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Kanazawa University Super Global ELP Center

In April 2015, Kanazawa University Super Global ELP Center, which is one of the featured initiatives of the Top 
Global University Project, was opened. The center is located in Kakuma Guesthouse, Kakuma Campus and consists 
of a lecture room and an office, where the teacher dispatched from Tufts University, 
our partner institution in America, is stationed.

The center, in cooperation with Tufts University ELP (English Language Program), 
offers three programs; for the faculty to improve their ability to lecture in English, for 
the administrative staff to improve their business English skills and for the students to 
prepare for their study abroad including TOEFL/IELTS test.

Voice from Student Voice from Faculty

Prof. Junichi AKITA
Faculty of Electrical and Computer Engineering, Institute of 
Science and Engineering
This program is beneficial not only to teaching in 
English but also to my own research and research 
guidance to my students. 
It made me decide to conduct 
a course in English in the next 
semester.
Next is your turn to join the 
program!

Lecturer Josephine Altovino stayed in Kanazawa for 3 
weeks in September for the on-site classes for the 
faculty.
In order for the students to thrive in a global society 
in future, they need to be able to think on their own 
and come up with a solution. These abilities can be 
acquired through a lot of communications and 
discussions in classes. I’d like to introduce the 
teaching method to conduct such 
classes into the faculty program.

Ms. Maho KURETAKE
School of Law
College of Human and Social Sciences

When I participated in the 
language program at Monash 
University, Australia this summer, it was easy to get 
accustomed to the program conducted fully in 
English thanks to this ELP course. Also, talking with 
the teacher during his office hours helps me improve 
my oral communication skills in an enjoyable way. I 
truly recommend this course to other students!

Assistant Prof. James Rosenberg has been  
teaching at the ELP Center since this April 
and is in charge of the programs for 
students and administrative staff.
A class held once a week is not enough 

to improve your English, so it’s important to study by 
yourself. Also, please come to my office to ask 
questions or just to talk with me. What is necessary 
for human resources to lead the global society is 
“Omoiyari”, to care about others. Misunderstandings 
are inevitable in multicultural working environment. 
However, “Omoiyari” will prevent some of them and 
will help us to overcome the misunderstandings 
which have already occurred.

Interview with ELP Lecturers

My favorite place in Kanazawa 
is Nishi Chaya District.
I like Korinbo as well.

〜From the Ofiice〜
Since this is the first time in more than 10 years to take an English class and the class is fully taught in English 
lasting for 90 minutes, I get exhausted after every class. However, as Jamie makes the class room filled with fun, I 
enjoy the class a lot. We are expected to achieve at least TOEIC 600 pts after the 4-month program. I’ll study hard 
to get the higher score and to improve my practical English skills! (Matsumura)

Full version of the interviews with 4 persons will be available 
on the SGU Website soon.

http://sgu.adm.kanazawa-u.ac.jp/en/you-and-kusgu/

Unveiling Ceremony held on Sep. 7
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受講者の声 －学⽣編－

ELPセンターの先⽣⽅にインタビュー

受講者の声 －教員編－

〜SGU企画・推進室からひとこと〜
学⽣時代から数えて10数年ぶりの英語の授業、しかも学⽣時代にも経験していない90分間英語のみの授業に、終
わった後はクタクタに疲れています。しかし、ジェイミー先⽣が楽しい雰囲気を作ってくれているので、楽しみな
がら研修を受けられています。研修終了後には、TOEICスコア600をクリアすることが求められていることもあり、
これをいい機会に英語を使いこなせるように頑張って勉強したいと思います！！（松村）

理⼯研究域電⼦情報学系 秋⽥純⼀教授より
－教員版プログラム（パイロット版）を受講－
この研修は、英語で授業を⾏うためだけでなく、⾃

分⾃⾝の研究や学⽣の研究指導にとても有益だと感じ
ました。これを⽣かして、後期
に開講する学域の授業を英語で
⾏う予定です。
いつか受けた⽅がいいだろう

なぁ、ではなく是⾮次の機会に
応募してみてください！

今年４⽉、SGU事業の⽬⽟の⼀つである⾦沢⼤学スーパーグローバルELPセンター
がオープンしました。⾓間キャンパスにある⾓間ゲストハウス内に設けた専⽤のレク
チャールームとオフィスに、協定校であるアメリカのタフツ⼤学から派遣された教員
が常駐しています。

センターでは、タフツ⼤学のELP（English Language Programs）と連携したプロ
グラムを実施しており、教員・職員・学⽣対象の3つのプログラムがあります。教員
対象プログラムでは、授業を英語で⾏うノウハウを、職員対象プログラムではビジネ
ス英語を、そして学⽣対象プログラムでは留学を⽬指す学⽣たちのTOEFL/IELTS対策
を教えています。

ジェイミー先⽣は、今年4⽉からセンター
に常駐し、学⽣及び職員対象のプログラム
を担当されています。
学⽣の授業も職員の研修も、週1回の授業
では⾜りないので、⾃分で勉強することが
⼤事です。是⾮私のオフィスに来て、話し

たり質問したりしてください。
グローバル⼈材に必要なものは「思いやり」です。異

なる⽂化の中で働くときには、どうしても誤解が⽣じて
しまいますが、思いやりを持つことで、誤解を未然に防
いだり、誤解が⽣じてもそれを乗り越えたりすることが
できるからです。

ジョセフィン先⽣は、教員対象研修の対⾯授業のため
に、9⽉中の3週間⾦沢に滞在されていました。
グローバル社会で活躍するには、⾃分で考え、⾃分

で解決策を導く能⼒が必要です。それらが⾝に着けら
れるのは、学⽣同⼠や学⽣と教員によるコミュニケー
ションやディスカッションを⽤いた授業です。
教員対象研修では、そのような

視点も取り⼊れていきたいです。

法学類2年 呉⽵真帆さんより
－学⽣対象プログラムを履修－
夏休みにモナシュ⼤学（オース

トラリア）の語学研修に参加した
のですが、この授業で英語で⾏わ
れる授業に慣れていたおかげで、英語漬けの研修にも
すぐ慣れることができました。また、先⽣が週1回学
⽣⼀⼈⼀⼈と話す時間を設けてくれるので、楽しくお
話ししながら英語⼒がアップできます。
この授業は多くの⼈に履修してほしいです！

今回登場してくださった4名のインタビューのロングバージョンを、SGU Webサイトで公開しています。
是⾮チェックしてみてください！ http://sgu.adm.kanazawa-u.ac.jp/you-and-kusgu/

⾦沢で好きな場所は
「にし茶屋街」。
⾹林坊も好きです。

お⼆⼈とも、とても気さくに答えてくださいました。
ありがとうございました！

9⽉7⽇に⾏われた除幕式

ジェイミー先⽣

ジョセフィン先⽣


