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On November 4, 2010, J. F. Oberlin University 
(JFOU) celebrated the launching of its North 
America Office with its first full Board meeting 
followed by a reception for forty friends, 
affiliates, and community members at the home 
of Dr. Earl and Norma Fogelberg in Pacific 
Heights, San Francisco. San Francisco State 
awarded Toyoshi Satow, JFOU President, a 
special crystal plaque of San Francisco to 
welcome the Foundation to the Bay Area.  
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桜美林大学を卒業して15年。過去にも、佐
藤学長が訪問された際にベイエリアで同窓

生が集まる機会があったようですが、小さ

な子供がいるので参加することができませ

んでした。今回、桜美林学園アメリカ財団

設立に伴い同窓会が開かれ、子連れでも参

加できるイベントにしていただいたお陰で

参加することができました。長い年月を経

た今、しかもアメリカでこのような機会に

恵まれたことをとてもうれしく思います。

今後もこの素晴らしいつながりを大切にし

ていきたいと思います。 
 

青島絵実  
1995年 国際学部卒  

J. F. Oberlin University President Toyoshi 
Satow and Deputy Consul General Michio 
Harada with Executive Director Maria 
Domoto in the background. 

Obirin Gakuen Foundation Board 
Back Row: John Hawkins, East-West Center, 
HI; Hiroaki Ebihara, Yonex USA; Carl 
Jacobson, Oberlin Shansi; Middle Row: 
Norma Fogelberg, Non-Profit Consultant, CA; 
Bruce Batten, JFOU, Tokyo; Hiroaki 
Hatayama, JFOU, Tokyo; Front Row: Maria 
Domoto, OGFA, CA; Toyoshi Satow, JFOU, 
Tokyo 
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Founded in 2010, Obirin Gakuen 
Foundation of America (OGFA) is 
an independent 501(c)(3) non-
profit with tax-exempt status. We 
are located in San Mateo just 
south of San Francisco.  

Our mission is to create and 
administer programs for Japanese 
and other Pacific Rim students to 
study, intern, or volunteer in 
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It’s been twenty years since I last served Obirin, 
and all I can say is that it’s good to be back home!!  

I left Obirin in 1988 after ten great years of starting 
Freshman English, the Junior Year Abroad program, 
and the inbound Reconnaissance Japan program. 
Some of you may remember me as the ‘gaijin’ who 
jumped in and out of the window of the Freshman 
English office . . . others may remember the 
contests Travis and I had for the craziest photos 
possible in your yearbooks. 

Back to the Future  . . . .  
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2007年 9月に、勤務していた会社のロサンゼルス現
地法人に出向して 3 年が経ち、ようやく仕事に慣れ
始めてきた矢先、大学１年時、フレッシュマン・イ

ングリッシュ担任だった堂本マリア先生から連絡が

ありました。桜美林学園アメリカ財団を立ち上げる

ことになり、ついては理事に任命したいとのことで

した。 正直、どこまで財団のために時間を割けるか
不安でしたが、佐藤学長からのご指名と聞き、二つ

返事でお引き受けすることにしました。卒業論文の

担当をしてくださった佐藤先生には大変お世話にな

りました。また、マリア先生も、学生時代の私を、

“部活でよく授業をさぼっていた海老原” と覚えてい
てくれたことがとてもうれしく、できる限り母校に

恩返ししようと思う気持ちになりました。 

11月 4日にサンフランシスコでの理事会とアメリカ
財団の披露パーテイーに出席し、各方面の方々と交

流したとき、改めて日本からの留学生が激減してい

るということを知りました。私が学生だった 25 年
前は、外国を見てみたいという気持ちの学生が数多

くいたと思います。なぜ今そういった学生が減少し

ているのでしょうか。インターネットを通じての情

報の供給過剰なのか、または日本が心地良すぎるの

か、理由はいろいろとあるにせよ、吸収力のある若

いうちに、異国の地で実際に見、聞き、感じる、と

Ebihara To Serve as First Obirin Alumnus on Board 
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Maria Domoto, 
Executive Director of 
the California office 
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North America and to encourage more American 
students to participate in study abroad programs 
in Japan. For students unable to travel for 
extended periods of time, we hope to establish 
digital forums, distance learning, and arts and 
culture exchanges. In addition, we serve as the 
fulcrum of activities for Obirin alumni, former 
students, faculty, and other friends in North 
America. We look forward to creating more 
diverse programs for all to develop a mutual 
understanding of other cultures. 
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After 20 years in North Carolina, I have moved 
to California to start Obirin’s California office. I 
look forward to catching up with all alumni and 
friends as well as designing new programs to 
create global citizens in this rapidly changing 
world.  

Send me an e-mail. I’d love to hear from those I 
taught and to get to know all the members of 
the Obiriner family. 

—Maria Domoto 
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いう体験は、これから社会人になる学生にとっ

て非常に大切なことだと思います。是非、この

財団を活用して異文化体験をしてもらえること

を願います。桜美林学園アメリカ財団を盛り上

げるには、北米在住の卒業生の方々のご協力が

大きな力になります。現在、ほんの一握りの卒

業生情報しかわかっていません。是非とも、窓

口であるロサンゼルスの中村衣里さんにメール

を送っていただければ幸いです。す。現在のと

ころ、把握出来ているのはまだ一握りです。是

非とも窓口の中村さんにメールを送っていただ

ければ幸いです。 

海老原 宏明、1991年英文科卒 
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11月 4日のオープニングにて：海老原宏明
氏(左)と桜美林学園事務局長濱健男氏（右） 
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Yukari Semba (Class of 1982, 
English major, Junior College; Class 
of 1996, University, International 
Studies major) 

After working more than ten years 
in a major company in Japan,  
Yukari returned to Obirin to pursue 
her educational dreams. After her  
BA in International Studies at  
Obirin, she received her PhD in  
Human Sciences from Waseda in  
2003. She travels back and forth between Japan and San Jose, 
where she lives with her husband. She lectures in Bioethics at a 
Japanese nursing school, translates books, and works on research 
projects at Stanford University. Her recent translations include 
Building a Family with the Assistance of Donor Insemination by Ken 
Daniels, which was published in September 2010 as 『家族をつくるー 
提供精子を使った人工授精で子どもを持った人たち』 仙波由加里訳（人
間と歴史社）. She is looking forward to getting to know the new 
generation of Obiriners when students come to San Jose to do 
internships next summer and spring. 
 

Chiaki Kando (Class of 2005, English 
major, Junior College) 

Chiaki graduated from Collins College 
of Hospitality Management at California 
State Polytechnic University in Pomona 
in June 2010. She now puts her 
knowledge to good use and enjoys 
working at the Front Desk at the 
Miyako Hybrid Hotel in Torrance, 
California. She is still learning a lot at  

the hotel, and hopes to pursue hospitality as a professions, 
perhaps in guest relations or sales in the future. 

 
Jenne Bergstrom (Shansi Fellow, 1997-99) 

Jenne graduated from Oberlin in 1997 
with a major in East Asian Studies, 
concentrating in Japanese Language 
and Literature. The self-confidence she 
gained through teaching at Obirin helps 
her every day. She is no longer even 
afraid of public speaking! After leaving 
Obirin, she received her MA in Library 
and Information Science from UCLA. In 
2003 she started working as a librarian  
for the San Diego County Library, and is now the head of adult 
services for one of the largest branches  in the county. She lives in 
an adorable bungalow in San Diego, and enjoys reading and 
crafting as well as discovering new places. She visited Obirin on a 
trip to Japan in 2008, and was amazed to see all the new 
buildings!! 
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皆様、はじめまして。中村衣里と

申します。これまで既にお目にか

かった方や、お電話、メールでお

話をしたことのある同窓生の方々

もいらっしゃいますね。さて、今

年 5 月に桜美林の長年の夢であっ
た「桜美林学園アメリカ財団」

が、カリフォルニア州に設立され

ました。恩師でもある堂本マリア

先生をエグゼクティブ・ディレク

ターに迎え、私もそのロサンゼル

ス支所として活動すべく、心機一

転、再出発いたしました。学生の

ときには、マリア先生に提出した

エッセイを嫌というほど書き直し

させられ、とても鍛えられた思い

出がありますが、仕事上の上司と

して、再び鍛えられる日々(?!) がや
ってくるとは夢にも思いませんで

した。 

桜美林北米同窓会にあっては、こ

れまで繋がりのなかった各地で活

躍されている同窓生同士の交流や

情報交換の窓口として、また、不

安と期待をもって北米を訪れる在

校生と先輩方との交流の橋渡し役

として、今後皆さんと一緒に積極

的に活動していきたいと思ってい

ます。卒業生のみならず、桜美林

に留学経験のある方や、先生をさ

れていた方々、桜美林にゆかりの

あるすべての皆さんを含め、世代

や文化を越えた大きく心温まる桜

美林ファミリーが出来ること、そ

して、その桜美林ファミリーがい

つか皆さんの北米生活を少しでも

豊かにしてくれることを祈ってい

ます。現在、この広い北米地域に

潜んでいる同窓生探しに試行錯誤

中です。ご意見やご希望、ご提案

等がございましたら、是非お気軽

に連絡していただければ嬉しく思

います。今後共どうぞよろしくお

願いします。 
 
 

Los Angeles 
支所より     
       中村衣里  
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桜美林学園アメリカ財団のニューズレタ

ーにメッセージを載せるお誘いをいただ

いたとき、何とも感慨深い気持ちになり

ました。というのも、これを通して海を

越えて活躍する桜美林の卒業生の皆さん

とつながることができるからです。この

すばらしい機会を与えられたことに感謝

しながら、少しばかりのご挨拶を申し上

げたいと思います。 

北米在住の桜美林学園卒業生の皆様、

本学園はこの度、カリフォルニアに非

営利団体を設立し、サンマテオに事務

所を構えました。桜美林学園アメリカ

財団(OGFA: Obirin Gakuen Foundation of 
America)という名称です。皆さんご存知
の様に、桜美林学園は創立以来、常に

語学に長けた国際的な人材を育成する

ことに力を注いできましたが、OGFA
は北米と日本の架け橋となって、私達

の教育研究活動に更なる飛躍と発展を

もたらしてくれるものと期待していま

す。中国の北京にも拠点を設けており

ますので、今回、米国にも拠点を設け

ることで、中国と米国に強いつながり

を有する学園としての評価が高まると

期待しています。 

さて、桜美林学園もずいぶん変わりまし

た。特に大学のここ 10 年の発展は目覚
しいものがあります。まず、キャンパス

全体が整備され、きれいになりました。

町田キャンパスでは、栄光館、崇貞館、

明々館、学而館、理化学館、そして新し

いチャペルである荊冠堂など、新しい建

物が次々と建てられました。また、淵野

辺駅周辺には駅に直結するプラネット淵

野辺キャンパス（PFC）や、主に留学生
のための新しい学生寮が建設されまし
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た。都心の四谷には大学院のビル、そし

て多摩センター駅前には研修施設も所有

しています。日本に帰国される際は、是

非一度、大学に戻ってキャンパスをご覧

下さい。きっとその新しい環境に驚かれ

ることと思います。 

これから桜美林学園アメリカ財団の様々

なプログラムを通して、皆さんの後輩達

が、皆さんの様に世界で活躍できる人材

になることを願ってやみません。オベリ

ンナーの国際的な活躍が、大学のレベル

アップにつながり、社会的な認識と卒業

生の皆さんの意識の高まりにもつながる

ことと思います。桜美林学園アメリカ財

団は、これから様々な形で皆さんに学園

の状況をお伝えすると同時に、オベリン

ナーのネットワークを築き上げ、その可

能性を広げてくれると信じています。	 	 

是非、この財団をご利用頂き、皆さん自

身の活動を広げて下さい。また、次世代

のオベリンナー達が成長し、世界で活躍

できるよう、ご協力、ご支援いただけれ

ば幸いです。どうぞよろしくお願い申し

上げます。 

桜美林学園アメリカ財団のエグゼクティ

ブ・ディレクターである堂本マリア先生

は、桜美林大学で教鞭をとられていまし

たので、学園のこともよくご存知です。

また､ロサンゼルス支所の中村衣里さん

も本学の卒業生です。フレンドリーなオ

フィスになっておりますので、気軽に訪

れていただけると思います。私も、時々

カリフォルニアに出かけることがありま

すので、是非機会を作り、卒業生の方々

にお会いして、近況をお互いに交換でき

ればと思います。今後共よろしくお願い

いたします。 
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News from Japan 

北米で活躍するオベリンナーの皆さんへ  

桜美林学園

理事長 桜美
林大学学長 
佐藤東洋士 
 

 


