
Faculty Members Who Support KU Top Global University Project

In order to promote KU Top Global University Project, Kanazawa University employed several new faculty members 
last year. We interviewed Associate Professor Mark Hammond of the Faculty of Foreign Language Studies, Institute 
of Liberal Arts and Science, which is in charge of the new curriculum of English courses, and Assistant Professor 
Daisuke Ito of the International Student Center, Organization of Global Affairs, which is in charge of Japanese 
language education for international students and short-term inbound programs.
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Advice for a bit shy KU students
My main responsibility is teaching the TOEIC and EAP 
courses. KU students are generally hard-working, but 
sometimes they are a bit shy to say something in the 
classroom. I think a little more effort to participate in 
‘active learning’ can really help, for example asking 
questions during class, or having the confidence to 
answer questions even if you make a mistake. 

To lead the global society in the future
Strong leaders have some similar characteristics. One, 
they really try hard and stay focused even when things 
are difficult. Two, they are usually very good listeners 
and enjoy sharing ideas more than giving orders. And 
three, strong leaders treat all people with dignity and 
respect, no matter what social position they may have. 
Oh, one more thing. I want KU students to say hello to 
me when we meet in the campus. Remember, the first 
step to being a global leader is to be comfortable 
talking and being friendly with anyone!

Came to Japan to photograph, but…
My plan was take photographs and 
only to stay for a few months in Tokyo. 
I started to work as a part-time English 
teacher. One day, the school asked me 

to be the manager of their school in Kanazawa, and I 
decided to move to Kanazawa. I’ve been here for 24 
years since then. 

★Full version of their interviews will be found here. http://sgu.adm.kanazawa-u.ac.jp/en/you-and-kusgu/
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From Top Global University Project Planning and Promotion Office

I always regret that I didn’t study abroad when I was a student at Kanazawa University more than 10 years ago. 
I had time and opportunities, but somehow I hesitated to take the first step. 
Please remember that it’s difficult to take a long holiday after you start to work. Don’t forget that the experience of 
studying abroad and exchanging ideas with local students is much more valuable than normal overseas travel. 
There are many more opportunities than 10 years ago. Why not take the first step to study abroad?        (Matsumura)

Experience what you cannot experience in Japan
After I studied for a year as an exchange student, I 
boasted that I got a lot of experience in America. 
However, what I experienced in 10 years in graduate 
school was much bigger and much deeper. So I want 
KU students to study abroad for a longer period, if 
possible. If you join a short-term program, I recommend 
the programs include unique activities which you can’t 
experience in Japan such as exchanges with local 
students.

Global human resources ≠ Who can speak English 
fluently
What you need when living or doing business in a 
foreign country is to understand how people do in that 
country. What I needed in America was the ability to 
negotiate. To negotiate on an equal footing, you need 
to say what you want to say without hesitation. 
Otherwise, you won't be treated like other Americans. It 
took me some time to acquire such ability.

Ten years in America
When I was an undergraduate student, I 
studied in America for a year as an 
exchange student. A lecture I took there 
impressed me so much that I decided to 
pursue a master’s degree in America. 
After all, I lived in America for 10 years.



⾦沢⼤学SGU事業を⽀える教員をご紹介！
本学のスーパーグローバル⼤学創成⽀援事業を推進するにあたり、昨年度、新しい教員が着任されました。

今年度⼀新された共通教育科⽬の中で新しい英語カリキュラムを担っている国際基幹教育院外国語教育部⾨
のマーク・ハモンド特任准教授と、留学⽣への⽇本語教育や留学⽣受⼊れプログラムを実施している国際機
構留学⽣センターの伊藤⼤将特任助教にお話を伺いました。

発⾏ 平成28年8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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国際基幹教育院外国語教育部⾨
マーク ハモンド

Mark Hammond 特任准教授
国際機構留学⽣センター

いとう だいすけ

伊藤⼤将特任助教

ちょっとシャイな⾦⼤⽣へのアドバイス
今年度から新しくなった共通教育の英語科⽬「TOEIC
準備」と「EAP (English for Academic Purposes)」を
主に担当しています。⾦沢⼤学の学⽣は真⾯⽬ですが、
授業中積極的に発⾔する学⽣が少ないので、授業中に
率先して質問する、たとえ間違っていたとしても⾃信
を持って答える、など“アクティブ・ラーニング”の姿
勢で授業に参加することが、英語能⼒の向上につなが
ると思います。

グローバル社会で活躍するために
強いリーダーには共通した特徴があります。⼀つ⽬は、
困難な時でも全⼒で、集中して取り組むということ。
⼆つ⽬は、良い聞き⼿であり、命令することよりも考
えを共有することを好むということ。三つ⽬は、相⼿
の地位などに関わらずすべての⼈に尊厳と敬意をもっ
て接するということ。最後に、もうひとつ。学⽣には、
キャンパス内で私に会ったら気軽に声をかけてほしい
です。グローバル⼈材への第⼀歩は、誰とでもフレン
ドリーに話すことですよ！

写真を撮りに来⽇したはずが…
東京で写真を撮りながら2, 3ヶ⽉滞
在しようと思い⽇本に来たのですが、
アルバイト感覚で始めた英会話学校
の講師の仕事で⾦沢校のマネー
ジャーになることになり、それから
24年間⾦沢に住んでいます。

★お⼆⽅のインタビューのロングバージョンをWebサイトで公開しています。是⾮ご⼀読ください！
http://sgu.adm.kanazawa-u.ac.jp/you-and-kusgu/

SGU企画・推進室からひとこと
私が10数年前に⾦沢⼤学で学んでいた頃、海外で学ぶチャンスはあったのですが、つい躊躇してしまい
チャンスを逃してしまいました。いざ働き出してみると、まとまった時間を取ることができず、あの時に
思い切って⾏っておけばよかったと、いつも後悔しています。
学⽣として現地の⼤学に⼊って、現地の学⽣と交流することができるのは、単なる海外旅⾏では味わえない
貴重な経験であり、学⽣の皆さんの特権であるといえると思います。
私のように将来後悔しないためにも、そのメリットを活かし、海外で学ぶ経験をしてみませんか？（松村）

現地でしかできない経験を
⼤学時代に1年間留学した時、⾃分はすごくたくさん
のことを経験したと思っていたけれど、⼤学院での10
年間の滞在から得たものはそれよりも何倍も⼤きかっ
たし、内容も濃かったです。なので、学⽣のみなさん
もできれば⻑期間、難しければ短期のプログラムで良
いので、とりあえず海外に出てみることをお勧めしま
す。語学はいくらでも⽇本国内で勉強することができ
るので、現地の学⽣との交流や、現地での⾃主的な活
動など、その⼟地でないとできないことを経験できる
プログラムが良いと思います。

グローバル⼈材 ≠ 英語が話せる⼈
海外で⽣活したり、ビジネスを⾏ったりするときに⼤
切なのは、相⼿のやり⽅を理解することです。アメリ
カで必要だったのは交渉⼒でした。相⼿と対等に交渉
するためには、⾔いたいことを臆さず⾔えなければい
けないし、⾔えなかったら⾔えない⼈が損をするだけ
で誰も助けてくれません。私も、10年間アメリカにい
て、すぐに⾝に付いたわけではありませんが、アメリ
カ⼈の友⼈の⾏動から学んだりして、徐々に交渉⼒を
⾝に付けられたと思います。

アメリカでの10年間
⼤学⽣の時に派遣留学で1年間アメリカ
の⼤学に⾏き、そこで受けた授業に感
銘を受けて、アメリカの⼤学院に進学
し、それから約10年間住んでいました。


