to globalize our campuses for Japanese students to prepare for study abroad on campus, and for 
international students to study in a good environment. 
Let us introduce the “globalized” Kanazawa University libraries!

In this April, Global Communication Studio/Corner 
opened in the 3 KU libraries to facilitate communication 
between international students and Japanese students. 
We hope the students from various countries will gather 
in these places and communicate in various languages. 
Please drop by anytime! 

Since October 2015, LeCIS has been providing learning 
support for international students on how to write academic 
papers, study science subjects and so on. Members of LeCIS
consist of international graduate students and Japanese 
graduate students who are fluent in foreign languages. They 
also help Japanese students to improve their foreign language 
skills.

Central Library
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You can enjoy 
a nice view! 

There are books 
on studying 
abroad. Central Library

Natural Science & 
Technology Library
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〜From Top Global University Project Planning and Promotion Office〜
This fiscal year is the 2nd year for our office, which was established in April 2015. 
Since 4 International Exchange Coordinators who had been sharing the room with us moved 
to another room this April, 3 members left behind were feeling a bit lonely.
In order to revitalize our office, we start to share a part of the room as a small meeting space.
KU faculty and staff are welcome to use the space! 

Office

Meeting
Space



グローバル化した附属図書館を使ってみよう！
⾦沢⼤学はスーパーグローバル⼤学創成⽀援事業のもと、“グローバル社会を牽引する⼈材”を育成するべ

く、クォーター制の導⼊や新たな海外派遣プログラムの開発などにより、学⽣のみなさんの海外派遣を推奨
しています。また、これまで取り組んできた留学⽣の受⼊をさらに推進し、平成35年度には全学⽣数の20％
にあたる約2,200⼈の留学⽣を受け⼊れることを⽬標としています。
⽇本⼈学⽣が⾦⼤の中で海外派遣に備えられるよう、また、留学⽣に充実した学修環境を提供できるよう、

キャンパスのグローバル化を進めています。
今⽉号では、⽇本⼈学⽣・留学⽣の学修の基盤を⽀える附属図書館のグローバル化について紹介します。

発⾏ 平成28年5⽉
⾦沢⼤学
スーパーグローバル⼤学
企画・推進本部
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国際交流スタジオ／コーナー
今年の4⽉、3つの図書館にオープンした「国際交流
スタジオ／コーナー」は、外国⼈留学⽣と⽇本⼈学
⽣が⽇常的にコミュニケーションを取るための空間
です。多様な⾔語が⾶び交う、グローバルな場所に
なることを期待しています。是⾮お気軽にご利⽤く
ださい！

 予約不要！図書館の開館時間内であればいつで
も利⽤できます。

 ホワイトボード、プロジェクターを完備してい
るので、プレゼンの練習もOK！

 この部屋で留学⽣と積極的に交流しよう！

留学⽣ラーニング・コンシェルジュ（LeCIS）
昨年10⽉に活動を開始したLeCISは，留学⽣からの
学修相談（レポートや論⽂の作成、理系科⽬の学修
など）に乗る⼤学院⽣（留学⽣および外国語対応可
能な⽇本⼈）です。⽇本⼈学⽣に対しては、外国語
会話の練習相⼿になってくれます。

 LeCISは、中央図書館および⾃然科学系図書館
の国際交流スタジオで活動しています。

 予約は不要ですが、時間割が決まっているので、
Webサイトで確認してください。
http://library.kanazawa-u.ac.jp/learning/

 会話練習をしたい⼈は、時間割で対応⾔語を
チェックしてください。

SGU企画・推進室からひとこと
SGU企画・推進室も昨年4⽉のオフィス設置から2年⽬を迎えました。
これまで同室にいた国際交流コーディネーター４名の⽅がこの4⽉からオフィスを移られ、
3名のみのオフィスとなり、やや広すぎるスペースを持て余しておりました。。。
そこでSGU企画・推進室の⼀部を共有ミーティングスペースとして開放しましたので、
本学教職員の⽅々はぜひご活⽤ください。

LeCISおよびLAについては、⾦沢⼤学附属図書館報「こだま」第188号で詳しく特集されています！
http://dspace.lib.kanazawa-u.ac.jp/dspace/bulletin/kodama

⽇本⼈学⽣に対する学修⽀援は
ラーニング・アドバイザー
（LA）が⾏っています。

フレンドリーなLeCISが
お待ちしています！

景⾊が⾃慢の
⾃然科学系図書館
国際交流スタジオ

医学図書館には
国際交流コーナー
が設けられました

中央図書館 ⾃然科学系図書館

中央図書館の
国際交流スタジオ
には留学関係図書
もあります 中央図書館 ⾃然科学系図書館 医学図書館

オフィス

ミーティング
スペース


