
Research and Medical Activities Becoming Much More Globalized!

Kanazawa University has been promoting the globalization of the entire university through its Top Global 
University Project. We’ve been mainly focusing on the globalization of education and students so far. In this 
issue,  let us introduce a few latest examples of globally acclaimed research and medical activities.

A Symposium will be Held in Italy (Dec.13-14)

On November 18, “Career×Global Seminar –The Type of Individuals Needed by the Future 
Society–” took place, and approximately 80 participants attended the event.

In the first half of the event, Mr. Chikara Funabashi, Project Director of “TOBITATE! Young 
Ambassador Program,” presented his special lecture. He shared his ideas about what type of 
individuals will be needed in the future society and what kind of experience can be gained from 
study abroad. His passionate lecture captured the audience’s attention.

In the latter half, Mr. Funabashi facilitated a panel discussion, and six panelists shared  
their experiences about how their study abroad affected their career plans. There were 
active discussions between the panelists and the participants even after the event.

The members of Student Staff were relieved as their event ended in success. 

Assoc. Prof. Hideki Murakami
Performs a Delicate Surgery for Spinal 

Tumor in Thailand!
On August 29, Associate Professor Hideki Murakami 
and his assistant performed a surgery to remove spinal 
tumors at Khon Kaen University Hospital, Thailand.
A doctor at the hospital asked him to lead the operation, 
because the only way to save the 48-year-old female 
patient was “Second Generation Total en bloc 
spondylectomy (TES),” a method that was developed 

and has been operated at KU.
The eight-hour operation was
successfully completed, and he was
given a certificate of appreciation
from the Thai Ministry of Education. 

The Nobel Prize in Chemistry 2016 is 
awarded to Dr. Jean-Pierre Sauvage, 

Research Professor at KU!!
On Oct. 5, it was announced that 
the Nobel Prize in Chemistry 2016 
is awarded to Dr. Jean-Pierre 
Sauvage, Professor Emeritus at 
the University of Strasbourg. He 
was appointed to Research Professor (Visiting 
Researcher Type) at KU in April 2016, and has been 
cooperating to one of the university’s research projects. 
On October 25, he gave a special lecture at KU, and 
approximately 150 students attended the lecture.

Research Professor system provides the 
appointed professors with the environment where 
they are able to concentrate on research in order to 
enhance the university’s research activities. 
There are three types including “Visiting Researcher 
Type,” “Internal Promotion Type,” and “Young 
Researcher Type.” “Visiting Researcher Type” is 
appointed to the researchers from Japan and abroad 
who have achieved outstanding performances.

A symposium on cultural comparison between Japan and Italy 
will be held in Florence, Italia, co-hosted by Prof. Morihisa
Ishiguro and other faculty members from the College of Human 
and Social Sciences, University of Florence, and other 
institutions in Florence.
■Dates December 13-14, 2016
■Venue ISI Florence, Florence, Italy
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Issued in November 2016
by Top Global University Project 
Planning and Promotion 
Headquarters, Kanazawa University
TEL 076-264-5240
FAX 076-234-4037
sgu@adm.kanazawa-u.ac.jp
http://sgu.adm.kanazawa-u.ac.jp/en/

KU-SGU
Newsletter
Vol.16

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!



教員の研究・診療活動も もっとグローバルに！
本学のSGU事業では、⼤学全体のグローバル化に取り組んでいます。これまで、主に教育のグローバル化や

世界に⾶び⽴つ学⽣たちに焦点を当ててきましたが、今⽉号では本学の教員の研究や診療におけるグローバル
化の新たな事例をご紹介します。

発⾏ 平成28年11⽉
⾦沢⼤学
スーパーグローバル⼤学
企画・推進本部

TEL 076-264-5240
FAX 076-234-4037
sgu@adm.kanazawa-u.ac.jp
http://sgu.adm.kanazawa-u.ac.jp/

KU-SGU通信
Vol.16

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。

イタリアでシンポジウムを開催（12/13〜14）

11⽉18⽇に、KU-SGU Student Staff主催による「［キャリア］×［グローバル］セミナー
－これからの社会で求められる⼈材像－」を開催し、学⽣、教職員ら約80名が参加しました。
第1部では、⽂部科学省で「トビタテ！留学JAPAN」のプロジェクトディレクターを務め

る船橋⼒⽒が、変わりゆく⽇本社会でどのような⼈材が必要とされ、そのような⼈材になる
ために留学で得られる経験とは何か、⾃⾝の体験も交えて熱のこもった講演を繰り広げ、参
加した学⽣たちはメモを取りながら真剣な⾯持ちで話を聞いていました。

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。

第2部では、船橋⽒をファシリテーターとして、本学の学⽣ら6名がパネルディスカッ
ションを⾏い、留学のきっかけやそれによって得たこと、その経験がキャリアプランや
就職活動にどのように影響したか、について意⾒を交わしました。セミナー終了後も、
参加した学⽣たちが熱⼼に質問する姿が⾒られました。
船橋⽒の招へいやパネリストの選定から、当⽇の司会進⾏まで⾏ったStudent Staffたち

は⼤変だったと思いますが、セミナーが盛況に終わり充実感を感じたようです。

医学系 村上英樹准教授
タイ・コンケン⼤学病院で難⼿術に成功！

8⽉29⽇、医薬保健研究域医学系の村上英樹准教授
らが、タイのコンケン⼤学で背⾻のがん「胸椎悪性腫
瘍」の摘出⼿術を⾏いました。
今回⼿術を⾏ったのは、コンケン⼤学病院に⼊院す

る48歳の⼥性で、本学が開発し⾏っている“次世代腫瘍
脊椎⾻全摘術”でしか命を救うことができない状況であ
ることから、コンケン⼤学側から要請を受け実現しま

した。
約8時間に及ぶ⼤⼿術は無事成

功し、村上准教授には、タイ王
国政府教育省からの感謝状が贈
呈されました。

リサーチプロフェッサー（招へい型）
ジャン＝ピエール・ソヴァージュ先⽣

ノーベル化学賞を受賞！！
10⽉5⽇、本年4⽉より本学の

リサーチプロフェッサー（招へ
い型）として本学の研究拠点形
成にご協⼒をいただいている、
ジャン=ピエール・ソヴァージュ
先⽣（フランス・ストラスブー
ル⼤学名誉教授）が本年度の「ノーベル化学賞」を受
賞されました。
本年5⽉の来学に引き続き、10⽉にも来学されて本

学学⽣向けに集中講義を⾏い、約150名の学⽣が参加
しました。

「リサーチプロフェッサー」とは？
優れた研究⼒を有する教員を確保するとと

もに研究に専念する環境を整備し，本学全体
の研究⼒強化を図るためのリサーチプロ
フェッサー制度に基づき，任命されるもの。
招へい型，登⽤型，若⼿型の３つがあり，

招へい型は，極めて顕著な業績を有する国内
外の研究者を招へいする際に適⽤されます。

⼈間社会研究域歴史⾔語⽂化学系の⽯⿊盛久教授らが中⼼となり、
⽇伊の⽂化⽐較をテーマに、イタリア・フィレンツェ⼤学等の教育機
関の協賛・協⼒の下、本学⼈間社会学域所属教員とイタリアの研究機
関所属研究者が⼩シンポジウムを開催します。
■⽇程 2016年12⽉13⽇（⽕）〜12⽉14⽇（⽔）
■場所 ISI Florence（フィレンツェ市／ルチェッライ宮殿内）

［キャリア］×［グローバル］セミナー －これからの社会で求められる⼈材像－を開催


