
Note from Mari Maruyama Executive Director  

Welcome to Fall! We are excited to support 28 students from JFOU's partner institutions. These students 
are now studying Japanese, Japanese history and culture, buying snacks at Family Mart, and making friends 
from around the world. Conversely, 158 JFOU students are in North America studying English, learning 
about the hospitality industry, experiencing service learning projects, exploring the business world, and 
making friends from around the globe. Thank you for caring for all of these students!  

 

This past summer, JFOU welcomed students to their 
Japanese Summer Session. These students joined a 

shodo class, learning how to write kanji with a brush.  

 

 
 
 
 
 
 
 
My Journey of Global Discovery 
 
Rebecca Laumann, M.Phil., J.D     
The University of Memphis  
Interim Executive Director, Center for International 

Education Services 

 
I have been working in International Education for about 20 years 

and I am always asked by students and colleagues how I came to 

the field. Their reasons for posing this question probably vary. 

Perhaps they have a desire to know what one must study to 

become a director of an international office; or maybe they want 

to figure out how an African woman ended up in Tennessee 

sending American students abroad and hosting international 

students in Memphis; or they may just be curious why someone 

with a law degree is working in international education. I did not come to this field by any deliberate intention 

on my part. Instead I got here by a series of twists and turns that one could refer to as fate. 
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Born in Ghana, West Africa as the second child of my parents, I always looked up to my older sister, Rita, who 

was adventurous and did all the things I could not do. When I was 18 years old, Rita visited our cousins in 

London for the summer. My sister is a great story teller and she came back to Ghana with lots of exciting tales. 

She described her experiences in London so well that I asked my mother if I could visit my cousins the following 

summer. My mother was surprised by my request. I often felt claustrophobic and I had a strong fear of heights. 

How would I be able to board a plane and travel six hours from my home in Ghana to London all be myself, she 

wondered. Well I did, but with the help of a fellow traveler who sat next to me and saw how I gripped the 

armrest when the plane took off. I thought that flight was going to be the most difficult part of my trip. 

Imagine my shock when after clearing customs at Heathrow I was directed to take the escalator to collect my 

luggage. While I had been on elevators in Ghana, I had never seen an escalator before. It took a while for me 

to muster courage and get on the “moving stairs.” After picking up my luggage, my cousin who had come to the 

airport to meet me, bought two tickets for the underground train. Getting on the train required that I take 

another set of moving stairs. For someone as nervous as I was, my heart pounded throughout the train ride. But 

my dear cousin, Nana Ama, held my hands and talked to me until we reached our destination. That day 

changed my life. I had faced my deepest fears and survived. I found that I was ready to do anything and, within 

a week, I was running up and down the escalators to catch a train from my aunt’s home in Clapham to go 

shopping in Oxford Street. 

So, when in graduate school I was awarded a University of Ghana scholarship to study at the University of 

California, Los Angeles (UCLA) I felt very well prepared to travel to Los Angeles on my own. I arrived at UCLA 

on October 4, 1994 in the evening. I was met at the airport by a student volunteer who took me to campus. 

Alone in my room, I had no idea where I could get water or food. Fortunately, there was another Ghanaian 

student studying at UCLA and he came to my room in the morning to take me around campus. Our first stop 

was at the international office where I was warmly welcomed and provided with helpful information to aid my 

transition. Before coming to Los Angeles, I had imagined America to be a land of mainly blacks and whites. I 

was pleasantly surprised with the diversity at the UCLA campus. I relished campus life at UCLA. I selected my 

courses carefully and got to know my professors by meeting with them at office hours. I joined study groups 

and clubs and I made life-long friends. Best of all, I met my future husband Dennis who was a graduate student 

UCLA. With him, I immersed myself in American culture, visiting Universal Studios and Disneyland, watching 

the Hollywood Gay Pride Parade, and going to a Prince concert at the Hollywood Bowl. I returned to Ghana in 

1995 to complete my Master’s degree in Political Science. Fortunately, Dennis was awarded a Fulbright 

scholarship for his doctoral research in Ghana, too. Dennis and I were married in Ghana in 1996 and I returned 

to Los Angeles with him the following year. I had stayed in touch with the UCLA faculty I knew and informed 

them of my move to Los Angeles. Six months after my arrival, I got a call from one of my professors informing 

me of an opening at the UCLA African Studies Center. This was my first job in international education, working 

with American students who participated in a leadership institute in Kenya, Tanzania, and Uganda. 

When Dennis completed his PhD and accepted a position at the University of Memphis, I was lucky to see an 

opening for a Study Abroad Director. I applied for the job and was offered the position after an interview. I was 

ecstatic. While I had worked mainly with students going to Africa at UCLA, my position at Memphis allowed me 

to work with students going to all parts of the world. In this role, I have had the opportunity to learn about and 

visit many countries including Japan. It has been a privilege working together with students, staff and faculty 

at JFOU to provide student and teacher exchanges. What started as an opportunity to host a coordinator from 

the Japan Outreach Initiative in 2007 led to a meeting with Dr. Maria Domoto, former executive director of 

Obirin Gakuen Foundation of America, and a partnership with JFOU in 2011. Working with colleagues at JFOU is 

like hanging out with close friends. Together we support each other and help our students to achieve their 

academic goals. I still draw on my earlier experiences as an international student at UCLA to make sure that 

international students at Memphis always feel welcome and have the chance to immerse themselves into our 

community. At Memphis, we love hosting students from JFOU and are very proud of our partnership with JFOU. 

 



世界発見の旅 

レベッカ ローマン メンフィス大学・インタナショナルエデュケーションサービス センター エグゼクティブデ

ィレクター  

 国際教育の分野に携わり約 20年になりますが、よく学生や同僚から、どのようにしてこの分野に到達したの

かを尋ねられます。この質問をする趣旨は、色々あると思います。例えばインタナショナルオフィスのディレク

ターになるには、何を勉強すべきか知りたい、またアフリカの女性が、なぜテネシー州でアメリカの学生を海外

留学させ、メンフィス大学で留学生を受け入れることになったのか、または、なぜ法律の学位を持つ者が国際教

育の分野で働いているかに興味があるなど。私は、自分で意図してこの分野にたどり着いたわけではなく、人が

運命と称する一連の紆余曲折を得て到達しました。 

   西アフリカのガーナで生まれた私は、大胆で、私には出来ないことをしてしまう姉のリタをとても慕っていま

した。私が 18歳の時、リタはいとこを訪ねてロンドンを訪問しました。話上手な姉は、たくさんのエキサイテ

ィングなお土産話をガーナに持ち帰りました。姉の魅力的な経験談に、私は母に、次の夏は、私がいとこを訪問

できるか尋ねました。度々、閉所恐怖症であると感じ、高所にも恐怖があった私が、6時間もかけて飛行機でロ

ンドンへ行かれるのかと母はとても驚きました。しかし、飛行機の離陸時、ひじかけにしがみついている私の隣

に座っていた乗客の助けも借りながら、どうにかこの飛行を成し遂げました。このフライトがこの旅行で、最も

辛いことだと思っていましたが、ヒースロー空港につき、手荷物を受け取るためにエスカレーターに乗るよう指

示された時の私のショックは想像以上のものでした。ガーナではエレベーターに乗ったことはありましたが、エ

スカレーターは一度も見たことすらありませんでした。私が勇気を決してその「動く階段」に乗るには時間がか

かりました。荷物を受け取り、迎えに来てくれたい従妹と地下鉄に乗るには再度「動く階段」を乗り越える必要

がありました。そして地下鉄に乗車中、神経質な私の心臓は動悸が続きました。従妹は、私の手をにぎり、私達

が目的地に到着するまで、ずっと話かけてくれました。その日、私の人生は変わりました。自分の最も深い恐怖

と直面し、それを乗り越えたのです。それからは一週間もしないうちに、何でもできるような気持ちになり、叔

母の家からオックスフォードへの買い物に、エスカレーターを上下乗り降りしながら、電車を乗り歩いていまし

た。 

 この経験があったので大学院在学時にガーナ大学奨学金を授与され、カリフォルニア大学ロサンゼルス校

（UCLA）に留学することになった時には、ロサンゼルスにひとりで旅立つことに何の躊躇もありませんでした。

そして 1994年 UCLAに到着しました。キャンパスにひとり、水も食料の調達方法もわかわからずにいると、幸運

にも UCLAで勉強している別のガーナの学生が、キャンパスを案内するために私の部屋に来てくれました。イン



ターナショナルオフィスでは、暖かく歓迎されて役立つ情報を頂きました。それまでアメリカとは白人と黒人だ

けの国だと思っていましたが、UCLAキャンパスには多様な人種の人々がいて、嬉しい驚きがありました。私は

UCLAでキャンパスライフを堪能し、コースを慎重に選び、オフィス時間にはよく教授を訪ねることで教授たち

を良く知るようになりました。研究グループとクラブにも参加し、生涯の友人も作りました。最大のことは、

UCLAの大学院生であった私の将来の夫デニスと出会ったことでした。彼と、ユニバーサルスタジオ、ディズニ

ーランドに行ったり、ハリウッドゲイプライドパレードを見たり、ハリウッドボウルでプリンスコンサートに行

くなど、アメリカ文化に浸りました。 政治学の修士課程を修了するために、1995年にガーナに戻った時、幸運

にしてデニスも、博士号の研究をガーナでするためのフルブライト奨学金を授与されました。そして私たちは

1996年にガーナで結婚し、翌年にロサンゼルスに戻りました。 連絡を取り続けていた UCLAの教授陣にロサン

ゼルスに戻ったことを知らせておくと、戻った 6ヶ月後に、一人の教授が UCLAアフリカ研究センターが開設さ

れることを教えてくださいました。これがケニア、タンザニア、およびウガンダのリーダーシップインスティテ

ュートに参加したアメリカの学生と共に働く、私の国際教育における最初の仕事となりました。 

デニスが博士課程を修了し、メンフィス大学での職を得た際、幸いにも同大学の留学のディレクターの職の空き

を見つけました。私は面接を受け、その職を得ることができました。UCLAでは、主にアフリカに行く学生のた

めに仕事をしていましたが、メンフィスでの仕事は、学生を世界各国に送ることを可能にしてくれました。この

役割により、私は日本を含む多くの国々のことを学び、訪問する機会を得ました。学生及び、教員交換のために

桜美林大学の学生、職員、および教諭の方々と一緒に働けることを光栄に思います。2007年のジャパン アウト

リーチイニシアチブのコーディネーターを受け入れる機会が、堂本マリア博士との出会いをもたらし、2011年に

桜美林大学とのパートナーシップが始まりました。桜美林大学の方々と共に働くことは、親しい友人と共にいる

ような気持ちです。互いにサポートしながら、私達の学生たちが学問のゴールを達成することを援助していま

す。私は UCLAでの留学経験を活かして、メンフィスに来る留学生たちが歓迎され、私達のコミュニティに溶け

込む機会を持てるよう心掛けています 。私達メンフィス大学は、桜美林大学からの学生を受け入れることを嬉し

く思い、桜美林大学とのパートナーシップをとても誇りに思います。 

 



スポーツ ビジネスプログラム 2015年    

リベラルアーツ学群 4年 高谷 大樹 

   私は小さいころからスポーツをしており、大学に入学してからも、すぐに野球部

へ所属し活動してきました。 そのため、大学入学当初は「海外留学」には関心があ

まりありませんでした。大学入学後、学内で生活をしていく中で、桜美林大学には

留学する学生、海外からの留学生が多いことを感じるようになりました。それからは留学生との交流を意識的に

増やし、楽しい日常生活を送っていました。そんな中、ふとした時に「桜美林大学に入って海外に行かずに卒業

したくない」と強く思うようになりました。そこで毎年、夏に行われているスポーツビジネス研修（アトランタ 

2週間）に参加することを決めました。これが私の大学生活初めての海外経験でした。 

  アトランタではスポーツに関わる色々なお話

を関係者の方々に聞き、球場に実際に足を運

び、現地のスポーツを観戦をしました。その時

私は「さすがアメリカ、規模がでかい！」と感

じたとともに、スポーツビジネスについてもっ

と詳しく勉強したいと思いました。そしてアメ

リカでスポーツビジネスについて勉強するなら

英語を話せるようにならないといけないと考

え、語学留学をすることに決めました。そして、この経験から約 1年後の 2016年 5月から 2017年 5月までの語

学留学が始まりました。 

 語学留学では、ジョージア州アトランタの Georgia State University の Intensive English Program(IEP)に 3学期

間通いました。このプログラムにはもちろん他の国々から多くの人々が英語を学びに来ていて、アジア、アフリ

カ、ヨーロッパ、南米など多くの異なる国の友達ができました。また寮生活では、ルームメイトがフランス人と

インド人でした。 これは留学しないと絶対に出来ない貴重な経験となりました。他の国の人々と触れ合うという

事は、ただ母国文化の紹介や世間話をすることだけでなく、今まで自分がどれだけ海外へ目を向けてこなかった

のかという思い知り、刺激を受け、自分のやりたいことをするという前向きな気持ちを起こさせてくれました。

今回、留学をする際には、英語を話せるようになりたいという思いで行きましたが、結果、その先のステップへ

の意識を持つこともできました。今後大学を卒業後は、アメリカの大学院へ行き、スポーツビジネス関係の勉強

をして、世界で活躍する日本人になりたいと思っています。 

 



ビジネスマネジメントグローバルアウトリーチプログラム 2015春 

ビジネスマネジメント学群 2016年卒業  大内山 純  

  2015年の 3月にジョージア州アトランタに留学をしました。留学をしたいと思ったき

っかけは、国際結婚である両親の影響です。今では日本語を何不自由なく話せ、日本で

の生活に溶け込んでいる姿を見て、自分も実際に外国に身を置くことで異文化と異言語

をしっかり学ぶことができると思い、大学に入ったら留学をしたいと決めていました。 

 この留学を通して、１つ目に積極的に行動することの大切さ、2つ目に異文化を学び相手を理解することの大

切さを学びました。留学中はなるべく日本語を使わずに、現地の方々や海外からの留学生と積極的に話をするこ

とに力を入れました。バスの運転手さん、バス停でバスを待っている方々、日曜日には教会の礼拝に参加し多く

の方々と話をするように心がけました。もちろん学校での生活でも友人の繋がりで、どこにあるのか想像もつか

ないガボンという国からの留学生と仲良くなり、お互いに航空関連の仕事に携わりたいということで、意気投合

したことは強く印象に残っています。このことから、人の繋がりや、積極的な交流をもつことで想像もつかない

出会いがあることを知ることが出来ました。 

 また私はホストブラザーの誕生日のプレゼントを買いにいくため、サ

ウジアラビア人の友人と買い物にでかけました。そこで見つけた商品が

予算オーバーだったため、買おうか考えていたところ、友人がその商品

を持っていき購入しようとしていましたので、私は友人を必死にとめて

自分で購入したところ、彼は機嫌が悪くなり無口になってしまいまし

た。何故怒っているのか理由が分からず、話をきいてみると、彼の母国

では友達が困っているときにはお金を出してあげることが一般的であ

り、それを拒否されたことで友達ではないと感じてしまったということ

がわかりました。しかし、日本文化との違いを伝えることで、お互いの

文化や考え方の違いを理解することが出来ました。日本の常識は世界の

非常識という言葉を身をもって感じ、広い視野を持つことの大切さも学

びました。 

 この留学を経て、自分の性格や、物事の考え方、見方が少し変わったと思います。それは自分の文化を伝えた

い、相手に理解してもらいたいという思いから積極的に行動したからだと思います。 



 最後に、留学をするにあたって快く送り出してくれた両親、支えてくれた友人、そして留学のサポートをして

下さった大学関係者及び桜美林学園アメリカ財団の皆様には大変感謝しております。これからもこの留学で経験

したことは自分の人生の糧として大切にしていきたいと思います。ありがとうございました。 

 

 

 

Summer Intensive 2017   

Cassandra Evangelista, Cal State University, Monterey Bay  

Coming to J.F. Oberlin University in Japan has been one of the best experiences of 

my life. Considering my background as a student who had never traveled outside of 

the United States alone, I wasn’t sure what to expect by going to Japan. My trip 

began when I left San Francisco International Airport and then flew to Shanghai, 

China. Going through immigration and customs in China was a worthwhile 

experience, and I learned quickly that I could maneuver the airport with little to no 

Chinese. It does help, but it’s not necessarily due to the Chinese Staff’s ability to 

speak both Chinese and English. The most I knew was “Thank You” and “Hello” in Chinese, but the people at 

the airport were very friendly despite my limited Chinese vocabulary. One suggestion when going through 

Chinese immigration is to make sure you have your itinerary and tickets on hand, because if you don’t (which 

was my situation), you will be directed to staff who will print out the tickets. They didn’t mind, but I still felt 

that I had burdened them a bit. Despite this, going through customs was simple. 

The airport I was at in China was Pu Dong Airport, and I was able to board a shuttle from the Airport to a 

nearby hotel called “Shenchun.” The rooms were very nice and very affordable ($50 for one night), and the 

staff spoke enough English to help me if I had any questions. The next day, I left the hotel and shuttled to Pu 

Dong Airport again, to catch my flight to Narita Airport. The shuttle was complimentary as well from Shenchun 

hotel, so you won’t need to worry about paying for it.  

Narita Airport has some of the friendliest staff that you can ever meet! I was lost at first, and with my limited 

Japanese, I could still ask where to pick my bags up or where to wait to be picked up by the J.F. Oberlin staff. 

I did notice that even if you didn’t speak Japanese, the Airport staff would switch to English and work with you 

to make sure you weren’t lost. Also, I got the chance to be interviewed by TV Tokyo: Why Did You Come to 

Japan? This is a very famous TV show that airs on Channel 7 every Monday in Japan. If you do happen to get the 

chance to be interviewed, because this TV show does show up randomly at Narita from time to time, I would 

advise giving it a try. If not, you can decline and they will respect your wishes.  

Going back to the topic of J.F. Oberlin’s Summer Program: After I met up with the rest of the students in my 

Summer 2017 class, we all took a very nice bus together to our dorms. Once at the dorms, we were greeted by 

J.F. Oberlin staff and RA’s. They helped us get comfortable with our dorms and helped us navigate the campus.  

Living in Japan has been life changing in so many ways. The staff at J.F. Oberlin really care about our success 

at this school, and they go out of their way to help us whenever we ask or are struggling. In fact, coming to 

Japan has given me the confidence to finally decide to work in Japan. We are exposed to many opportunities 

for future employment while studying at J.F. Oberlin--not to mention, joining school clubs and meeting new 

friends!  



On the topic of food and survival expenses: Food and room necessities are really not that expensive here. I 

have been able to survive comfortably in Japan for one month with about $1300. You can bring more than that, 

but for one month this is plenty. It all depends on what you want to do in Japan. I have been able to visit 

Aokigahara Jukai (with T.V. Tokyo—if you do visit this location, please respect its history and stay on the path—

Japanese government rule), Fuji-san, Kawaguchi, Kyoto, Akihabara, a small town called Shin Maruko (which I 

advise you to visit, because it is beautiful), as well as meet some really inspirational people that I will continue 

to have in my life for years to come.  

Before coming to Japan, I had just finished an elementary Japanese class at my school. My Japanese, especially 

speaking, needed some work. By the time I finished the program, I had improved quite a bit. Being surrounded 

by Japanese students and society helped me get out of the ‘shy bubble.’ I am a person who has severe social 

anxiety, and by coming to Japan, I felt like I could finally open-up a bit. The fact is, Japanese people want to 

get to know you for who you are and this society is very welcoming to ‘Gaikokujin,’ or ‘foreigners.’ I do plan on 

studying abroad again this Spring 2017 semester or for 1 year. I am still trying to decide which one I can do for 

my own personal situation, but I will be back in Japan soon. I would suggest that everyone give J.F. Oberlin 

University a chance, and if you feel a bit anxious about travelling here, just know that I was someone who was 

terrified of going to a new country by myself, due to my anxiety and previous inexperience with travelling. 

Now, I have more confidence in myself and want to keep returning to Japan. Safe travels everyone!  

 

Fellow students of the Summer 

Intensive 2017 Session.  

 

 

 

 


