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学生による学生のための新連載

E n joy !!
学内カフェの昼限定
テイクアウト丼ランチ

10 名様

今注目の学生団体を紹介
学生SNAP

～コロナ禍で楽しんでいること～

キャンパス内
お花見スポット

学生サポート
完全ガイド
金沢大学の最旬情報をお届け！

金沢大学 with コロナの取り組み

学生サポート完全ガイド
時
こんな

学 修

サポート

英語学修

もっと上手にプレゼンするには
どうしたらいいの？

英語でのコミュニケーションを

外国語の文章チェックをしてほしい

困った時に頼れる心強い味方。

平日午後にラーニング･サポート・デスクま
たはオンラインで実施しています。LiLA（リ
ラ）
を務めるのは、本学の大学院生や高学
年の学生で、後輩学生からの学修に関す

効率的かつ効果的に英語学修ができる

附属図書館の
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に相 談しよう！
Go !!

る相談に対応しています。
日本人学生も留学生も利用でき、各担
当者の対応可能な言語で支援を行ってい
ます。例えば、
レポートや論文作成、
プレゼ

物理、数学が得意です。
学 習サポートのほか、
進路・勉強方法もアド
バイスします！

英語、ベトナム語、
日本
語、中国語を話せます。
英会話の練習や英文
課題をサポートします！

は…

片言英語だけど英会話してみたい
英語にもっと親しみたい
英語で話してみたいけど自信がない
ネイティブの発音を学びたい

楽しみながらスキルアップ。

附属図書館では、
ライブラリー・ラーニン
グ・アドバイザー(LiLA)による学修支援を
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時
こんな

レポートや論文を書くコツを知りたい

テスト前やレポート作成など

学びのサポートはもちろん、生活・健康面や経済的な支援も充実。本特集をチェックして、ぜひ、活用してください。

は…

理系科目の勉強の仕方を教えてほしい

サポート

金沢大学では、学生が楽しく充実したキャンパスライフを送れるよう、さまざまな学生支援を実施しています。

英語、
クメール語、
日本
語で化学、生物学、数
学などを教えています。
語学試験法も任せて！

ように個々のニーズに対応したカウンセリ
ングや学修指導を行う
「英語学修アドバイ
ザー」制度があります。同アドバイザーの大
谷マーシャ先生は、誰もが気軽にネイティ
ブ英語に触れられる機会をと、
「 英語が話
せる時間『Funglish』Fun With English」

Go!!
ファングリッシュ

に参加してみ
Funglish』
せる時間『
しよう！
話
With English）
n
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英語
毎回、何をするかや話すテーマは、その
日の参加学生と話しながら決めています。
他の学年や学類の友達もできるので、
ぜひ楽しむ気持ちで来てくださいね

を週4回開催しています。英会話を通して、
学年や学域、学類の垣根を超えて、学生同
士が交流できるのも魅力の一つ。留学など

ンテーションについての相談､大学での学

を目指して英語スキルを高めたい人はもち

修法全般についての相談、理系科目に関

ろん、英語は苦手だから日本語の説明もな

する学修相談、図書館の利用法や資料の

いと不安という人も大歓迎。大谷先生がネ

探し方などに関する相談ができます。曜日

イティブ英語と流暢な日本語を交えながら、

ごとに支援内容や対応言語などが変わる

ユーモアたっぷりにサポートしてくれます。

のでWebサイトで事前に確認してください。
ファングリッシュ

ライブラリー・ラーニング・アドバイザー
＠中央図書館 ポラリススタジオ
人間社会環境研究科
人文学専攻
（修士2年）

ライブラリー・ラーニング・アドバイザー

LiLA リ ラ

グエン ミンティさん

場所／中央図書館 ポラリススタジオ
自然科学系図書館
（13:15～14:45）
時間／月曜～金曜の3限目
4限目
（15:00～16:30）
担当者、
日本語以外の対応言語、対応可能
科目
（文系一般、理系一般、
数学、物理）
などの詳細は、
金沢大学附属図書館の
W e bサイト「 学 修 相 談 」を
チェック。＞＞

オンライン学修相談も受付中。
Zoomを使用したオンラインでの相談も可能。
アカンサスポータル「 LMSコース＞特別コー
ス＞オンライン学 修 支 援（ 附 属 図 書 館 ）」で
Zoomの情報を確認してください。
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ライブラリー・ラーニング・アドバイザー ライブラリー・ラーニング・アドバイザー
＠中央図書館 ポラリススタジオ
＠自然科学系図書館
自然科学研究科
自然科学研究科
数物科学専攻
（博士後期2年）
環境デザイン学専攻
（博士後期1年）

橋本 剛さん

ソン ソワンラスミーさん

英語が話せる時間
『Funglish』
場所／総合教育1号館 203号室
「英語学修アドバイザールーム」

英語学修アドバイザー

大谷 マーシャ先生

アカンサスポータル「LMSコース＞ 特別コース＞オンライン学修支援（附属図書館）
」
オンライン百科事典
Japan Knowledge

レポート作成基礎講座
め
おすす

1

レポートを作成する際のコツや手順、資
料・データの集め方などを紹介。

め
おすす

2

信頼性が高く、常に更新されるオンライ
ン事典・辞書の活用法をレクチャー。

パワーポイントを使って
プレゼンテーション
め
おすす

3

図形やアイコンの挿入といった、
パワー
ポイントの基本的な使い方を解説。

６回目
参加

毎回楽しい！
！
英語学習のや
る気がわきます。

「英語学修アドバイ
※詳細は本学Webサイト
ザー」ページをチェック。

コロナ禍でも
！
安心サポート
アクセス方法

８回目
参加

間違いを恐れ
ず、気 軽に楽
しく英 会 話が
できますよ！

人間社会学域
学校教育学類 1年

理工学域
数物科学類 4年

小山 明穂さん

鈴木 大晴さん

1.英語学修奨励支援
TOEICやTOEFLなどの英語能力試験の受
験料の一部を補助。詳細は募集開始時
（夏
頃の予定）
に募集要項を確認してください。

2.英語能力試験 受験奨励奨学金
英語能力試験において、本学が定めるスコ
ア基準を超えるスコアを得た学生に対し、
奨学金または奨励金（図書カード）
を給付し
「英語能力試
ます。詳細は本学Webサイト
験 受験奨励奨学金」ページをチェック。

2021年度内にライティングセンターが中央図書館に
開設されます。英語でのレポートや論の組み立て方の
レクチャー、
さらに、英語で開講される専門科目
（EMI
科目）
で出されるレポートなどへのサポートも受けられ
ます。学生のみなさん、ぜひご利用ください。
ライティングセンター運営部会長

杉山 欣也先生

中央図書館
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学生サポート完全ガイド

サポート

海外留学ファーストステップ in

海外留学

タイ・バンコク
環境面や治安面に不安を感じていまし
たが、留学先では皆さんフレンドリーで優し

安心のサポート体制が魅力。

人生が変わる豊かな留学経験を。
世界で活躍する真のグローバル人材育
成のため、金沢大学ではさまざまな海外留
学プログラムを用意しています。主に夏休
みや春休みを利用して参加する、1週間か
ら2カ月以内の短期研修では、事前・事後
研修、単位認定、奨学金などのサポートを
受けながら、海外研修に参加することがで
きます。短期研修には、海外初心者向けの
異文化体験から語学研修まで幅広いプロ

く、
タイの印象が180度変わりました。英語

時は
こんな

…

時は
こんな

…

時は
こんな

…

海外に興味はあるけど
英語が苦手

現地で調査や
支援活動をしてみたい

英語を
マスターしたい

海外に行ったことが
ないから不安

海外の関連団体を
訪問したい

現地で専門授業を
受けたい

留学って費用が高くて
自分には無理かな

研究成果を現地で
発表したい

豊かな国際感覚を
養いたい

Go!!

Go !!

語学研修

海外インターンシップ
その土 地の文 化に触れな

約200校ある海外の協定校

がら現 地の日系 企 業や関 連

の交換留学生として支援が受け

学の重点交流校の学生との

団体などで就業経験を積み、

られ、授業料の支払いが不要。

交流や異文化体験型授業、世

国際コミュニケーション力や人

長期留学を希望する学生にとっ

界遺産訪問など盛りだくさん。

間力を磨くことができます。

て最も手近なプログラムです。

留学生として本学のサポートの下、留学す
るプログラム。まずは留学説明会などを活

『国際部
相談は

留学企画課 留学推進係

用して情報収集から始めましょう。

新型コロナウイルス感染症の拡大状況によ
り、
プログラムの変更や中止があり得ます。最
「国際交流・留学」の
新情報は本学Webサイト
ページでご確認ください。
問い合わせ先／
国際部 留学企画課
留学推進係
角間キャンパス 本部棟 3F
studyabroad@adm.
「国際交流・留学」
kanazawa-u.ac.jp

本学独自の奨励金
制度「スタディアブ
ロード奨学金」

4

バディたちと交流を楽しめました。

1.僕の誕生日をタイの友だちに祝ってもらいました。2.ここ
で出会えた日本人の仲間とタイのバディは一生の宝物。
3.ワットパクナムというインスタ映えするスポットで撮影。

』に！

聞き、相談できたので不安が軽減しました。
育系の授業を受講し、
それぞれの視点や経
験をもとにディスカッションしました。附属小
学校の授業参観で日本文化を教えるという
希望も叶い、留学で得られた経験や知識

人間社会学域
学校教育学類 4年

は素晴らしいものばかり。この貴重な体験

加瀬 桃子さん

をこれから始まる教員生活に活かします。

1
1.冬の湖で友人と。多数ある湖が冬には全部凍ります。
2.フィンランドの小学校で子供たちに折り紙を教えまし
た。3.クリスマスの定番ジンジャーブレッドハウスを手作り。

3

海外インターンシップ in

フィリピン・イフガオ
世界遺産であるイフガオの棚田群を訪
問し、現地の大学生や住民との交流を通し

ファーストステッププ
ログラムは職員が引
率しますので初海外
でも安心ですよ！

て、彼らの文 化や生 活について学びまし

留学する目的や現地
でやりたいこと、夢や
目標を設定して参加
すると有意義です☆

そこには変わってほしくない原風景があり、
象に残ったのは、
ホストファミリーと過ごした

石村 雪枝さん
参加の応募締め切り
や奨学金制度の申請
時期に関する情報は
見逃さないでね!!

2

た。山奥に位置する後発開発地域ですが、
楽しくも深い学びが得られました。特に印
3日間。自分の英語は流暢ではありません

人間社会学域
国際学類 3年

が、生活の中での態度や行動次第で心を

中川 翔太さん

開いてもらえる喜びを体感できました。

1
1.現地の小学生と交流しました。2.現地の大学生にフィリ
ピンの郷土料理をふるまってもらいました。3.眼下に広が
る広大な棚田は圧巻で、
眺めていると時間を忘れました。

3

「トビタテ！ 留学JAPAN」 in

牧 由佳さん

アメリカ・テキサス大学
MDアンダーソンがんセンター
所属研究室の川井惠一教授に研究留

2

学を勧めていただき、
自分で一からプログラ

加藤 由美子さん

６～10万円／月

3

2

現地では、
さまざまな国の学生と一緒に教

ムを作成して研究留学できる
「トビタテ! 留

（地域による）

学JAPAN」に応募しました。留学先では小

５～10万円／月

児科におけるがんの研究を進めました。毎

（プログラムや地域・
応募枠による）

※派遣留学の場合は、
この他にも、
「スタディアブロー
ド奨学金 在籍延長支援金」や対象となる外部の奨
学金制度があるので要チェック。

率スタッフのアドバイスのおかげで、現地の

英 語力向 上のため派 遣 留 学へ。留 学

各プログラムによって奨学金対象となるかどう
かが異なるので、説明会や本学Webサイト
「国際交流・留学」ページを確認してください。
「日本学生支援機構
（JASSO）
」の採択を
受けたプログラム

の授業など留学前のサポートも充分で、引

前、報告会に参加して先輩方の体験談を

留学に関する悩みや
不安も気軽に相談し
てください。個別にア
ドバイスしますよ！

スタンデージ真理子さん

海外留学制度

武田 侑哉さん

派遣留学

「安心・安全・安価」な海外

は、本学が協定を結ぶ海外の大学に交換

理工学域
フロンティア工学類 3年

1

派遣留学 in

初心者向けのプログラム。本

た、3カ月から1 2カ月以 下の「 派 遣 留 学 」

機管理オリエンテーションや、異文化体験

フィンランド・ユバスキュラ大学

修」
と、現地企業でのインターンシップやボ
る「 海 外インターンシップ 」があります。ま

ツールだと肌で感じ、
もっと会話を深めたい
と勉強のモチベーションが上がりました。危

Go !!

グラムが揃う
「海外異文化体験･語学研
ランティア、多分野の専門実習に参加でき

2

は各国の人との大事なコミュニケーション

日のように第一線の研究者によるセミナー

黒田 真菜さん

医薬保健総合研究科
保健学専攻 博士前期課程 2年

村中 由佳さん

が開かれており、
さまざまな分野の最新研究
を知ることができました。今後は博士後期課
程に進学し、
日米で研究を続けたいです。

1
1.通っていた研究所。2.毎日開かれる医学研究セミナー。
写真は2018年ノーベル医学・生理学賞受賞ジェームズ・
アリソン教授の講義。3.アメリカ国内旅行でボストンへ。
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5

学生サポート完全ガイド

時
こんな

新しい製品を開発したい

自ら行動する起業家精神を育む。
創造意欲、課題やリスクに果敢に挑戦す
プ」。起業を志す場合だけでなく、あらゆる
職業において求められる素養です。大学時
代は、たとえ失敗しても成長の糧として経
験を積める貴重な期間。本学は、学生一人
一人が未来の社会を創る主体としてアント
レプレナーシップを体得すべく、地域や社
会と連携した取り組みを展開しています。
参加者

OB・OGの情報を調べたい

学生のニーズに幅広く応え

Go !!

先端科学・社会共創推進機構の

『アイディアソン・ハッカソン』
自治体や地元企業と連携し、地方創
生などをテーマにした共創型イベントを開

ベンチャー・ビジネス・ラボラトリーの

『起業家セミナー＆
アントレプレナーコンテスト』

や公務員ガイ
職種ガイダンス
（年間約10回）
手社員との交流会など、多数のイベントを開

育成セミナー」に加え、学生が自らのアイ
デアと研究成果を元に、
ビジネスプランを

に知恵を絞り、
チームで取り組むことで、

作成・発表し、外部の専門家の評価を受

アイデアを形にするスキルを養います。

ける
「アントレプレナーコンテスト」
を開催。

北陸農政局×金沢大学
共創事業「ボーっと食べてんじゃねーよ！」

起業家セミナー

年間延べ3000人を超える学生が利用してお

全国の企業からたくさんの求人情報が寄せら
れ、学内で開催している企業研究会には350

※コロナ対策を行い実施しています。

専門知識を有する相談員が相談対応を行っています。アカン
サスポータルにログインし、
「イベント管理機能」
より予約を。

※2019年に撮影

全国から人気企業や優良企業の若手社員を招き、気軽な雰
囲気で直接コミュニケーションできる機会を設けています。

参加

2

社を超える有力企業が参加。高い資質を身
も大きく、過去3年間の学士課程就職内定

アントレプレナー
コンテスト

実際に省庁で働いている
方のお話を直接聞き、目
指す省庁が決まりました。

ス
イダン
各 種ガ

遠藤 優依さん

参
座学だけでなく、実践的
にビジネスプランを練り、
発表。優秀者には副賞と
して研究助成があります。

起業家セミナー＆
アントレプレナーコンテスト

先端科学・社会共創推進機構
問い合わせ先／
event@adm.kanazawa-u.ac.jp

【北陸唯一のイ草農家『宮本農産』
グループ】新規市場の開拓に
向けて、畳の製造過程で出る短いイ草の活用プランを模索中。

ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー
（先端科学・社会共創推進機構内）
問い合わせ先／
kvbl@adm.kanazawa-u.ac.jp

syukatsu@adm.kanazawa-u.ac.jp

株式会社 Kanazawa Diamond
（2020年12月起業）

内定先企業

津田駒工業株式会社

大学院自然科学研究科
電子情報科学専攻
博士前期課程 1年 博士前期課程 2年

中村 勇斗さん

金沢大学独自のブラックダイヤモンド製
造技術を活かし、宝飾品用途の人工ダイ
ヤモンドを製 造する日本 唯 一の会 社を起
業しました。将 来 的にダイヤモンドを半 導
体材料として活用するための技術開発と
資金調達を進めています。

で最優秀賞、2020年「石川県産業創出支援機構」
が開
▲ 受賞歴／2019年「アントレプレナーコンテスト」
催した
「スタートアップビジネスプランコンテストいしかわ」
で優秀起業家賞兼学生賞を受賞。

田中ミスト製作所
（2018年5月起業）

2016年末に出身地・新潟県で発生し
た糸魚川市大規模火災は木片の飛び火
大学院自然科学研究科 による延焼が大きな要因だったと知り、高
所から放水できる消防設備を発案。実現
環境デザイン学専攻
に向けて消防局や企業と協力し、試作機
博士前期課程 2年
での実証実験を進めています。
田中 裕之さん

者

パンフレットでは知りえな
い実情を対面で聞くことが
できる貴重な時間でした。
人間社会学域
法学類 1年

小林 大輝さん
参

業界・職種ガイダンスや、地方・国家公務員ガイダンス、
さらに、本学学生の採
用に意欲的な企業が全国から集まる企業研究会を多数実施しています。

加者

国家公務員と地方公務員
のガイダンスに参加し、進
路選択の幅が広がりました。
人間社会学域
法学類 3年

道下 聡己さん

開発・設計部
機械設計エンジニア
カナザワダイヤモンド

加

就職支援室
場所／角間キャンパス 本部棟 2F
時間／月曜～金曜9:00～17:00
（資料閲覧は18:00まで）
休業／土曜、
日曜、祝日、
、
夏季一斉休業期間（8月中旬頃）
年末年始（12月29日～1月3日）
問い合わせ先／2076 -264-5265

者
総合教育部
（文系）1年

率は99％と高水準を維持しています。

参加者

アイディアソン・ハッカソン

会

する相談員による就職相談や面接指導は、

クアップが好評です。
さらに、
就職支援室には
起業家や専門家を講師に
招き、知 財 管 理や特 許 、
思考法などについて、3日
間全7セミナーを開講。

北 穂奈美さん
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流
との交
社会人

談

り、就職活動のステップに沿った手厚いバッ

人間社会学域
地域創造学類 2年

小林 和樹さん

就職相

催しています。
また、
キャリアの専門知識を有

に付けた本学学生に対する社会からの期待

真塩 泰輝さん

就 職 支 援 室を利 用しよう！

個別指導により、就職活動を支援していま
す。就職活動にタイムリーに対応した業界・
のほか、人気企業の若
ダンス
（年間約20回）

催しています。参加学生は、課題発見か

Go!!

就職支援室では、
さまざまなプログラムや

起業に必要なノウハウを学ぶ「起業家

ら成果発表までを実践。限られた時間内

理工学域
地球社会基盤学類 1年

いろいろな職種について勉強したい

就職活動を徹底サポート。

Go !!

短 いイ草 の
加工・販売案
を 練るのが
面白いです。

市 場 にな い
新しいものを
考 える の が
難しいです。

面接の練習をしたい

就 職

将来、起業したい

社会のニーズや変化を感じ取り

は…

就活を何からしてよいのか分からない
サポート

アイデアをカタチにしたい

アントレプレナーシップ

る姿勢や能力を指す「アントレプレナーシッ

時
こんな

社会問題の解決力を養いたい

サポート

新たなアイデアや価値を生み出す高い

は…

内定先企業

日本メナード化粧品
株式会社
研究開発職

内定先省庁

総務省（本省）
国家一般職

理工学域 機械工学類
機械システムコース卒業予定

医薬保健学域
薬学類卒業予定

人間社会学域 経済学類
経済理論・経済政策
コース卒業予定

有坂 承さん

辻村 聡恵さん

中井 瞳さん

機 械 設 計の知 識を生かして金 沢で働ける
『津田駒工業』
を志望しました。金沢大学就職
支援室の「就職相談」ではエントリーシートの
添削をしていただき、
とても参考になりました。
就活序盤から利用するのがおすすめです。

化 粧 品の開 発に興 味があり、
『日本メナー
ド』
を志望しました。就活ではエントリーシート
が重要です。金沢大学就職支援室の「就職
相談 」では、自分の強みのアピール方法や
伝わりやすい表現を教えていただきました。

総務省では、国の視点から地方創生に貢献
できると思い、志望しました。私は、金沢大学
の就職支援をたくさん活用しました。特に面
接練習が自信につながりました。公務員ガイ
ダンスや説明会も情報収集に最適です。

で最優秀賞、
2019年「石川県産業創
▲ 受賞歴／2018年と2020年「アントレプレナーコンテスト」
出支援機構」
が開催した
「スタートアップビジネスプランコンテストいしかわ」
で学生賞を受賞。
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金 沢 大 学 w i th コロナ の 取り組 み

学生サポート完全ガイド
時
こんな

健康支援

は…

時
こんな

人間関係で悩んでる

心と体によいことをしたい

将来のことが不安

簡単健康レシピを
知りたい

気分が落ち込み、
夜眠れない

相談窓口と多彩なプログラムで
学生の心身の健康をサポート。

Go!!

Go !!

学生相談窓口へ相談しよう

本学には、学生の悩みや問題について

は…

授

キャンパスライフを
楽しみたい

学生支援プログラムに参加しよう

解決策を一緒に考える全学的な相談支援

業

生協食堂

遠隔と対面の併用授業を可能とする機

スタッフの体調管理や店内の消毒の

材を200室に配備したほか、新型コロナウ

ほか、定食形式のメニューを増やして混雑

イルス感染症関連の教務情報を特設ペー

緩和を図るなどの徹底したコロナ対策を

ジに掲載するなど、
コロナ禍でも安心して

実施。利用者が安心して食事を取ること

学修に打ち込める環境を整えています。

ができる環境を提供しています。

体制があります。
「保健管理センター」の学
生 相 談 室では、心 理カウンセラーが専 門
的な立場からサポートしてくれますし、学生
生活で困った時は、なんでも相談室「よる
まっし」にて教員や学生の相談員がアドバ
イスしてくれます。また、健康促進のための
「学生支援プログラム」
も行っています。

学生相談室
（保健管理センター） なんでも相談室「よるまっし」

※2019年度に実施

学生相談窓口

遠隔・対面併用授業の様子。荒天の場合にも活躍します。

※
「簡単朝食スープ試食会」の様子

学生支援プログラム

学生相談室 hokekan@kenroku.kanazawa-u.ac.jp
なんでも相談室 nandemo@adm.kanazawa-u.ac.jp
※詳細は本学Webサイト
「学生相談窓口」ページへ。

次回プログラムの案内は Twitter をチェック。
@ku_wellness
Sgp8739310@ml.kanazawa-u.ac.jp

研

究

下水のモニタリングから感染拡大の抑制につなげる。

理工研究域 地球社会基盤学系

時 は…
こんな

Profile

授業のノートがとれない
大学生活に不便がある

障がい学生支援

交通支援

悩み事の相談をしたい

障がいのある学生一人一人に
寄り添いながら学修を支援。

Go!!

障がい学生支援室に相談を

障がい学生支援室では、障がいや病気
などにより学修に困難を感じている学生の

学修・単位取得についての悩みを解決で
きるよう、障がいのある学生と丁寧な対話
をしながら卒業まで応援します！

相 談 に応じます。障がいや 特 性 により、
ノートテイカーの配置や、
スケジュールの管

キャンパス間を直通で結ぶ
無料シャトルバスが運行。
角間キャンパスと宝町･鶴間キャンパス
間を、学生･教職員限定の無料シャトルバス
が授業および試験期間中の平日運行。学
生証または職員証をかざせば乗車できます。

新型コロナウイルス感染症の流行

本多 了准教授

地域では、下水中に新型コロナウイ

・趣味 ／ 古民家巡り、食べ歩き、お酒

下水モニタリングによる流行検知

・特技 ／演劇で培った発声、手品

目し、下水のモニタリングによる感染

の大きなメリットは、集団の流行状況

・座右の銘／ 苦難は成長の糧

症流行把握の有効性の検証や、

を少ない検査数で把握できることで

・愛用品 ／AirPods Pro

効率的な分析手法の開発に

時
こんな

金銭面を心配することなく
学び続けたい学生を後押し。
経済的な理由により学業の継続が困難
な学生のために、2020年度に創設された

「修学支援新制度」では、奨学金の給付お

経済支援
問い合わせ先／学務部 学生支援課 学生支援係
stsien@adm.kanazawa-u.ac.jp
2076 -264-5164
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の減少により経済的に困窮する学生を救

学び続けられるか経済的に不安

済するため、本学では、
月額5万円を無利

Go !!

入学料・授業料の減免

よび入学料･授業料の減免をセットで行い
ます。家計急変の場合の申請は随時可。

コロナ禍の家計急変やアルバイト収入

給付型の奨学金を探している

度に申し込んで みよう
給付型奨学金（月額）
自宅通学者

自宅外通学者

29,200円
第Ⅰ区分 : 全額免除 （33,300円）

66,700円

19,500円
第Ⅱ区分 : 2/3免除 （22,200円）

44,500円

9,800円
第Ⅲ区分 : 1/3免除 （11,100円）

22,300円

※（

）
は生活保護世帯の場合の金額です。

小規模な範囲でのクラスターの

採取し、2020年6月に国内で

全国各地の下水処理場から提供さ
れた下水を利用し、新型コロナウイ
ルス遺伝子の分析を行っています。

学生支援

は…

修学支援新制

学校・介護施設・繁華街などの

石川県と富山県で下水を

発見にも有効です。
また、医療機

初めて未処理下水からの新型コロナ

関の調査では把握できない無症状や

ウイルス遺伝子検出に成功しました。

軽症の感染者も含めた流行状況を

現在も全国約20カ所の下水処理場

把握することで、
より効果的な感染拡

の試料提供を受けて分析を行ってい

大防止策の策定や施設内感染の早

るほか、複数の自治体や企業と共同

期発見につながると期待しています。

協力企業／
のうか不動産

授業料の減免を申請したい

経済支援

す。地域の流行状況だけでなく、

日々取り組んでいます。

妻からのプレゼント。
遠隔会議に欠かせない。

障がい学生支援室

濱田 里羽先生 綿引 伴子先生 武居 渡先生 八尾 章子先生

けた研究を進めています。

ルスの遺伝子が検出されることに着

理、勉強法などのサポートを行います。

場所／角間キャンパス 本部棟 2F
（学務部 学生支援課）2076 -264-5168
siensitsu@adm.kanazawa-u.ac.jp

で遺伝子検出技術の社会実装に向

日本学生支援機構
のWebサイトで
支援対象か
否か確認を

を受けた
支援

A
学生 さん

多くのご寄付をいただき、
コロナ禍でアルバイトが減少する中、

誠にありがとうございます！

子・無担保で貸与する「 緊急学生支援

申請から約２週間程度と迅速に貸与し

コロナ禍で苦しむ多くの

金」制度を2020年5月に創設。金沢大学

ていただき、おかげで安心して勉学に

学生が、学業を諦めること

集中することができました。本当にあり

なく頑張れるように、
これ

がとうございました！（医薬保健学域 4年）

からも学生支援の充実に

基金を原資に、困っている学生への迅速
「修学支援新制度」
の詳細は
本学Webサイトを
チェック

学生延べ771名に計 3,855万円の経済支援を実施。

な支えとして、2021年1月末までに、延べ

努めてまいります。

771名、計3,855万円の支援を行いまし
た。引き続き、金沢大学基金への温かい
ご寄付をよろしくお願いいたします。

を受けた
支援
アルバイトや仕送りが減っており、就
学を続けることができるか不安を抱

学務部 学生支援課 学生支援係
2076 -264-5164
修学支援新制度

進学資金シミュレーター

※
「金沢大学基金」
の詳細は本学Webサイト
「金沢大学基金」
ページをチェック。

えていましたが、支援金を貸与いた

学生Bさん

教育・高大接続担当

青木 健一理事

だき、
とても助かりました。ありがとう
ございました！（人間社会学域 3年）
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金沢大学の

最新ニュースを
お届け！
！

文理融合の教育を通じて
社会変革の先導人材を育成。

経済学類受験に役立つ
入試情報ページを開設。

対面とオンライン配信で
国際学セミナーを実施。

1年生に研究室を紹介する
見学会をWebにて開催。

橋梁のコンクリート床版
劣化度診断技術を開発中。

健康や医療に関わる多様な
「薬（くすり）専門人」
を養成。

剥製標本や教育掛図など
動物関連資料が集合。

先導学類

経済学類

国際学類

機械工学類

地球社会基盤学類

薬学類

資料館

4月に「融合学域・先導学類」が

経済学類Webサイトに、
受験生向

2020年12月22日、
「ポーランド

毎年、理工３学類と総合教育部

北陸地方ではコンクリート床版の

4月に大幅リニューアルし、定員を

2021年3月30日から8月27日まで、

誕生。人文・自然などの科学分野の

けの入試情報ページを開設しまし

科学アカデミー」のラファル・スモジ

理系の１年生を対象に、16の研究

劣化が進行しており、適切な診断

65名に拡張。薬剤師資格を有する

企画展「金大コレクション展2021：

知識やシステムを融合的・総合的に

た。今後は2022年度の入試に向け

ンスキー准教授を講師に、英語に

室を紹介する
「オープンラボ」
を実施

技術の開発が急務です。構造工学

多様な
「薬専門人」
の育成を強化し、

バックヤードの動物たち」
を開催。普

学修できる学類です。予測不能で複

て情報を更新していく予定ですので、

よる国際学セミナー「ポーランド移

しています。2020年度は新型コロナ

研究室では、衝撃荷重載荷試験に

特に、次代の薬学研究・教育を担う

段はバックヤードで眠っている、前身

雑化する未来社会の課題を解決し、

ぜひご活用ください。経済学類の入

民とイギリスの社会的反応」
を開催

ウイルス感染拡大防止のため、動画

より得られたデータの妥当性を検証

「大学教員・薬学研究者」や医薬品

校由来の剥製標本や教育掛図に

各界で未踏の科学技術革新を創成

試について知りたい方は
「金沢大学

しました。活発な質疑応答もあり、

によるWeb見学会を2020年11月か

し、橋梁の劣化度診断技術の開発

の研究開発・行政等に関わる
「薬学

描かれた少し不思議な形状の動物

する社会変革人材を養成します。

経済学類 受験生用」
で検索。

貴重な国際交流の場となりました。

ら2021年1月まで開催しました。

とその実用化を目指しています。

プロ人材」の育成を重視します。

たちが展示室で一堂に会します。

学生一人に指導教員が複数つく手厚い体制。

受験生向けに入試概要や学類動画を掲載。

会場では学生18名が国際交流しました。

説明を受けて、興味深そうに覗き込む学生。

富山県八幡橋での衝撃荷重載荷試験の様子。

臨床的な課題研究に取り組む学生。

動物剥製標本「センザンコウ」
も展示。

寺院に息づく仏教美術から
金沢の新たな魅力に迫る。

音楽教育の定期演奏会で
学生が研究成果を披露。

国際会議で教員と院生が
各人の研究成果を発表。

路面摩擦状態を検知する
高機能なタイヤを開発。

能登の研究施設が
学生の人間力向上の場に。

医薬科学に貢献できる
世界的研究者を養成する。

本学が育成する人材像
「KUGS※」
に基準６を新設。

人文学類

学校教育学類

数物科学類

フロンティア工学類

生命理工学類

医薬科学類

広報室

※2019年度の様子

フィールド文化学コースでは、
金沢

音楽教育専修は、2020年12月に

2020年9月に
「金沢大学ロシア同

ロボティクス・デザイン研究室で

理工学域能登海洋水産センター

医薬保健学域を再編し、4月に医

当初の5つの基準に、新たに基

市内の仏教寺院の文化財調査を

3、
4年生が研究成果を発表する定期

窓会設立記念世界展開力事業ジョ

は、雨や雪で滑りやすい道路でも車

研究宿泊棟の改修整備が完了しま

薬科学類を新設しました。医学と薬

準6「新しい社会を生きる」
を定めま

行っています。仏像や仏画など文化

演奏会を開催。
この演奏会は、専修

イントシンポジウム」
が行われました。

が安全に走行可能となるインテリ

した。
「令和版三々塾」
として、学生

学の専門的基礎を両方学ぶことがで

した。
「STEAM教育」の科学・技術・

財のデータを収集し、寺院の由来や

教員の監修のもとで学生が運営しま

2020年度日本数学会解析学賞受

ジェントタイヤを開発中です。路面の

が切磋琢磨して研究に打ち込むだ

きる国内でも稀有な学類です。2年次

工学・芸術・数学の各領域に対応し

歴史、
信仰形態を調査。資料を発掘

す。演奏表現力や学校の文化行事

賞の宮地秀樹教授、在学生の桶作

滑りやすさを示す数値を走行中に測

けでなく、地域行事に参加し能登町

からは
「生命医科学コース」
と
「創薬

た5科目の履修を強化。分野横断的

し、関係する方から話を伺うことで、

運営に必要な企画実践力の養成に

雄輝さん、阿部歩輝さん、松井一徳

定可能で、
路面状態に応じた安全な

活性化にも貢献し、人間力向上の

科学コース」
を設け、少数精鋭の濃

な学びにより、
これからの社会に対

新たな金沢の魅力を発見します。

つながる貴重な機会となっています。

さんが各研究結果を発表しました。

車の運転や停止が可能となります。

場となることを期待しています。

密な研究者養成教育を実施します。

応できる人材輩出を目指します。
①自己の立ち位置を知る
②自己を知り、自己を鍛える
③ 考え・価値観を表現する
④ 世界とつながる
⑤ 未来の課題に取り組む

New ⑥ 新しい社会を生きる

金沢大学4学域
学 類 と 広 報 室 から 、

最 新 情 報 を ご 紹 介 し ま す。

注 目 の 取 り 組 み や イベント・研 究 な ど

金 沢 大 学 の「 今 」を 感 じ て く だ さ い。
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金沢の源法院で文化財調査に取り組む学生。

『石川県文教会館』
で学生が演奏。

桶作さんによるハイレベルな研究報告。

走行試験に用いるタイヤ走行模擬装置。

施設からは広い海が臨め、絶好の環境。

未来医療や新薬を開発する研究者を養成。

新たな教育プログラムがスタートします。
※金沢大学
〈グローバル〉
スタンダード

「金沢法友会」がリモートで
法教育セミナーを開催。

インターンシップで
地域課題の解決に挑戦。

最先端の知識と技術を学ぶ
教育プログラムがスタート。

協定校の学生を受入れ、
より一層の技術革新を。

「コロナ禍でも実りある臨床
実習を」
と医学生へエール。

新編入学試験で理学療法士・
作業療法士のWライセンス。

若手職員によるオフィスの
フリーアドレス化を実現。

法学類

地域創造学類

物質化学類

電子情報通信学類

医学類

保健学類

広報室

法学類公認サークル「金沢法友

地域での課題解決を体験的に

従来の理学系、工学系のコース

電子情報科学専攻では、2019年

十分な医学知識・技術・態度を修

理学療法学専攻と作業療法学専

事務局にフリーアドレスを導入し

会」
は滋賀県立虎姫高校に法教育

学修する
「地域創造インターンシッ

制を見直し、専門教育プログラムを6

10月期からタイおよび台湾と
「ダブ

得した4年生に診療参加型臨床実

攻では、2022年度入試から2つ目の

ました。可搬型PC機器とスマート

セミナー
「オンライン・ロースクール」

プ」。初のインターンシップ生として、

つのアドバンストプログラムに体系

ルディグリープログラム」
を開始。電

習資格を付与するスチューデント・
ド

資格の取得が可能となる新たな3年

フォンを採用し、感染症対策を意識

を提 供 。コロナ禍により、対 面・グ

1年生の齋藤有芽さんが「こんか漬

化しました。複数のプログラムを選択

気電子と電子通信に関わる先端技

クター証授与式を挙行。NPO法人が

次編入学試験を導入します。急性

したデスク配置でコロナ禍での分室
業務を効率化。ペーパーレス化も推

ループワークで約10年間継続して

け」
を製造する
『糠乃舎合同会社』

履修することで、化学の基本原理の

術を海外の学生と学ぶことで、技術

んとむきあう会「元ちゃんハウス」
の西

期・回復期・維持期のさまざまな障害

きた法教育実践が危ぶまれました

で、石川県の郷土食文化を継承す

探求と応用技術の創造に挑戦する

課題の解決へ向け多角的な視点で

村詠子理事長が「患者さんの声の

に対応できる、両方の専門性を備え

進し、
部局を横断したグループでのス

が、
リモート形式で実現できました。

る必要性とその方法を学びました。

力を身に付けることができます。

物事を捉える力が培われています。

聞ける医師に」
と声援を送りました。

た質の高い人材育成を目指します。

ムーズな業務実施も可能にします。

６年間でダブルライセンス

融合学域

理学
療法

人間社会学域
理工学域
医薬保健学域

10

作業
療法

一元的治療の実現
ワークシートを用いて実践授業。

こんか漬けづくりに取り組む齋藤さん。

自由に組み合わせ可能なプログラム。

講義で日本文化に触れるプログラム生。

認定証授与式で宣誓する代表学生。

理学療法・作業療法の総合人材を育成。

作業スペースでもカフェ気分で打ち合わせ。

11

学 生 による 学 生 の た め の

E n j o y !!

学生の「やりたい」
をサポートする大学公認学生団体に注目。
金沢大学には、文化系や運動系などの

体は、
自分たちの学生生活を充実させるの

グルメ情報など、最新エンター

バリエーション豊かな課外活動団体がたく

はもちろんのこと、人の役に立つことを考

テインメント情報をご紹介。

さんありますが、
その中から、大学と協働し

え、
イベントを企画・運営しています。
どの団

注目のサークルやイベント、

卵と合わせて入れているそば
のかえしで味に深みが出ており、
青のりとの相性もばっちりです。

て活動している大学公認学生団体をピッ

体も新規メンバー募集中なので、興味があ

クアップして紹介します。今回紹介する団

る人はTwitterをチェックしてね。

北陸をイノベーション創出の地に！
ペンタ

シップス

PENTA SHIPs
「 北陸をイノベーション創出の

広報室学生スタッフ

地に！」
をモットーに、
コロナ後の世

轡田 大樹さん

界を見据え、
より良い社会の実現

代表
フロンティア工学類

を目指して、大学生と高校生、大

今井 祐希さん

学や企業が参画する共創型オン
ラインプラットフォーム「Beyond C

海老とタコがぷりぷり、
きゅ
うりがシャキシャキ、錦糸卵
はふわふわで、いろいろな
食感を楽しめます。

orona Forum（BCF）」
を立ち上げ
ました。昨夏には、8時間の生放送
番組「Beyond Corona LIVE」
を
行い、企業、大学生、高校生の、
コ
ロナ禍の「今」、
そしてコロナ後の
社会への思いを発信しました。新
」
年度は「SHAPOT（シェアポット）

カレーは辛すぎずマイルドな
味わい。大きなチキンカツが
のっていてボリューミーです。

に改名しリニューアルします。

1

2

1.「Beyond Corona LIVE」
で行った8時間マラソンの様子。2.「Beyond Corona LIVE」
では融合研究域の松島教授にも出演してもらいました。

金沢大生による金沢大生のための就職支援。
フロム

ケー

from K

そばのかえしが隠し味の甘辛
タレで味付けされたチキンと、
煮卵が絶妙なハーモニー。

広報室学生スタッフ

城下 理彩子さん

日本人と留学生の交流の場を提供。
キッサ

KISSA

Twitter @KU_fromK

学生と就職支援室との架け橋
として、金沢大学生の就職活動の
支 援につながるようなイベントの

Twitter @kissa464

「日本人学生と留学生との交流

代表
法学類

の場を提供する」
ことを目標に活動

蔵宗 菜々実さん

しています。交流のきっかけとなるよ

企画などをしています。定期的に

うに、
日本食を体験するイベントや、

実施している内定者による「なん

日本 語で会 話を楽しむ「 K I S S A

でも相談会 」では、
コロナ禍での

Cafe」
を定期的に開催しています。

就職活動や、就職支援室の利用

昨年からはオンラインでの「KISSA

方 法などのアドバイスを行いまし

Cafe」やクイズイベントを開き、
コロ

た。ほかにもSNSを活用して金沢

ナ禍でも活動を継続。
また、
日本人

大生に向けた就職活動に役立つ

学生が留学生の母国の文化に触

情報を発信しています。

れられる機会も用意しています。

1

代表
国際学類

細見 俊輔さん

※

広報室学生スタッフ

大田 栞子さん

ショウガの下味がしっかり効い
て、食欲をそそる味わいです。
人気ナンバーワンメニュー。

学内カフェの昼限定テイクアウト丼ランチ。
キャンパス内にはいくつかの食堂があり

トできるので、毎回違った味を楽しめます。

ますが、今回はその中からお昼にテイクア

また、前日までに予約すると角間キャンパ

ウト限 定メニューを提 供している
『YABU

ス内であれば1個から配達してもらえます。

を紹介します。
『 YABU&CA
&CAFÉ丹 』

天気のいい日は春のキャンパス風景を眺

FÉ丹』では約20種類の昼丼をテイクアウ

めながら丼ランチを楽しみませんか？

先輩が
身近な立場から
就活をサポート！

YABU&CAFÉ

※

丹（たん）

場所／自然科学系図書館棟 ２F
2076 -222-7618
営業時間／
YABU丹：11：00～14：00、
16：30～17：00
CAFÉ丹：11：00～17：00
※時間外営業は応相談
定休日／土曜、
日曜、祝日

2
1.定期ミーティングの様子。2.「なんでも相談会」
ではアクリル板を使用してコロナ対策もばっちり。

※
定期開催している
「KISSA Cafe」の様子。
※2019年以前に撮影
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A.

A.

A.

Cover
Model , s
Voice

A.

今 号 のカバーモデ ル

人間社会学域 国際学類
日本・日本語教育コース 3年
おがわ

みゆ

小川 美優さん
人間社会学域
経済学類 2年

総合教育部
（理系）1年

栗本響輝さん

板井琳菜さん

医薬保健学域
薬学類 2年

総合教育部
（理系）1年

佐藤侑奈さん

本山裕大さん

A.
Photo:Rui

A.

Q

小学生の頃、
シンガポールで暮らして
いたという小川さん。高校時代に旅行
で訪れた金沢の街並みに惚れて金沢
大学へ。夢は在学中に東南アジアの

コロナ禍で楽しんでいることは？

国を全踏破することで、昨年は派遣留
学する予定でしたがコロナ禍で中止

新型コロナウイルス感染症が蔓延し、行

人間社会学域
地域創造学類 2年

に。大学生活では入学してから本格的

動に制限が増えた今、
どんなことを楽しん

宮下美羽さん

に始めたというワックダンスに熱中して

人間社会学域
経済学類 2年

でいるのか金沢大生に聞いてみました。

います。宝物は郷里・兵庫県丹波篠山

金谷圭都さん

キャンパス内のオススメお花見スポットを紹介。

A.

A.
A.

金 沢 大 学のキャンパス内にはたくさん

の規模を誇ります。空き時間の気分転換

のお花見スポットがあります。桜の種類に

に、キャンパス内を散 歩してみてはどうで

は、
ソメイヨシノやヤマザクラなどがあり、

しょう。きっと、お気に入りのお花見スポッ

総 数はなんと約 3 6 0 0 本 。大 学では有 数

トが見つかるはずです。

角間キャンパス 北地区

A.

角間キャンパス 中地区

北課外活動
共用施設

宝町キャンパス

南アカンサス
インターフェイス

屋内運動場
（体育館）

総合メディア
基盤センター
自然科学本館

人間社会学域
国際学類 2年

岡村 南さん

金 沢 大 学 広 報 室 学 生スタッフ募 集！

人間社会学域
国際学類 1年
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金沢大学オリジナル
QUOカード（500円分）
10名様

自然科学5号館
人間社会第2講義棟
人間社会4号館

袖山 彩さん

PRESENT

北福利施設
（食堂）
プール

人間社会学域
国際学類 1年

市の窯元巡りで買い集めた器。
「老後
は農業カフェを経営したいな、笑」。

広報誌『 Ac a n t h u s 』の取材や広報動画の作成など、

寺田実世さん

広報室と一緒に金沢大学のPRをしています。
人間社会学域
国際学類 2年

深川祐貴さん

まだまだ新メンバー募 集 中です。
興 味がある人はD Mください。
kspskanazawa@gmail.com

Twitter

金沢大学オリジナルQUOカー
ド
（500円分）
を抽選で10名様
にプレゼント。今号に挟み込ま
れている応募ハガキもしくは下
記バーコードから応募フォーム
にアクセスし、アンケートにご
記入の上、
ご応
募ください。
【応募締切】
2021年8月31日
※掲載している情報は、
すべて、取材時のものです。
※各種サポートやイベントは新型コロナウイルス感染症の
感染防止の対策を行った上で実施しています。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況によって
は、各種サポートやイベントの実施の有無、実施方法が
大幅に変更となる可能性がございます。
ご了承ください。
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人が

金 沢 大 学 広 報 誌［アカンサス］

物 をつ く る 、
社 会 をつ く る 。
じ ゃあ
人 をつ く る の は ？
｠

発行日／2021年4月1日

2021年度、
4学域18学類へ学びを拡大。

文理融合の知識を基に社会変革をリードする

「融合学域 先導学類」誕生！

発行／金沢大学 総務部 広報室

医薬の専門的知見の融合で未来医療を開拓

「医薬保健学域 医薬科学類」新設！

〒920 -1192 金沢市角間町

TEL／076-264-5024

Photo:RUI Model:理工学域 フロンティア工学類 今井祐希さん

E-mail／koho@adm.kanazawa-u.ac.jp

4.1

2021

未 来を切り拓く選 択 肢が広がる！

