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Brand New Student / International Student Dormitory “Hokumei” 
 On March 28th, the opening ceremony for a new dormitory "Hokumei" took place, and approximately 100 

people gathered to enjoy the celebrations. This is a share house type residence for both Japanese and 

International students (accommodating 200 students). The buildings are two or three-storied ferroconcrete and  

2 Japanese students and 3 students of various nationalities live in 1 unit share house. Together with “Sakigake,” 

which was constructed earlier, we are now able to accommodate 304 students.  

After the greeting by President Yamazaki, 

representatives cut the ribbon to celebrate 

the opening and the new signboard of 

Hokumei was unveiled. Many people 

participated in the open house afterwards. 

 Through the Top Global University Project, Kanazawa University strives to nurture human resources who 

take active roles in the world. Not only students and faculty but administrative staff also must be globalized. In 

2015, we started a program for staff training, by which administrative staff are sent abroad. As a part of this 

program, Mr. Tatsuya KITAGAWA of Research Promotion Department was dispatched to Taiwan.  

From March 20th to 23rd, I participated in APAIE (Asia Pacific Association for 

International Education) Annual Conference 2017 in Kaohsiung, Taiwan. The main 

missions of this business trip were “To experience the field of international 

educational exchange as a young administrative staff involved in International 

Exchange and make use of the experience in future work “ and “To find issues in 

International Exchange.” I was able to have a clearer image of my normal duties by 

undergoing the actual international exchange site.  

Special Article Administrative Staff Training, APAIE 2017（Taiwan） 

“With representatives  of  
The University of Adelaide” 

Taiwanese Cuisine（Night Market & Seafood） 
 Xiaolongbao (steamed soup dumpling) and luxury shaved-ice with lots of fruits on top are two of the famous 

Taiwanese cuisine; however, night markets are also indispensable. Kaohsiung also has famous night market. 

It was very fun to stroll around the energetic market. The night before the departure, I took a ferry to an 

Mask Is Required？ 
 Kaohsiung is an industrial city. In particular, industries such as steelmaking, thermal power generation, and 

shipbuilding are prominent. Lately, air pollution has become a problem there. I was curious to find that many 

people were wearing mask even on a hot day. Unlike Japan where white masks are popular, most people were 

wearing black masks.  

“Night Market” 

island nearby to have a dinner with my senior. Everything we ate there were so 

tasty and all dishes were served very quickly. We really enjoyed fresh seafood of 

Kaohsiung. However, I woke up in the middle of the night to run to the toilet.  

It was food poisoning from the dinner! I couldn’t leave the bathroom until the 

morning… At that moment I strongly hoped seafood I had was heated thoroughly. 

Instead of gaining weight from loads of delicious Taiwanese cuisine, I was worn out 

as I returned to Japan…  

★You can read more on our Facebook！<https://www.facebook.com/kuglocs/> 



新しい学生留学生宿舎が完成！ 
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学生留学生宿舎「北溟」完成披露式を挙行 

 3月28日、角間キャンパスにおいて学生留学生宿舎「北溟（ほくめい）」の完成披露式を挙行しました。 

  

 

 

 

事務職員のAPAIE2017年次大会出張記（台湾） 

“アデレード大学関係者と” 

 本学のSGU事業では、学生・教員だけではなく、職員のグローバル化も目標としております。その一環とし
て、研究推進部の北川達也さんが台湾出張記を寄稿してくれました！ 

山崎学長からの挨拶の後には、
新しい学生留学生宿舎完成を記
念して、テープカットと看板の
除幕式が執り行われました。終
了後には宿舎の見学会を実施。
たくさんの方が見学しました。 

山崎光悦学長はじめ、柴田正良理事、山本博理事、有松正洋理事、森雅秀学長補佐、宿舎建設事業者および宿
舎維持管理等事業者など、関係者約100名が出席しました。本施設は、鉄筋コンクリート造２階および3階建
て計４棟で２００名が収容でき、１ユニットに日本人学生２名と留学生３名の計５名が入居できるシェアハウ
ス型住居となっています。 

★研修の詳しいレポートは、Facebookページに掲載しています！ <https://www.facebook.com/kuglocs/> 

 2017年3月20日～23日の日程で台湾・高雄で開催された開催されたAPAIEアジ
ア太平洋地域国際教育交流展2017年次大会に参加しました。今回の出張の主な目
的は「国際交流部門の若手職員として、海外教育フェア等に参加することで、世界
の国際教育交流の現場を体験し、所属している大学における今後の業務に生かすこ
と、国際交流の課題を見つけること」。NPO法人のJAFSA（国際教育交流協議会）
から奨励金をいただき、参加しました。実際に国際交流の現場を体験することで、
普段行っている業務がより具体的にイメージできるようになったと感じました。 

マスクは必須？ 
 高雄は工業の街です。製鉄や火力発電、造船など工業が集中しています。近年、大気汚染が問題になってお
り、30℃近い気温の中、多くの人がマスクをつけているのは珍しい光景だと感じました。台湾では日本のよう
な白いマスクではなく、黒いマスクをつけた人が多く、それがより珍しさを感じさせました。 

食べ物について（夜市＆海鮮） 
 台湾の食べ物といえば小龍包やフルーツの乗った贅沢なかき氷が有名ですが、夜市
も台湾の食事を語る上では欠かせないものです。高雄にも有名な夜市があり、活気あ
ふれる夜市は歩いているだけでも楽しいものでした。また、高雄は海鮮も有名です。 

特別企画 

帰国前夜、先輩とフェリーに乗って近くの島に行き、晩御飯を食べました。何を食べ
てもおいしく、料理の出てくるスピードもものすごく速く、海の幸を堪能しました。
深夜、食中毒で目をさまし、朝までトイレにこもっていたときには、じっくり火を通
してほしかったなと思ったのですが…。おいしい台湾料理を山ほど食べたのに、げっ
そりやつれて帰国することになったのでした。 

“夜市のようす” 


