
KU New Promotional Video Revealed!

Behind The Scenes

8:00 Coming to School (In front of Central Library)

10:00 Class Room 1 (General Education Lecture Hall)

11:00 Class Room 2 (Kakuma Guest House)

DAY2

17:00 Shorinji Kempo Class (Gymnasium)

12:00 Higashi Chaya District, Gyokusen’inmaru Garden

DAY1

Message from Director Maruyama

18:00 Student Dorm (Sakigake)

19:00 Birthday Party (Café in Kanazawa)

Special lecture by Vice President 
Fukumori made the class room 
full of laughter.

About 30 students participated in  
the scene, where the main 
character runs in beautiful morning 
sun.

Thanks to Assistant Prof. 
Rosenberg’s friendly class, the 
students met for the first time 
soon became friends.

Assistant Prof. Mammadova
kindly taught the students, though 
it was the first time to practice 
Shorinji Kempo for most of them.

The party seemed cheerful and 
joyful as if the participants had 
been friends for long time. 

Students of KU tea ceremony 
club added an atmosphere of  
traditional culture of Kanazawa to 
the scene of tea ceremony.

Residents of the unit used in the 
video were so nice and friendly as 
you’ll feel from the video.

Shootings of the video were conducted on October 7 and 8, blessed with 
relatively nice weather.
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A brand-new promotional video of Kanazawa University was completed!

The theme is “Found it Here.” This video depicts a female student who found what 
she wanted to do through her study abroad at Kanazawa University. Beautiful 
footages shot in KU campus and various places in Kanazawa city, along with the delightful music, are woven 
into a video production like a short film.

This video was directed by Mr. Takeshi Maruyama, who directed a lot of music videos of AKB48 and a 
documentary film of Nogizaka46. Despite his busy schedule, he accepted our offer feeling honored to be 
engaged in a production set in his hometown, Kanazawa. 

Also, a lot of KU students including international students appear in the video as extras. 
Hope you’ll enjoy the video!

Click Here→ https://youtu.be/76s8Qp8Q1F4 or Search “Kanazawa University Found it Here”

It was the first time to be engaged in a production set in 
Kanazawa, my home town, in my 10-year career as a 
film director.

I’m honored to have directed the promotional video of 
Kanazawa University, which strives to develop human 
resources to lead the global society in the future. Also, 
just as the theme “Found it Here,” I found something 
precious for me through 
the production.

Best wishes for the future of 
Kanazawa University.

The entire text of his message will be available on KU website soon.



⾦沢⼤学 新プロモーションビデオ完成！
グローバル化をイメージした新しいプロモーションビデオを作成しました！
テーマは、“Found it Here ここで私は⾃分を⾒つけた”。
本学に留学していた主⼈公の⼥性が、留学⽣活を通じて⾃分のやりたいことを

⾒つけたというストーリー。⾦沢⼤学キャンパスおよび⾦沢市内各所で撮影され
た美しい映像が、疾⾛感あふれる⾳楽とともに映し出され、まるで海外のショートフィルムのような作品にな
りました。

監督は、AKB48のミュージックビデオや乃⽊坂46のドキュメンタリー映画を⼿掛けた丸⼭健志監督です。
⾦沢市出⾝の丸⼭監督は、ご多忙なスケジュールにもかかわらず、⾃分が⽣まれ育った⾦沢を舞台に作品が
作れるのは光栄だと引き受けてくださいました。

また、この作品には友⼈役やエキストラとしてたくさんの⾦⼤⽣も出演してくれました。
百聞は⼀⾒に如かず。是⾮⼀度ご覧ください！
こちらをクリック→https://youtu.be/76s8Qp8Q1F4 もしくは 「⾦⼤ Found it Here」で検索

発⾏ 平成27年12⽉
⾦沢⼤学
スーパーグローバル⼤学
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撮影の裏側を⼤公開！

8:00 登校シーン（中央図書館前）

10:00 授業シーン①（総合教育講義棟）

11:00 授業シーン②（⾓間ゲストハウス）

DAY2

17:00 少林寺拳法のシーン（体育館）

12:00 ひがし茶屋街、⽟泉院丸庭園等のシーン

DAY1

丸⼭監督からのメッセージ

18:00 寮のシーン（学⽣・留学⽣宿舎「先魁」）

19:00 誕⽣⽇パーティーのシーン（市内カフェ）

福森理事のユーモアあふれる特別
授業のおかげで、笑顔がいっぱい
のシーンが撮れました。

朝⽇の中を⾛る美しいオープニ
ングシーンには、約30⼈の学⽣
がエキストラとして撮影に協⼒
してくれました。

ジェイミー先⽣による授業シー
ンでは、初対⾯の学⽣同⼠が
すっかり仲良くなっていました。

留学⽣センターのアイーダ先⽣
が、道着の着⽅から丁寧に教え
てくださいました。

まるで以前からの友達同⼠のよ
うに楽しいパーティーシーンに
なりました。

お茶室のシーンには茶道部の
学⽣が参加して、⾦沢の伝統⽂
化の雰囲気を演出してくれまし
た。

撮影で使⽤した110ユニットの
みなさんはとってもフレンドリー
で、いつ撮影したの？というくら
い⾃然な雰囲気になりました。

10⽉7⽇から8⽇にかけて、この時期の⾦沢には珍しく好天に恵まれた中で
撮影が⾏われました。

映像監督として今年でちょうど10年⽬になります。
そして、10年⽬で初めて、故郷・⾦沢での演出作品。

今後、世界で活躍する⼈材を輩出していく⾦沢⼤学
のプロモーションビデオを監督できたことに誇りを
持つと同時に、「Found it Here」という作品テーマ
と同じく、私も故郷での作品制作を通して、⼤切な
モノを⾒つけた気がします。

10年後、
あるべき姿になるために。

メッセージの全⽂はこちら
http://www.kanazawa-u.ac.jp/university/kupv


