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 On February 11 and 12, a roundtable for high school-university 

linkage took place at Kanazawa Chamber of Commerce& Industry, 

and approximately 120 persons from within and outside the 

university participated in the event.  

Roundtable for High School–University Linkage 

Takes Place 

On the first day, there was a warm 

up session after the opening address 

from KU Vice President SHIBATA. 

Following the session, high school 

students and university students 

made presentations and had 

discussion on their research.  

President YAMAZAKI of KU joined one of the tables and listened 

attentively to the activities and research report from the students. 

“Designing an entrance exam that 

connects exploration and research.” 

Heated discussions took place throughout 

the two days, which gave participants the 

opportunity to evoke strong interest in the 

system reform of high school–university 

linkage. 

“Picture from the discussion” 

“New York Times in Education” is  

now available! 

"New York Times (online version) " and "New York 

Times in Education" are now available on KU campus. 

“New York Times in Education” is a system that allows 

users to utilize the news papers as a discussion 

material in class. 

On the second day, all participants conducted research activity, 

discussed and shared their results under the theme of 

“Picture from the group discussion” 

On March 16, Kanazawa University Library welcomed 

a lecturer from New York Times Japan, and held a 

briefing session about the system for teachers in the 

AV room of Central Library.  

◆New York Times Online  

   (URL：https://www.nytimes.com/) 

◆New York Times in Education 

   (URL：http://nytimesineducation.com/) 

【Contact us】 Central Library Office 

  Email: etsuran[@]adm.kanazawa-u.ac.jp 

Participants mainly learned how to conduct a class by 

using English newspaper as a teaching material. The 

contents of the session was also effective for English 

self-study.   

Click on the link below…  trial is now OPEN!  

 In February 2018, six students from Kazan Federal University, Irkutsk State 

University and Krasnoyarsk State Medical University came to Kanazawa University 

to join the 1st Cultural Exchange Program for Russian Students. Upon arrival, the 

students were first welcomed and amazed by the historical heavy snow in 

Kanazawa. In the following three weeks, they visited not only the well-known 

Kenroku-en and Kanazawa Castle, but also explored the Traditional Craftwork 

Museum, Kanazawa Folklore Museum, Daijoji Temple and other characteristic 

places around the city. They also experienced gold leaf decoration and made 

Japanese traditional sweet (Wagashi). A field trip together with Japanese students 

to Gokayama area impressed the students with the unique-style villages in the  
mountain and the Japanese traditional lifestyles. On the last day of the program, the 

girls all wore traditional Kimono and took many beautiful photos like the traditional 

Japanese girls.  The students talked about their unforgettable memories in 

their final reports. “This program was great opportunity to 

implement my dream. It met absolutely all my expectations! 

This trip gave me a huge experience and a gamut of 

unforgettable memories. Moreover, it contributed to my 

language proficiency and broadened my horizons.” “This 

program gave me memories that I will treasure for my whole 

life, it helped me to draw a better picture of my future and 

made me realize many things.” 

“Kimono experience ” 

“Pictures from cultural exchange ” 

 As a part of  “Training Program for Russia-Japan Innovative Leaders of Tomorrow” which has successfully been 

selected for the Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology’s “Re-Inventing Japan 

Project FY2017: Support for the Formation of Collaborative Programs with Russian and Indian Universities” , KU conducted a 

cultural exchange program for Russian students for the first time.  This issue features the details of the program. 

 (Written by Ms. Tang from  International Student Section ) 
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 2月11日と12日の2日間、金沢商工会議所にて、本学高
大接続ラウンドテーブル実行委員会は「金沢大学高大接
続ラウンドテーブル（第1回）－〈探究〉と〈研究〉を結
ぶ入試をデザインする－」を開催し、学内外から高校生、
高校教員、学生、大学教職員ら120名以上が参加しました。 

“グループディスカッションの様子” 

“高校生と大学生がディスカッション” 

“ストラスブールでの様子” 

「金沢大学高大接続ラウンドテーブル」を開催 

1日目は、柴田理事（教育担
当）の開会あいさつの後、
ウォームアップセッションがあ
りました。続いて、探究的学習
に取り組む高校生らと積極的・
主体的に研究に取り組む大学生
らが実践報告とディスカッショ
ンを行いました。 

ディスカッションには山崎学長も参加し、直接テーブルに
入って報告者の活動・研究について熱心に耳を傾けました。 

2日目は、「探究と研究を結ぶ入試をデザインする」課題
について探究活動し、協議された内容を参加者全員で共
有するクロスセッションを行いました。 

2日間を通して熱心な協議が繰り広げ
られ、参加者らに高大接続システム
改革への強い関心を呼び起こす契機
となりました。 

「New York Times in Education」導入開始！ 

 この度、米国を代表する新聞New York Timesのオンラ
イン版及びこの新聞をディスカッション教材として活用
できるNew York Times in Educationが本学キャンパス内
から利用可能となったことを受け、金沢大学附属図書館
は3月16日に「New York Times in Education」利用説明
会を開催しました。 

英字新聞を活用した授業の実施だけでなく、時事情報の
収集や英語の自学自習にも参考になる内容でした。トラ
イアル利用も可能となっておりますので、是非お試しく
ださい。 

【問合せ先】中央図書館係(etsuran@adm.kanazawa-u.ac.jp) 

◆New York Times オンライン版  

   (URL：https://www.nytimes.com/) 
・グローバルな視点で編集された米国を代表する新聞の
オンライン版 

・閲覧可能年代：1851 年(創刊）～1922 年及び1981 年
～最新号（24 時間随時更新） 

・本学キャンパス内から同時アクセス無制限で利用可能 

・中国語版、スペイン版にもアクセス可能 

◆New York Times in Education 

   (URL：http://nytimesineducation.com/) 
大学などでのディスカッション教材として活用できるよ
う、各分野の専門家が以下の16 分野に分けて問題テーマ
を作成し、編集された学習用データベース 

 SGU通信vol.29でお伝えした「大学の世界展開力強化事業～ロシア、インド等との大学間交流形成支援～日露を
つなぐ未来共創リーダー育成プログラム」の一環として、ロシア人学生向けの文化交流プログラムを遂行しました。
受入れを担当した、国際機構支援室留学生係の唐（たん）さんから、プログラムの様子を寄稿いただきました。 

2018年2月、ロシアのカザン連邦大学、イルクーツク大学、クラスノヤルス
ク医科大学からの学生６名が、文化交流プログラムに参加するため、金沢大
学にやって来ました。到着日は、金沢が歴史的な大雪に見舞われた日で、さ
すがのロシア人留学生も、雪の多さに圧倒されていたようでした。参加者は、
３週間に渡り、兼六園・金沢城をはじめ、石川県伝統工芸美術館、金沢くら
し博物館、大乗寺といった金沢を代表する場所を巡り、金沢の生活を満喫し
ました。また、金箔貼りと和菓子作りも、挑戦しました。 

その後留学生たちは、日本人学生と一緒に、五箇山のフィールドトリップに参
加しました。合掌村の構造と日本の昔の生活スタイルが、とても印象深かった
ようです。プログラムの最終日には、女子学生全員が素敵な着物姿で、記念撮
影を行いました。みなさん、着物がよくお似合いでした！ 

参加した学生からは、「このプログラムは、私の夢が実現
された最高の機会でした。すべては私の期待どおりでし
た！たくさんのことを体験し、忘れられない思い出を作る
ことができました。また、私の日本語能力も向上にもつな
がり、視野が広がりました。」、「このプログラムの思い
出は、一生の宝物です。おかげで、たくさんのことに気づ
かされ、未来の目標が明確になりました。」といったコメ
ントが寄せられました。 

“最終日、着物体験にて” 

“プログラムでの様子” 


