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J. F. Oberlin Athletes Excel in the United States
     In previous newsletters we have featured the baseball players on the 
Humboldt State baseball team, but there are other JFOU athletes we are 
proud of. Two JFOU students recently won medals in Atlanta. Both students 
were on the College of Business Management Global Outreach Program. 

Minami Sato (front row, fourth 
from left), a member of the 
JFOU kendo team, took all her 
kendo gear with her to Atlanta, 
where she practiced weekly at 
a dojo near Mercer University. 
Before she left, she won the At-
lanta championship and made 
lots of friends in the meantime. 
We hope to feature her experi-
ence in a future newsletter.

Ryonosuke Yamamoto heard 
about the Georgia Tech water 
polo team, tried out for the 
team, and became its star. 
As a result of his efforts, the 
team finished second in the 
Southeast Conference. We all 
especially thank his host fam-
ily for all their support. His story 
is featured on page 4 of this 
newsletter.

     The OGFA Board had its an-
nual fall board meeting in San 
Diego, California, on Septem-
ber 17 and 18. After reviewing 
the progress in programming, 
scholarships, and governance, 
the Board concentrated on 
ways that OGFA could grow 
over the next few years. 
     OGFA looks forward to 
serving the new College of 
Global Communications and 
developing more short-term 
programs for students in the 
United States and Canada. 
We are all pleased that we 
have been part of creating more and more global citizens with an under-
standing of multiple cultures, and we look forward to serving JFOU even 
more in the future.

Semi-Annual Board Meeting 
Held in San Diego

From left: Yoshiro Tanaka, Careen Shannon, 
Hiroaki ("Henri") Hatayama, Mari Maruyama 
Carpenter, Maria Domoto, Kelly Franklin, 
and Toyoshi Satow. Jim Williams, who is on 
sabbatical from George Washington Univer-
sity, joined us via Skype from Thailand.



　本来、私はあまり勇敢と言える性格
でありませんが、1979年、21歳の時
に、自分の人生を変える一つの勇気
ある行動をしました。それは英語を

教えるために、生まれ育ったアメリカを離れ
て1人、日本へと出発したことでした。日本
語は大学で勉強しましたが、留学する機会は
ありませんでした。その結果、文法と語彙（
ごい）については、十分な知識がありました
が、会話力はとても乏しいものでした。その
ため飛行機に乗り、教職を得た福岡に飛び立
つには、かなりの勇気を要しました。

　当時、インターネットはありませ
んでしたし、国際電話も高価でした
から、米国の友人や、家族と通信
する唯一の方法は郵便でした。しか
し、手紙を送っても返事が戻ってく
るまでに、およそ2週間もの時間がか
かりましたので、私は本当に一人、
ほとんど英語を話せる人がいない環
境で過ごしました。サバイバルのた
めには、自分の限られた日本語を駆
使しなければなりませんでした。と
は言え、それがいち早く私の日本語
能力をあげる機会となりました。
 これまでに海外に渡ったことのあ
る人は誰でも、このようなストーリ
ーを持っていると思いますので、あ

る意味これは特に珍しいことではないでしょ
う。しかし、この経験は私の人生を変えるこ
とになりました。2年後、私は大学院に通う
ために米国に戻り、そして最終的には日本史
の博士号を取得しました。それからCIEE (the 
Council on International Exchange)での職
に就くため、1986年に日本に戻り、1989年
に桜美林に着任しました。以来ずっと桜美林
と共に歩んでいます。今では、私の日本在住
歴は、米国に在住していた期間を超えるもの
となりましたが、私生活も、仕事もとても満
足しています。1979年にあの飛行機に乗らな
ければ、これらのことは、どれも実現しませ
んでした。この私の経験は、チャンスをつか
み、それが導くところへ進むことが重要であ
ることを教えてくれます。何年も、また何十
年もたった後に、あなたもやってみて良かっ
たと思える時が来るでしょう！　

   By nature I’m not a very brave 
person, but in 1979, when I was 21 
years old, I did one brave thing that 
changed my life: I left America, where 
I had grown up, and came to Japan 
alone to teach English. I had studied Japa-
nese in college, but I had never been able to 
study abroad. As a result, I had a fairly good 
knowledge of grammar and vocabulary but 
very weak conversation skills. So it took quite 
a bit of courage to get on the plane and 
go to Fukuoka to teach. At the time, there 
was no Internet, and international telephone 
calls were expensive, so the only way 
to communicate with my friends and 
family in the US was by post. However, 
sending a letter and getting a reply 
took about two weeks, so I really was on 
my own in a place where few people 
(at the time) spoke English. I really had 
to use my limited Japanese in order 
to survive. That was a real incentive to 
improve quickly, and I did.
   I imagine that everyone who has ever 
gone abroad has a story just like mine, 
so in a sense it’s nothing unusual. But for 
me this experience was life-changing. 
After two years I went back to the US 
to attend graduate school, eventually 
earning a Ph.D. in Japanese history. I re-
turned to Japan in 1986 to work for CIEE (the 
Council on International Exchange), and in 
1989 I came to JFOU, where I have been ever 
since. Now I have lived in Japan far longer 
than I lived in the US, and I am happy with 
my personal and professional life here. None 
of this would have happened had I not got 
on that plane in 1979. My experience tells me 

that it is impor-
tant to take 
chances and 
follow where 
opportunity 
leads. Years or 
decades later, 
you will be glad 
you did!

Dr. Bruce Batten
Dean, 

College of Global Communication
Take a Chance!
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Dr. Batten on the right at the 
OGFA office in 2011.

桜美林大学 
グローバル・コミュニケーション学群
学群長 ブルース・バートン

チャンスを掴んで
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高免 信喜、 英語英米文学科　1999
Nobuki Takamen, 
English Language/English and American Literature, '99
　ニューヨークを拠点にギタリストとして活動を続けていますが、音楽家
としてここまで生きてこられたのは桜美林大学での出会いがあったからだ
と思います。中学の時に独学でギターを弾き始め、高校でバンド活動を始
めました。生まれ育った広島が大好きで地元の大学に進学する予定でした
が、高校の恩師の助言もあり、桜美林大学に入学するために上京を決意し
ました。桜美林では、為田ゼミとフォークソング研究会（フォー研）とい
う自分の人生を大きく変えることとなった二つの出会いがありました。フ
ォー研では素晴らしい音楽仲間とバンド活動に明け暮れる日々を送りまし

た。この経験は音楽家としての自分の礎になっています。また為田英一郎先生が常々おっしゃっていた「
ナンバーワンでなくオンリーワンになれ」というオンリーワンの精神は、自分の一生のテーマになりまし
た。
  桜美林を卒業後は、しっかりとした音楽の基礎を学びたい、そして英語を話す環境に身を置きたいとい
う思いから、バークリー音楽大学に留学を決めました。世界各国から集まった才能あふれるプレーヤーの
中で自分の実力のなさを痛感し、また慣れない英語での生活もあり、食らいついていくのがやっとの毎日
でした。ただがむしゃらに音楽に打ち込み、仲間たちと切磋琢磨する中で、気がつけば首席で卒業する
ことができました。バークリーを卒業した2004年に、当初は1年間の予定でニューヨークに移り住みまし
た。音楽だけでなくさまざまな分野の超一流がひしめき合う環境で、苦悩と挫折の連続でしたが、そんな
時に心の支えになったのが為田先生のオンリーワンの精神でした。他人と比べるのではなく、自分にしか
できない音楽を追求することでここまで続けてくることができたと思っています。
  ニューヨークでは、たくさんの素晴らしい音楽家と出会うことができました。そんな仲間たちとブルー
ノート、イリディウム、ブルースアレイといった名門ジャズクラブ、また、モントリオール国際ジャズフ
ェスティバルをはじめ世界各国のジャズフェスティバルにも出演できました。音楽を通じて色々いろいろ
な国の人たちと出会えたことは一生の財産です。
　今年8月には昨年の日本ツアー中に録音した通算6作目となる『Live in Japan』を発表しました。会場に
は為田ゼミとフォー研や桜美林の仲間もたくさん駆けつけてくれ、そんな中での公開ライブ録音はすごく
特別でした。今年はこのアルバムの発売記念ツアーで日本とヨーロッパに行きます。今後もマイペースに
音楽活動を続け、いろいろな国で演奏活動を続けていきたいと思っています。
Since graduating from J. F. Oberlin, Nobuki has become a mainstay of the New York jazz scene. He 
has performed at the Montreal International Jazz Festival, the Rochester International Jazz Festival, 
Blue Note, Blues Alley, and other venues throughout the United States. He also tours annually in Ja-
pan. For more information, please visit his website: http://www.nobukitakamen.com.
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Memphis Music and Culture
Every spring for eight weeks, JFOU students from 
the LA GO Program participate in a unique 
content-based ESL Program that teaches English 
through the history and culture of Memphis, Ten-
nessee, the birthplace of the blues, soul, and rock 
'n roll. In addition 
to many field 
trips to places of 
interest in Tennes-
see, Arkansas, 
and Mississippi, 
they learn how 
to do research 

and produce a radio show. The capstone of the program is their 
individual projects and the presentation of those projects to the 
teachers and other international students in the Intensivse English 
for Internationals Program at the University of Memphis. The cap-
stone event is called Memphis Museum.
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山元　涼ノ介 
ビジネスマネジメント学群３年
Ryonosuke Yamamoto, Junior,
College of Business Manage-
ment, BM Global Outreach 
Program
　2015年8月11日、アメリカ・ジ

ョージア州アトランタへ出発の日、私は、自分の生活がこ
れからどのようになるのか分からずに、不安で一杯でし
た。しかし長時間のフライトを終え、これから4カ月間を
共にするホストファミリーがすてきな笑顔で迎えてくれた
時、この留学が絶対に楽しく充実したものになると確信し
ました。空港からホストファミリー宅への帰り道、愉快な
家族との会話の中で、私の不安はいつの間にか消え去りま
した。
　学校生活が始まると、彼らは早くても、夜遅くても毎日
送迎をしてくださり、帰宅時には歓迎してくださいまし
た。そして会話をしながら夕飯を共にするのが私の毎日の
楽しみでした。私のつたない英語を精いっぱいくみ取って
聞いてくれたり、分かりやすいように伝えてくれる家族の
優しさのおかげで、英語を話すことへの恐怖もなくなり、
自信を持って話そうと思うことができました。
　私は現地の学校に通い始めてから1週間後、ある決断を
しました。それはジョージア工科大学の水球部への入部で
す。学校での勉強や生活には満足していました。しかし、
英語を学びに来た同士でしゃべるよりもネイティヴスピー
カーと話したいという考えから、この決断をしました。そ
のことをホストファミリーに伝えた時、彼らは快く承諾
し、応援をしてくれました。その日、すぐに学校で見つけ
た部長のメールアドレスへメールをして、初めての練習に
参加しました。当時、英語が得意ではなかった私を温かく
迎え入れてくれた部員たちと出会い、私のアメリカでの部
活生活が始まりました。部活は週に2回、社会人クラブの
練習に週1回の計3回参加しました。私が入部した3カ月後
に全米大会予選を控える彼らと真剣でハードな練習を共に
し、運よくレギュラーメンバーに入って練習をすることが

できました。この部活生活の
中でテネシー州での合同合宿
に参加する機会もあり、共に
全米大会出場を目指しまし
た。大会当日、ホストファミ
リーや友人も見に来てくださ
り、最高の環境で試合をする
ことができました。 
 Southeast Region（南東
地区）での優勝校だけが本選
へ出場できる中、しばらく全
米大会出場から遠ざかってお
り、決勝へ行けるかもわから
なかったチームでしたが、練
習の成果が実り、決勝へと進
むことができました。

Ryonosuke with his host 
family, the Davies.

Andrew Huber, Senior,
Reconnaissance Japan
University of Maryland 
     Baltimore County

   When one thinks of study 
abroad, one thinks of ad-

venture and unforgettable memories. I too 
yearned for that, but I also worried about 
something else: the unexpected. I know I am 
not unique in feeling anxious before studying 
abroad. Culture shock was not my only wor-
ry. I went to Japan with very specific goals, 
and worried that, despite my hard work 
and the 7,000 mile trip, my efforts would be 
in vain because of the unexpected. Shortly 
after the Spring 2016 semester began, I real-
ized that my expectations and reality might 
not mesh. Yet, even if I might not complete 
all my objectives, there was nothing to fear.    
   After classes began, I stumbled across the 
members of an international exchange club 
called Sekai no Tomodachi. They gathered 
where I ate lunch just to talk. Originally, I felt 
uneasy. “Who are these people,” I thought. 
“Why are they here? Are they going to talk 
to me? Will I understand their Japanese? 
Will they understand mine?” As I was think-
ing about this, one of them came to me 
and enthusiastically said, “Hello! What’s your 
name?” From this simple question and the 
lighthearted conversation that followed, I 
became a member of Sekai no Tomodachi. 
The weeks that followed were full of count-
less laughs, smiles, friendships, lighthearted 
conversations, club events, and karaoke 
nights, but most importantly, memories.
   I also made friends at the International 
Dorm where we had our welcome and 
farewell parties, as well as a cooking party I 
organized. At the cooking party, I made my 
family’s recipes, and friends in turn showed 
me how to make their native cuisine. Two 
of my dearest friends who had studied at 
UMBC in spring 2015 also joined us. One 
hung out with me from time to time, chat-
ting over 
ramen, 
okonomi-
yaki, or 
omu rice. 
He also 
coordi-
nated 

(continued on page 5)

(contin-
ued on 
page 5)
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渡邉　一平 　 ビジネスマネジメント学群３年
スポーツ産業研修  
Ippei Watanabe, Junior,
College of Business Management
Sports Business Program
　私は昨年に続き、2度目のスポーツ産業プログラム
に参加しました。前年度は海外に行くことも初めて
で、二週間まず生活をすることに精いっぱいでした。
昨年、研修に集中するまでに時間を要したこと、今年
からゼミ活動でスポーツ産業について研究を始めたこ
とがきっかけで、今回、再度参加に至りました。今年
は前年度に得た知識をもとに、それを深めることがで
きるよう、あらかじめ質問を考えてプログラムに臨み
ました。
　このプログラムではアメリカのスポーツチームの運
営やマーケティング、お金の動きなど広い視点からス
ポーツ産業について学ぶことができます。私は小学
生から野球をしており、野球が大好きで、将来も野球
をはじめ、スポーツ関係の仕事に就きたいと考えてい
ます。その為、特にメジャーリーグであるマイナーリ
ーグのチームで講義を受けたことはとても大きな経験
になりました。アメリカでのスポーツに対する考え方
は日本と大きく異なり、娯楽として生活に欠かせない
大きな存在であり、ビジネスの視点から見ても、お金
の動きには大きな違いがあることがわかりました。ア
メリカはスポーツを通して地域を活性化するという考
えが強く、チーム運営にあたっても、チーム主体の考
えだけでなく、試合を見に来てくれる人々や地域の人
々の立場に沿った運営を目指していることがわかりま
した。昨年度のプログラムでは、英語を話すことがで
きず悔しい思いをしたため、今回は1年間できる限り
の努力をして参加しましたが、プログラムを終えて、
やはりまだ力不足だなと感じました。将来仕事をして
いく上でも英語は必要不可欠な存在になっていくと思
うので、もっと努力していきたいと強く感じました。
　2020年に東京でオリンピックが開かれることは日
本のスポーツ産業が成長する大きなきっかけになって
いくと考えられます。そのチャンスを自分がつかみ取
れるように、このアトランタでの研修を今後の学習に
生かしていきたいです。最後にこの貴重な経験をさせ
てくださった先生をはじめ、現地でのサポートをして
くださった方々、お金を負担してくれた両親に感謝し
たいです。

(Yamamoto continued from page 4)
私はこの決勝の試合では緊張して思った通りの活躍
ができず、歯がゆい気持ちでいましたが、最後のピ
リオド前のミーティングで、「Ryoを本選の地、カ
リフォルニアへ連れて行こう！」と言ってくれたチ
ームメイトの言葉を鮮明に覚えています。残念なが
ら2点差で敗れ、私たちの夢は叶いませんでした。
ホストファミリーを全米大会へ連れて行くという約
束は果たせませんでしたが、彼らは優しく私の頑張
りを認めてくださり、チームメイトは私の元へ1番
に準優勝の盾を持ってきてくれました。この瞬間、
共に頑張ってきて良かったと心から思いました。異
国の地で新たな環境に飛び込み、仲間と目標に向か
って努力できた、この経験は私のこれからの人生の
中で大きな糧となると思います。このようなすてき
な環境を与えてくださった桜美林大学、ジョージア
工科大学、日米協会、水球部員、そして何よりも常
に側で応援してくださった、私自身の両親、ホスト
ファミリーに感謝しています。彼らは私の第二の大
切な家族であると思っています。ありがとうござい
ました。

(Huber continued from page 4) my 23rd birth-
day party, memories of which I will carry with 
me forever.  The other would text me out of the 
blue inviting me to lunch or to an art museum 
or even to stay overnight at his house. He even 
provided a chance for me to escape the hustle 
and bustle of Tokyo and experience the “real 
Japan” (i.e., the countryside) by inviting me to 
go with him to volunteer at the Fire Festival in 
Fukushima Prefecture, where volunteers light 
over 10,000 bamboo lanterns when it becomes 
dark.
  From this study abroad experience, I took 
away many life lessons, but perhaps the most 
important is that there is beauty in the unex-
pected. I took away countless unexpected 
memories from my time with Sekai no Tomoda-
chi, the cooking party in the dorm, catching 
up with the JFOU friends I had met in the States, 
and my volunteering in Fukushima Prefecture. 
According to Facebook, I made about 150 
friends in just five months! I am still pinching 
myself and wondering, “Why did this happen to 
me?” 
   I am still struggling to find words to describe 
the feelings of gratitude that are flooding out of 
me. If I were to give advice to anyone consider-
ing studying abroad, it would be: J. F. Oberlin 
is truly a hidden gem in Japan, a school with a 
unique international mindset and tolerance for 
anyone and everyone. So long as you put in the 
effort to get out and experience Japanese life 
and make friendships, you will soar! Everyone is 
supporting you!


