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  KU-SGU Student Staff and other Japanese and 

international students of Kanazawa University hosted a 

university-wide event, “Study Abroad Advising Cafe” on 

December 5 to 7 at Kanazawa University Library’s Café, 

and approximately 40 students  joined this event in total. 

(※) “KU-SGU Student Staff” is a group of KU students who cooperate with KU to promote our Top 

Global University Project. They have been developing ideas to change the mind of the entire 

university from  students’ point of view.  If you are interested in joining “KU-SGU Student Staff,” please 

email us at <sgu@adm.kanazawa-u.ac.jp>! International students are welcome to join us! 

  On December 6, 

Kanazawa University 

Library held a talk 

event “Global Café 

~Spain~ ” , and 35 

persons including 

students, faculty, 

administrative staff “Picture from the event” 

Dr. Jean-Pierre Sauvage Delivered a Special Lecture 

KU-SGU Student Staff Plays an Active Role in Globalization！ 

Global Café ~Spain~ Took Place 

After the opening address by President 

Yamazaki, Dr. Sauvage gave a lecture 

titled “Chemically, electrochemically 

and photochemically driven molecular 

machines.” The students listened 

attentively as the Nobel laureate talked 

about his research, and there were 

active questions from the audience. 

 On November 8, Dr. Jean-Pierre Sauvage, one of KU’s 

Research Professors who was awarded the Nobel Prize in 

Chemistry 2016, delivered a special lecture at the Large Lecture 

Room, Natural Science and Technology Lecture Hall, and 

approximately 150 students attended. This event was held as a 

part of the university’s research projects called “CHOZEN 

PROJECT (Establishment of the Developmental Base for the 

Innovative Material Science Using Supramolecule).” 

“Dr. Sauvage at the lecture” 

joined the event. At the event, a Kanazawa 

University student who has studied in Spain 

and an international student from Spain talked 

about their experiences. Attendees listened 

closely and asked many questions to the 

speakers even after the question-and-answer 

session ended. The next Global Cafe will take 

place in January 2018! 

 

【ACT.100】KU-SGU Student Staff  Held “Study Abroad Advising Cafe” ！ 

“KU-SGU Student Staff（※）” 

“Picture from the event” 

Participants asked various questions without 

any hesitation to the counsellors while drinking 

delicious beverages from the Café. The 

members of Student Staff were relieved as the 

event ended in success.  

This event was held as an opportunity for students 

interested in studying abroad to be able to casually seek 

study-abroad related advice from students who have 

studied overseas in the past. Each day, about 5 students 

and 3 staff  members from KU’s International Office 

attended as counsellors, and visitors were allocated to 

each counsellor’s table based on their interests.  



 

 

 

KU-SGU Student Staffが大活躍！ 
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2016年ノーベル化学賞を受賞したジャン=ピエール・
ソヴァージュ先生による特別講演会を開催 

 11月7日，自然科学大講義棟にて，2016年ノーベル化学賞を
受賞された，本学のリサーチプロフェッサー（招へい型）の
ジャン=ピエール・ソヴァージュ先生による特別講演会を開催
し，本学の学生約150名が参加しました。 

スペインカフェを開催 

相談かふぇでは，KU-SGU Student Staffが相談に
来た学生の要望に沿った相談員を紹介し，ほん和
かふぇの美味しいドリンクを片手に，和やかな雰
囲気の中，様々な質問が飛び交っていました。 

（※）KU-SGU Student Staffとは，昨年度発足した本学のSGU事業推進に協力する学生スタッフ組織です。主として
学生向けの取組を企画・実施し，大学とともに大学のグローバル化の推進を図ることを活動の趣旨としています。学
士1年生から博士後期課程の学生まで年齢も幅広く，専門もばらばらな学生たちが集まり，「学生の立場から大学全
体の意識改革」を行うことを目標に掲げ，学生の視点を生かしたさまざまな方策を練っています。 

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！留学生も大歓迎！ 

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。 

12月6日のお昼休み
にブックラウンジ
で附属図書館主催
の「図書館グロー
バルカフェ＃2 ス
ペイン編」を開催
しました。 “イベントの様子” 

【ACT.100】KU-SGU Student Staff主催「留学なんでも相談かふぇ」を開催 

スペインへの留学経験者の池田栞さん（国際
学類3年）と，スペインからの留学生の
Lopez Marquez Azucenaさん（金沢大学短
期留学プログラム）によるトークイベントに，
学生・教職員合わせて35名の参加があり，
コーヒーや紅茶を飲みながら，スライドによ
る２人の発表を皆，真剣に聴いていました。 

次回は，図書館グローバルカフェ＃3として
来年１月に開催予定ですので，お楽しみに～ 

12月5日～7日のお昼休みに，全学向けイベント「留学なんで
も相談かふぇ」を本学附属図書館内，ほん和かふぇにて開催
しました！ 
語学研修経験者，派遣留学経験者，トビタテ生，その他様々
なプログラムを経験した学生をはじめ，国際機構支援室から
留学に精通した職員が相談員として参加しました。 

このイベントは，海外へ行ってみたいけど不安があると思っ
ている学生向けに，気軽に留学相談できる機会を提供したい
というKU-SGU Student Staffの声から生まれた企画で，3日間
でのべ40人の学生が参加しました。 

“KU-SGU Student Staff（※）” 

“イベントの様子” 

これは，本学独自の取り組みである超然プロジェクト「超分子
による革新的マテリアル開発の拠点形成」の一環として実施し
たもの。本講演会では，山崎学長のあいさつの後，ソヴァー
ジュ先生が「Chemically，electrochemically and 

photochemically driven molecular machines」と題し，2016年 

ノーベル化学賞受賞の対象となった分
子機械について講演。ノーベル賞受賞
者の講演を聴講できる貴重な機会に参
加した学生は興味深く耳を傾け，その
後の質疑応答では活発な意見交換が行
われました。 

“講演するソヴァージュ先生” 


