
Support for International Students

Counselor Assistant Prof. Tomoko OGASAWARA
Kanazawa University Health Service Center

Support From Outside

KU-GLOCS ACT Series

[KU-GLOCS ACT.23]
Camp at the base of Hakusan with President

Email me to apply for counseling → hokekan＠kenroku.kanazawa-u.ac.jp
※Both Japanese and international students are welcome. If you’d like to get 
counseling in English, please indicate so in email.
※In case of emergency, please come to directly the Health Service Center.

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. 

Full version of the interview will be available on the SGU Website and facebook page soon.

I decided to join this camp because I 
wanted to experience something different 
from my everyday life. It was really 
interesting to see different landscapes 
and experience a different way of life. 
The most enjoyable part for me was 
homestay. You could see that they were 
living in a very simple way, without 
having a lot of  material things, but still 
they live happily. 
That is certainly one 
thing I learned there !

Ms. Sarah Besis (From France)
International Student Center

Second left is Sarah

Making soba was fun, 
though a bit tough.

There are supporters outside the 
university as well.

International Exchange Advisor
This system enabled the local people 
who had been voluntarily supporting 
our international students to act as an 
official advisor of the University.

Collaborative Professor
We appoint alumni working as 
academic staff at university overseas 
to “Collaborative Professor,” and they 
help recruiting international students 
and supporting other alumni.
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Now, more than 700 international students study at Kanazawa University. In our Top Global University Project, the 
university aims to increase the number of international students to 2,200, i.e. 20% of all students in the university, in 
2023. Toward that goal, we strive to increase the programs composed only of the courses taught in English, build a 
new dormitory for Japanese and international students, and so on.
At the same time, we need to establish support systems for international students, so that they can live a fruitful life at 
Kanazawa University. So far, tutors and international student advisors have been providing support for international 
students, and this year, some new members joined us to support  international students.

I started to work as a counselor at Kanazawa University 
this October.
When I was working as an English teacher, I realized the  
importance of counseling. Then, I went to America and 
studied School Counseling at a graduate school. After 
that, I majored in Family Therapy at another graduate 

school, and had a lot of experience of clinical practice and education.
I put emphasis on problem prevention as well as on one-to-one counseling. 
Recently, I had a lecture in English about stress management and self-care, 
and it got favorable comments from international students. I’d like to offer 
sufficient support for international students. 

“Camp at the base of Hakusan with President” took place from 
November 21 to 23 and 35 students including 21 Japanese students 
and 14 international students joined the event.
This was the first time to hold the camp with President in Hakusan area. 
The participants built up their human resilience through the activities 
unique to this mountainous area, such as observing canyon, harvesting 
medicinal plants, and making soba using locally grown buckwheat.

President Yamazaki gave 
an interesting lecture.

They enjoyed 
geographic features 

created by Tedori River.

It was a rare opportunity to 
harvest medicinal plants!



⾦沢⼤学の留学⽣⽀援
現在、⾦沢⼤学では通年で700⼈超の留学⽣が学んでいます。本学のスーパーグローバル⼤学創成⽀援事業

では「2023年度に留学⽣を2,200⼈（全学⽣の20％）にする」という⽬標を掲げています。そのために、授業
の英語化を進めて英語だけで卒業／修了できるコースを増やす、学⽣留学⽣⽤の宿舎を増設するといった環境
整備に取り組んでいます。
受け⼊れた留学⽣が充実した学⽣⽣活を送れるようにするには、彼らの学習・⽣活をサポートする仕組みも

必要です。本学では、チューター制度や留学⽣相談教員の配置など、留学⽣⽀援の取組を⾏ってきました。今
後、より多くの留学⽣を受け⼊れるにあたり、今年度から開始した新しい取組を紹介します！

発⾏ 平成27年12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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留学⽣カウンセラー 保健管理センター特任助教 ⼩笠原知⼦先⽣ 学外からのご協⼒

11⽉21⽇から23⽇の3⽇間にわたり，⽯川県⽩⼭市を舞台に「⽩
⼭麓合宿」を実施し，⽇本⼈学⽣21名と留学⽣14名の計35名の学
⽣が参加しました。
今年度、過去2回の合宿はいずれも能登地域で実施されましたが、

今回は⽩⼭地域での実施とあって、参加学⽣たちは、峡⾕の⾒学
や、薬草の収穫、そば打ち体験などを通して、⼭の恵みを体感し
ながら⼈間⼒を⾼めました。

⼭崎学⻑の楽しい講義に
参加学⽣も興味津々

⼿取川が⽣み出した⽩⼭麓の
地形を堪能

薬草の収穫という珍しい
体験もできました！

KU-GLOCS ACTシリーズ
学⻑と⾏く⽩⼭麓合宿

カウンセリング予約はこちらまで→ hokekan＠kenroku.kanazawa-u.ac.jp
※⽇本⼈学⽣・留学⽣ともに歓迎です。英語対応を希望する場合は、その旨を
メールに記載してください。
※緊急の際は、直接保健管理センターにお越しください。

今年の10⽉にカウンセラーとして着任しました。
⽇本で英語教育に携わっていたときにカウンセリング

の重要性に気づき、アメリカの⼤学院でスクールカウン
セリングを学びました。その後、別の⼤学院で家族療法
を専攻し、研究を⾏うとともに臨床経験、教育経験を積
みました。

⼀対⼀のカウンセリングはもちろんですが、授業などで必要な知識を広
めるなど予防的な取組もとても重要です。先⽇、「ストレスマネジメント
とセルフケア」という講演を英語で⾏ったところ、留学⽣に好評だったの
で、このような機会も増やしていくなど、留学⽣のニーズを捉え、適切な
サポートを⾏っていきたいと思います。

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。

⼩笠原先⽣のインタビュー全編は、⾦沢⼤学SGU Webサイト、Facebookで公開予定！

⽇常⽣活ではできないことを体験し
たいと思い、この合宿に参加しました。
普段とは違う⾵景を⾒て、普段とは違
う⽣活を体験したことは、とても⾯⽩
かったです。
いちばんの思い出は、⺠泊体験でホ

ストファミリーと過ごしたことです。
彼らの暮らしはシンプルで、物があふ
れているわけでもありませんが、とて
も幸せな⽣活を送っています。そのこ
とが私にとって⼤きな
学びでした。

留学⽣センター所属
ベシス・サラさん（フランス出⾝）

左から2番⽬がサラさん

そば打ちは難しい
けど楽しかった！

留学⽣⽀援においては、学外者の
⽅々にも協⼒していただいています。

国際交流アドバイザー
今年度から制度を設け、これまでご
厚意で本学の留学⽣を⽀援していた
だいていた⽅々が、本学が任命する
公式なアドバイザーとして活動でき
るようになりました。

コラボラティブ・プロフェッサー
海外の⼤学等で研究・教育を⾏って
いる本学の卒業⽣・修了⽣を任命し、
留学⽣のリクルート活動や帰国した
留学⽣のフォローアップをしていた
だいています。


