
Taking TOEIC Test will be Compulsory
From the fiscal year 2016-2017, new curriculum for general education based on Kanazawa University “Global” 
Standard will start. English courses will be reorganized as “GS Language Courses” which consist of “TOEIC 
Preparation” and “English for Academic Purposes.” In “TOEIC Preparation,” students are graded based on their 
TOEIC scores, thus all freshman students will be required to take the TOEIC test. 
Students of sophomore and above are strongly encouraged, though not compulsory, to take the TOEIC test, with the 
university’s supports such as the aid for English proficiency test fee. 
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To Improve Students’ English Language Skills

Kanazawa University’s Top Global University Project states that our students are expected to have acquired 
the English ability equivalent to “TOEIC760 or TOEFL-iBT80” at the time of graduation. The university offers 
various courses and programs for our students to achieve the designated level.

KU-GLOCS ACT Series
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. 

Kanazawa University has been cooperating with high schools in Ishikawa prefecture, especially those selected as 
Super Global High School (SGH) and Super Science High School (SSH) by MEXT. In order to strengthen the ties and 
nurture global human resources together in the future, Kanazawa University will hold a symposium in cooperation with 
local high schools. We look forward to your participation. High school students are welcome to attend! 

Challenge To Nurture 
“Kanazawa University Brand” Human Resources

- High School-University Collaboration 
in Nurturing Global Human Resources -

[Date & Time]  March 26 (Sat.) 13:30-16:25
[Place] Seminar Hall, B2F, Kanazawa Miyako Hotel
[Language] Japanese
*Check our website for details. http://sgu.kanazawa-u.ac.jp

The 2nd KU-GLOCS Symposium will be held on March 26 (Sat.)

Special Lecture 
Shun KORENAGA

President, 
Ritsumeikan Asia Pacific University

Program

①
②

③

Update on Kanazawa 
University
Masayoshi SHIBATA

Vice President, 
Kanazawa University

Panel Discussion
KU students and high school 
students will discuss global 
human resources.

Kanazawa University 
Super Global ELP Center

The teacher dispatched 
from Tufts University 
English Language 
Programs offers a course
of TOEFL/IELTS tests preparation and 
classroom discussion.
This course will be offered in the fiscal year 
2016-2017 as “EnglishⅡ.” Those who wish 
to take this course  are required to check the 
syllabus and attend the information session 
in the beginning of April. 

You can read interviews with the teacher at 
the ELP center and a student taking this 
course in KU-SGU Newsletter Vol.3.
http://sgu.adm.kanazawa-u.ac.jp/kusgu/progress.html

English Learning Advisor Ms. Kanako KOBAYASHI 
Advisor from ALC PRESS INC.

The English Learning Advisor system started last 
April. This fiscal year, the advisor provides 
support to improve TOEIC scores on a one-to-
one basis for the students of three schools of the 
College of Science and Engineering, and offers 
TOEIC intensive courses open to all students.

<< Message from Advisor Kobayashi >>
I provide fully personalized support for each student, because 
methods to improve TOEIC scores differ depending on each 
student’s strong and weak points. Some students improve their 
performance by being praised while the others improve by being 
encouraged.
Past experience shows that students who prepared for the test 
following my advice were successful in improving their TOEIC 
scores!



SGU事業で英語⼒アップ！
⾦沢⼤学のスーパーグローバル⼤学創成⽀援事業では、本学の学⽣が卒業時までに⾝に付ける英語⼒の基準

を「TOEIC760点、TOEFL-iBT 80点相当」と定めています。⼀⾒かなり⾼いように思える⽬標ですが、でき
るだけ多くの学⽣がこの基準に達することができるよう、本学ではさまざまな取組を⾏っています。

発⾏ 平成28年3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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KU-GLOCS ACTシリーズ 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。

⾦沢⼤学は、これまでも⽯川県内のSGH（スーパーグローバルハイスクール）やSSH（スーパーサイエンススクール）に採
択された⾼校を中⼼に連携をしてきましたが、今後、より⼀層連携を強くして「スーパーグローバル⼈材」
を育てていけるよう、⽯川県内の⾼校のご協賛・ご協⼒のもとシンポジウムを開催いたします。
⾦沢⼤学の学⽣・教職員のみなさんはもちろんのこと、⾼校⽣のみなさんのご参加も歓迎いたします！

「⾦沢⼤学ブランド」⼈材育成への挑戦
－⾼⼤連携で育てるスーパーグローバル⼈材－

＜⽇時＞ 3⽉26⽇(⼟) 13:30-16:25
＜場所＞ ⾦沢都ホテル セミナーホール（B2階）
※プログラムの詳細や参加⽅法はWebサイトでご確認ください
http://sgu.kanazawa-u.ac.jp

3⽉26⽇（⼟）第2回 KU-GLOCSシンポジウムを開催します

⾦沢⼤学スーパーグローバル
ELPセンター

アメリカ・タフツ⼤学
のEnglish Language 
Programsから派遣された
教員が、TOEFL/IELTS
対策とディスカッション
を基盤とした授業を⾏っています。
来年度は２年⽣以上向け共通教育科⽬

「英語Ⅱ」として２コマ通年開講されます。
興味がある⼈は、シラバスを確認のうえ、
授業開始前に⾏われる説明会に参加してく
ださい。

KU-SGU通信Vol.3では、ELPセンターの教
員、受講者へのインタビューを掲載してい
ます。あわせてご覧ください！
http://sgu.adm.kanazawa-u.ac.jp/kusgu/progress.html

TOEIC受験の義務化
来年度より、⾦沢⼤学＜グローバル＞スタンダード（KUGS）に基づいた新たな共通教育が開始されます。

英語は「GS⾔語科⽬」となり、「TOEIC準備」「English  for  Academic Purposes (EAP)」といったより実
践的な英語⼒を⾝に付けるための授業が提供されます。「TOEIC準備」ではTOEICテストが成績評価に使⽤
されるので、来年度の新⼊⽣から全学⽣がTOEICを受験することになります。
もちろん、在学⽣のみなさんもTOEICの受験が推奨されます。受験料を補助する「英語学習奨励⽀援」等

を活⽤し、積極的に受験しましょう！

特別講演 是永 駿
（⽴命館アジア太平洋⼤学学⻑）

プログラム

①
②

③

⼤学近況報告
柴⽥正良（⾦沢⼤学副学⻑）

パネルディスカッション
本学学⽣と⾼校⽣が
「スーパーグローバル⼈材」
について意⾒を交わします。

英語学習アドバイザー 株式会社アルク
⼩林佳奈⼦アドバイザー

今年度始まった「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（今年度は理
⼯学域の3学類で試⾏）と全学向けのTOEIC
対策講座を提供しています。

＜⼩林アドバイザーからひとこと＞
TOEICのスコアアップ⽅法は、その⼈の強み・弱みによっ

て違います。また、褒めて伸びる学⽣さんもいれば、強めに
⾔った⽅が能⼒を発揮する学⽣さんもいます。それらを踏ま
えて、ひとりひとりの学⽣さんにオーダーメイドのアドバイ
スをしています。
アドバイスした学⽣の皆さんのTOEICスコアが続々と報告

されていますが、きちんと取り組んだ学⽣さんは確実にスコ
アが上がっていたので私も嬉しかったです！


