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Special Lecture by Keisuke Honda, a World Famous Soccer Player, Takes Place 

 KU-SGU Student Staff and other Japanese and international students 

of Kanazawa University hosted a university-wide scale event, “Global 

Week ~ International Exchange Festival for your career development ~ ” 

in order to increase momentum for globalization among students. More 

than 10 international exchange events such as game party, exchange 

party, workshops, etc., were held throughout the week. Participants 

enjoyed experiencing international exchange that cannot be found in 

everyday life and acquired a global perspective. Approximately 400 

students joined this event in total. In addition, as a part of this event,  

 On June 16th, a Japanese soccer star Keisuke Honda, who is currently playing for an Italian club, AC Milan, 

and is a member of the Japan National Soccer Team, visited Kanazawa University and delivered a special 

lecture to approximately 600 students at Human and Social Science Lecture Hall 1, Kakuma Campus.  

【ACT.80】“Global Week,” an International Exchange Event by KU-SGU 

Student Staff, Takes Place 

KU-GLOCS ACT Series 
Lectures, meetings and symposiums which accord with the concept of the Top Global 

University Project and its seven strategies can be recognized as KU-GLOCS ACT Series. 

Please contact us when you plan such events.  

If you are interested in “KU-SGU Student Staff,” please email us at <sgu@adm.kanazawa-u.ac.jp>! 

International students are welcome to join us! 

 “KU-SGU Student Staff” is a group of KU students who cooperate with the university to promote our Top 

Global University Project. The group consists of 12 members from first-year undergraduate students to doctoral 

students with different backgrounds. They have been developing ideas to change the mind of the entire 

university from the students’ point of view.  

  At the lecture, followed by Mr. Ryosuke Suzuki’s (General Manager of HONDA 

ESTILO Co., Ltd.) explanation on “Kanazawa University Sports / Regional 

Regeneration Project,” Mr. Honda spoke on the theme of the importance of taking 

actions without fear of failure, how to face yourself, etc. In addition, he encouraged 

students to keep challenging toward big goals in order to succeed not only in Japan 

but also in the world. A lively question and answer session followed, in which the 

students asked Mr. Honda about his future dreams, how to control his emotion and 

so on. The audiences enthusiastically listened to every word from Mr. Honda and 

had much to learn from this lecture. 

 

Faculty and Staff >” took place. The members 

of Student Staff were relieved as the events 

ended in success. We hope that the students 

who participated in those events will go 

abroad in the near future!  

“Pictures from the event ” 

“KU-SGU Student Staff” 

“Mr. Honda at the lecture” 

meals from various countries such as Fish and Chips (UK), Beef Rendung (Indonesia) and so on, were provided 

at the University cafeterias in cooperation with the Kanazawa University Co-operative. On the last day, in 
relation to Premium Friday (*) , “KU Premium Friday < Exchange event for Students・International Students・ 

(*) Premium Friday is a campaign promoted by the 

Government of Japan and Japan Business Federation 

recommending employees to spend more enriched life 

every last Friday of each month.  

 



  

 

 

 

KU-SGU Student Staffが活躍！ 
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【ACT.80】KU-SGU Student Staff主催「グローバルウィーク～君のキャリア
アップだけを考えた国際交流フェスタ～」を開催 

 昨年度、本学のSGU事業推進に協力する学生スタッフ組織「KU-SGU Student Staff」が発足しました。主と
して学生向けの取組を企画・実施し、大学とともに大学のグローバル化の推進を図ることを活動の趣旨として
います。7月現在のメンバーは12名。学士1年生から博士後期課程の学生まで年齢も幅広く、専門もばらばらな
学生たちが集まり、「学生の立場から大学全体の意識改革」を行うことを目標に掲げ、学生の視点を生かした
さまざまな方策を練っています。 

本田圭佑選手による特別講演会を開催 

 6月16日、人間社会第1講義棟にて、サッカー日本代表の本田圭佑選手による本学学生向け特別講演会を開催
し、本学の学生約600名が参加しました。本講演会では、HONDA ESTILO株式会社の鈴木良介ゼネラルマネー 

また、イベントの一環として、金大生協に協力いただき、期間中、本学各キャンパスの食堂において、イギリ
スのフィッシュアンドチップス、インドネシアのビーフルンダン、ウクライナのボルシチ等、多国籍料理 

を提供しました。さらに6月30日(金)には、プ
レミアムフライデー(*)に引っかけた、初のイ
ベント「プレミアム“金大”デー<学生・留学
生・教職員の交流会>」を開催し、交流を深
めました。初めての試みでしたが、盛況のう
ちに終了し、Student Staffもほっと胸をなで
おろしていました。 
(*)日本国政府と経済界が提唱する、新たな個人消費

喚起キャンペーン 

 6月26日（月）～30日(金)の1週間を“グローバルウィーク”と位置
付け、全学向けイベント「グローバルウィーク～君のキャリアアッ
プだけを考えた国際交流フェスタ～」を開催しました！
「International Exchange」「Study Abroad」「Discovery」を
キーワードとし、日常生活では味わえない国際交流体験をすること
で、学生の視野を広げることを目的とする「金大生の金大生による
金大生のためのイベント」をコンセプトに、KU-SGU Student Staff
をはじめとする各学生団体・グループが国際交流・留学相談等、合
計10以上のイベントを行い、5日間で延べ約400名を動員しました。 

KU-GLOCS ACTシリーズ KU-GLOCS ACTシリーズとは、本事業の趣旨及び７つの基本戦略と合致する「講演会」
や「シンポジウム」等の総称です。皆様からの応募をお待ちしています。 

KU-SGU Student Staffは随時新メンバーを募集しています。学年や専攻は問いません！留学経験がなくても大丈夫！ 

興味のある学生さんは、スーパーグローバル大学企画・推進室 <sgu@adm.kanazawa-u.ac.jp> までご連絡ください。 

“KU-SGU Student Staffたち” 

“イベントの様子” 

ジャーから「金沢大学スポーツ・地域活性化プロジェクト」について説明があり、
その後、本田選手が講演。失敗を恐れず行動することの大切さや、自分自身との向
き合い方などを語るとともに、「大きな目標に向かって、日本で成功することだけ
に捉われず、世界にも目を向けて挑戦していってほしい」と激励がありました。 

“講演を行う本田選手” 

  引き続き行われた、本田選手と学生との質疑応答では、本田選手の今後の夢や、
感情のコントロール方法などの話題が挙がりました。参加した学生は、本田選手の
言葉に熱心に耳を傾け、世界で活躍する著名人の講演をとおして多くの気付きを得
た様子でした。 


