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KU Top Global University Project strongly encourages our students to go abroad. The Study Abroad First Step 

Program mainly targets first-year students who have never been abroad and aims to raise their interest in long-

term study abroad programs. From September 8 to 15, the Study Abroad First Step Program in China took place 

for the first time. Ms. Mami Kondo of  International Affairs Office, who played the main role in planning the 

program, visited China to supervise a party of KU students.  

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! 

 On October 3 and 4, KU-SGU Student Staff 

hosted “Briefing Session for Study Abroad” at 

Kakuma campus. The session was organized 

for the students who wish to study abroad in the 

future to have an opportunity to grasp the rough 

idea of and proceed to the 

“Picture from the event” 

New English Advisor 

The 1st Study Abroad First Step Program in China Takes Place! 

Briefing Session for Study Abroad! 

<Message from Advisor Shimbo>   
I’m Takafumi Shimbo, an English study adviser for the students of 

Kanazawa University. Reasons and purposes for learning English 

may vary based on individual student, but you are equally given 

the chance to have a sense of achievement and fun of using 

English. I’m very happy to support you with all my ability so that 

you can achieve your goal. 

next step to plan their study 

abroad. In the first half of the 

event, the participants 

listened attentively as the 

students who  participated in 

study abroad programs shared their 

experiences. In the latter half, the participants 

talked freely with the speakers in a friendly 

atmosphere. We hope that the students who 

participated in the event will go abroad in the 

near future. 

Mr. Takafumi SHIMBO 

The English Learning Advisor system started last 

year provides support for the students to improve 

TOEIC scores on a one-to-one basis. We welcomed 

Mr. Shimbo as a new advisor from last September. 

The eight-day program was planned in cooperation with Kanazawa University Beijing Office which was 

established last October and our partner universities, Beijing Normal University and Tsinghua University, and 

offers a reliable support system. Its objective is to deepen the understanding of Chinese history by visiting the 

world heritages in Beijing and Xi’an, and to promote cultural exchange with local students. This time, 16 students 

(4 from School of Humanities, 1 from School of  Economics, 4 from School of Regional Development Studies, 3 

from School of International Studies, 1 from School of Electrical and Computer Engineering, 1 from School of 

Natural System, 1 from School of Medicine and 1 from Graduate School of Human and Socio-Environmental 

Studies) participated. 

Amazing World Heritages 

One of the features of this program is that you 

can visit numerous historical spots of Beijing 

and Xi'an. Especially, I recommend you the 

Great Wall Box House (Beijing). It has been 

repaired only few 

times, so you can 

still see how it was a 

long time ago. Also, 

you’ll be impressed 

by the detailed work  

of the Terracotta 

Army (Xi’an).  
“the Great Wall Box House” 

Exchange with Local Students 

There are many opportunities to 

interact with Chinese students in this 

program. Particularly in Xi’an, one 

Chinese student is assigned to one 

Japanese student, and spend most of 

the activities together as a pair. I saw  “With Xidian University students” 
both Japanese and Chinese students teaching each other about 

their University life, language and so on for so many times. 

Noodle Land, Xi’an 

Did you know over 100 types of noodles are served in Xi’an? 

We had so many noodles, including Xi’an’s famous Biangbiang 

(flat shaped, made from wheat) and Liangpi (served cold, made 

from rice). The next program will run in September 2018. 

<Application for TOEIC Program is Now Open!>   
Want to get a higher score on TOEIC? Want to interact with 

international students? Want to increase your speaking ability? We 

have a good news for you! Application for TOEIC Program  

is now open!    ★For detail・registration↓ 

   http://fliedu.ge.kanazawa-u.ac.jp/2017program/ 



KU-GLOCS ACTシリーズ 

第1回中国ファーストステッププログラムを実施しました！ 
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 本学のSGU事業では、学生の海外派遣を強く推奨しています。その一環として、主に1年生を対象とした、初
めて海外へ行く学生でも安心・安全なプログラムが多数用意されています。9月8日~15日には、新しいプログラ
ム「中国ファーストステッププログラム～中国世界遺産探訪～」が実施されました。本プログラムの開発から
携わり、実際に引率として参加された国際機構支援室の近藤真未さんが、中国出張記を寄稿してくれました！ 

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。 

“説明会での様子” 

英語学習アドバイザー 

新保孝史（しんぼ たかふみ）

アドバイザー 

 昨年度始まった「英語学習アドバイザー」
制度では、TOEICスコアアップに向けた学生
へのマンツーマンアドバイスと全学向けの
TOEIC対策講座を提供しています。9月から
新しいアドバイザーが就任しました！ 
＜新保アドバイザーからひとこと＞ 
英語学習アドバイザーの新保です。英語を学ぶ理由には個
人差がありますが、一人でも多くの方が英語を学ぶことを
通じて達成感を持ち、また英語を使う楽しさを体験できる
ように、全力でサポートをさせていただきます。どうぞよ
ろしくお願いいたします。  

留学制度説明会を開催 

 10月3日・4日に角間キャンパスにおいて
KU-SGU Student Staffが中心となって留学
説明会が開催されました。これは、これから
留学を目指す学生や、海外に興味があるけど
どこに聞いていいかわからないという学生に、
経験者の話を直接聞く場を提供し、今後の参
考にしてもらうことを 

留学経験者、参加者間で対談セッションがあ
り、参加者の様々な悩みに丁寧に答えていま
した。この説明会をきっかけに留学を決意す
る学生が増えることを願います。 

<TOEIC後期プログラム募集中> 

TOEICのスコアをもっと上げたい方！留学生と交流したい
方！スピーキングの力をつけたい方！そんな方に朗報です。
2017年度後期「英語力UPプログラム」の受講生募集が始ま
りました！  

目的としたものです。 
Student Staffによる
具体的な研修制度や奨
学金の紹介の後、留学
経験者からの体験談が
披露されました。その
後は、Student Staff、 

★詳細・申し込みはこちらから↓ 

   http://fliedu.ge.kanazawa-u.ac.jp/2017program/  

本学の協定校である北京師範大学、清華大学、西安電子科技大学の協力を得て、本プログラムが実現しました。
中国現地の学生たちと一緒に北京や西安の世界遺産を巡ることで、中国の歴史について理解を深めると同時に、
現地学生との交流を図ることを目指しています。第1回目となる今回は、本学の学生16名（人文学類4名、経済学
類1名、地域創造学類4名、国際学類3名、電子情報学類1名、自然システム学類1名、医学類1名、人間社会環境
研究科1名）が参加しました。 

世界遺産の見どころ 

オススメです。秦始皇兵
馬俑博物館では、約8,000

体もの兵馬俑の顔の表情
や衣装、ポーズが全て異
なっていることを知り、
その規模の大きさと作業
の細かさに驚きました。 

現地学生との交流 
本プログラムでは、協定校の学生と
触れ合える機会を多く設けました。
特に西安では、西安電子科技大学日
本語系の学生と、本学の学生が一対
一のペアとなって、世界遺産の参観
から発表会、食事、買い物まで、日
程のほとんどにおいて行動を共にし
ました。日本と中国それぞれの大学 
生活や言語などについて教え合う様子が見られました。 

西安の麺は100種類以上！？ 

“古北口長城” 

“西安電子科技大学の学生と” 

西安は、とにかく麺料理が豊富！名物のビアンビアン麺 

（小麦粉を原料とする平べったい形が特徴）や、涼皮(リャン
ピー)（米粉が原料で、ツルツルとして冷たい）などを味わいま
した。次回の本プログラムは，来年9月に実施する予定です。 

首都の北京、そしてシルクロードの起点として有名
な西安（旧長安）で、数々の歴史にまつわるスポッ
トを参観できることが、本プログラムの特徴のひと
つです。今回は、頤和園、古北口長城、陝西歴史博
物館、大雁塔、青龍寺、秦始皇兵馬俑博物館などを
訪れました。中でも古北口長城は、修復の手がほと
んど入っていないかつての長城の姿を見られる点が 


