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   The OGFA Board is sad to announce 
that Maria Domoto has decided to retire 
effective March 31. She has been instru-
mental in the foundation of OGFA. After 
teaching at JFOU for ten years in the 
1980's, she returned to the States where 
she taught at UNC Charlotte and then 
collaborated on projects at the Japan 
Foundation Center for Global Partner-
ship. As she often says, she started her 
academic career atJFOU and ends it 
with her service to JFOU. "I have tried to 
build bridges between Japan and the 
U.S. for 45 years. I would like to thank all 
my friends and colleagues on both sides 
of the Pacific for helping me achieve 
that dream. It is now time to devote my 
efforts to social justice projects." She will 
return home to Charlotte, North Carolina.      

  The Board is proud to announce that Maria's successor will be Mari 
Maruyama Carpenter. Like Maria, she is an Oberlin College graduate. For 
over twenty years, Mari has administered Japan programs for the Laurasian 
Institution with offices in Seattle and Tokyo. In addition to bringing Japa-
nese language assistant teachers and community coordinators to teach 
about Japanese culture to the U.S., she has organized study tours for U.S. 
middle school through university students to Japann as well as programs for 
Japanese students to the U.S. She has conducted teacher workshops and 
short-term study tours to Japan for teachers. She passionately promotes 
U.S.-Japan relations through her long time involvement on the board of 
the Seattle Kobe Sister City Association and member of the selection com-
mittee for the United States-Japan Foundation’s Elgin Heinz Distinguished 
Teacher Award. She joined the OGFA Board in 2009 as the Vice-Chair. 
   The Board thanks Maria for her service and wishes her well. We have no 
doubt Charlotte will benefit from her transformational expertise. We look 
forward to many years of growth and development under Mari's leader-
ship. Mari is eager to connect with OGFA’s partners moving forward. 

Happy New Year!
The Year of the Rooster is one 
where triumph and success 
are achieved through hard 
work and patience. We wish 
all of you many successes this 
year.

In this issue, we are starting a 
new series on page 2. Until now 
we have introduced the OGFA 
Board and staff as well as JFOU 
faculty and staff who shared 
their international experiences 
with our friends. Moving forward, 
we will be introducing the stories 
of our friends at our affiiates to 
hear how they became global 
citizens. We hope you enjoy their 
stories and the continuing sagas 
of our JFOU athletes.

A Fond Farewell and Warm Welcome

Maria Domoto (left) and Mari Maruyama 
Carpenter (right) 



　高校時代、私は西洋史の先生に人生
最大の影響を受けました。まるで自分
が世界イベントに参加していると錯覚
させられるほど熱心な先生の授業に、
私の世界が変わりました。その結果、
高校でフランス語とスペイン語を学
び、卒業直後にスペインの海外研修に

参加しました。マドリードのプラド美術館が私の
教室になるなど貴重な研修でした。研修後18歳
の私は、ひと月の間ヨーロッパをバックパッキン
グで巡りました。それは、再度ヨーロッパに戻る
方法を探り始めるほど素晴らしい経験となりまし
た。　
　冒険資金を自分で工面しなければならなかった
私は、当時は軍隊に入る事が、自分の旅行願望を
かなえる最善策であるように思え、軍の言語技術
の検査を受けて言語学者の職に登録しました。そ
して軍に入隊しカリフォルニア州モントレーディ
フェンスランゲージインスティテュートで1年を過
ごしました。そこでドイツ語の言語トレーニング
の直後、ベルリンに赴任し、空軍職での大半を過
ごしました。ベルリンからは、ロンドン、アイル
ランド、パリに行ったり、週末にはドイツ内を探
索したりすることができました。催涙ガスをスプ
レーされ、定期的に軍事訓練を受けなければなら
ない事を除けば、とても良い経験でした。    
　退役後は学士号を終了し、ロータリー財団の奨
学金プログラムの学生大使となって、再度ドイツ
はミュンスターと呼ばれる美しい都市の大学院で1
年を過ごしました。ここで初めて韓国、中国と日
本からの学生と友人になりました。大学院での研
究を終え、ジョージア州アトランタの学校に戻っ
たのですが、その際にJETプログラムの広告を見つ
け、気づけば山梨県の甲府にある教育センターに
派遣され、先生と学生を教えていました。先生に

は英語教授法を教えましたが、空軍での
「言語学者」という肩書だけでこの仕事
に選ばれたわけですから、実際は資格も
なければ、先生を教える準備も全くあり
ませんでした。ある日レッスン材料を探
していると、英国の同僚から「ワニの絵
でも見せれば?」と皮肉めいた口調で言
われました。「ジョージア州のワニとヘ
ビの紹介」これが私の初レッスンとな
り、本当にばつが悪かったです。そこで
もっと良い先生になる事を自身に誓い、
勉強に専念しました。アトランタの学校
に戻り応用言語学で修士を取り、その後
は、まっすぐ広島へ向かいました。
(continued on page 3)

   My high school European history teach-
er profoundly impacted my life. He was 
so enthusiastic that he made us feel we 
were taking part in world events. I was a 
quiet student. He probably never even 
knew my name, but he changed my 
world.  
   I studied French and Spanish in high school, 
and due to his enthusiasm, I signed up to study 
in Spain right after high school. I had great 
classes - the Prado Art Museum in Madrid was 
my classroom! Then I spent a month backpack-
ing in Europe as an eighteen year old. After that, 
I looked for ways to get back to Europe. I didn’t 
come from a wealthy family. I would have to 
finance my adventures. I thought that if I joined 
the military, I could travel, so I joined the Air Force 
as a linguist and spent a year at the Defense Lan-
guage Institute in Monterey, California, learning 
German. Monterey was a great place to be, too! 
Immediately after Monterey, I was sent to Berlin, 
where I spent most of my Air Force career. From 
Berlin, in addition to traveling around Germany, 
I could go to London, Ireland, and Paris. It was 
great if you don't count getting sprayed with tear 
gas and having to exercise regularly.   
   After the military, I finished my degree and im-
mediately went back for graduate work in the 
beautiful city of Muenster, Germany, as a Rotary 
Student Ambassador. For the first time, I met and 
made friends with students from Korea, China, 
and Japan.
   After Germany, I went back to school in At-
lanta where I saw a sign on the wall for the JET 
program. Soon thereafter, I found myself in Kofu, 
Japan, teaching students in the Yamanashi 
mountains and English teachers at the Education 
Center! Not only was I unquali-
fied, I was completely unpre-
pared to teach teachers. I real-
ized this when I was looking for 
lesson material one day and my 
British colleague said, “Why don’t 
you show them more pictures 
of alligators” in a voice dripping 
with sarcasm. That had been my 
first lesson – an introduction to 
Georgia alligators and snakes. I 
was really embarrassed. I vowed 
I would be a good instructor and 
hit the books. I went back to 
school in Atlanta for a Master’s in
(continued on page 3)

David Starling   
Director, English Language Institute

Valdosta State University
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デービッド スターリング
バルドスタ州立大学・イングリッシュランゲ

ージインスティテュート・ディレクター
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保坂めぐみ 
中国語中国文学科  '73年卒業
Megumi Hosaka
Chinese Literature '73
　アメリカに来て早くも39
年がたちました。留学生とし
てこちらの大学に通いはじめ
て、自分の桜美林時代の甘さ
に気が付き、がむしゃらに勉

強せざるを得ず、その時初めて、人間やる気を出せ
ば何でもできるという事が身に染みてわかりまし
た。私にとっての桜美林大学時代は、初めての男女
共学と親の目を気にせずに生活を満喫した4年間で
した。卒業論文も担当教授に助けていただいて、私
のような不真面目な学生が、落第せずに、よく卒業
できたと今考えても教授に心から感謝の気持ちでい
っぱいになります。
　大学卒業後はテレビ局10チャンネル（昔はNET、
現在の朝日）でアシスタントディレクターという仕
事をしておりましたが、その後アメリカの大学に留
学しアカウンテイングを専攻しました。在学2年目
にして銀行の職に受かりましたが、銀行関係は自分
に合わない気がしていました。その際、偶然にLos 
Angeles Times に出ていたシンガポールエアライン
のカスタマーサービスの面接を受け、幸運にも採用
していただきました。数年後には縁あって全日空か
らお誘いをいただき、あわせて約20年間、航空関係
の仕事に携わることができました。　
　航空関係の仕事を引退した後は、住友電工アメリ
カ支店での仕事を7年させていただき現在に至りま
す。これからアメリカもしくは海外で仕事をしたい
と思っていらっしゃる方に、私の未熟な経験からお
伝えできることは、どんな仕事にでも楽しみを見つ
け、一生懸命頑張り、自分に厳しく、他人に優しく
することができれば、道がどんどん開けていくので
はないかということです。
　もう一つ、皆さんにお話ししたいことは、私が父
から学んだ言葉についてです。それはアメリカでが
むしゃらに働きながら子育てをし、余裕が無くなっ
ていた私に父がくれたものです。
「私が私になるためには、人生の無駄も苦心も悲哀
もすべて必要でした。私が私になれたのも親や友
人皆さまのおかげです。すべての恩人に手を合わ
せて、ありがとうございますの一言。悩みは恵みの
内、悩みがあるのは能力があるからです」。
　この言葉を仕事場のデスクに貼り毎日見ながら頑
張ってきました。私が頑張れるのは、この父の残し
てくれた言葉のおかげです。もしこの言葉が、皆さ
まが海外で生活していく上で、少しでも心の支えに
なってくれたら、とてもうれしいです。感謝しなが
ら生きていくこと、優しさを忘れないこと、それが
私が今まで生きてきた人生で学んだ尊い宝物です。
私が皆さまに助けられたように、これからも何らか
の形で皆さまのお役に立てるような人生を送ること
を望んでいます。
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(continued from page 2)
Applied Linguistics and then to Hiroshima, 
Japan. I had a great year teaching, playing 
city league baseball and even pitching a night 
game in the Carp's stadium. I married my wife in 
Hiroshima.    
   From that point on, my life has been linked 
with Japan. Currently I am the director of the 
English Language Institute at Valdosta State 
University in Georgia. In addition to hosting stu-
dents from JFOU every fall and spring, I take US 
students to Japan every summer. I encourage 
JFOU students to take advantage of opportuni-
ties while they are young. You never knows what 
chance meeting or experience will profoundly 
impact your life and give you the inspiration to 
follow your dream.
そこには思いがけない年が私を待っていました。
都市リーグ野球でプレーし、カープスタジアムで
試合のピッチに着く事もできましたし、そして結
婚もしました。私の人生は、この時、日本にリン
クされたのです。
　私は現在ジョージア州立バルドスタ大学の小さ
な集中英語プログラムディレクターをしていま
す。毎年、春と秋に桜美林大学からの学生たちを
受け入れ、夏にはアメリカの学生を日本へ研修に
連れて行っています。桜美林生の皆さんには、人
生のチャンスをつかみ、それを大いに活用するこ
とを奨励します。今後の人生に必要となるインス
ピレーションや指針を与えてくれる予想もつかな
い出会いや経験がきっと待っているはずです！

JFOU students on the LA GO Program doing 
community service at Valdosta under David's 
supervision.
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佐藤 南 
ビジネスマネジメント学群３年
Minami Sato, Junior,
College of Business Management
BM Global Outreach Program
　昨年3月から4カ月間、アメリカのジョー
ジア州アトランタに短期留学をしました。
留学したいと思ったきっかけは、小学校の
時に何度かカナダに住む叔母の家に遊びに
行ったこと、そして父も留学経験があり海
外で勤務していたことなど、子供のころか
ら「英語」が身近にあったからでした。そ
のおかげで英語に興味を持ち、大学に入っ

たら留学し英語を本場で体験したいと思っていました。
今回、実際に異文化を体験して自分の視野が広がった気
がします。
　今回の留学で一番に感じたことは、現地の人との交流
を積極的、かつ大事にすることの大切さです。それを強
く感じることができたのは、地元の教会に通っていたこ
とと、剣道をしていたおかげです。毎週日曜日にフレン
ドシップファミリーに教会に連れて行ってもらいまし
た。そこでネーティブの方々とお話をしたり、「日本語-
英語教室」でグループを作り英語と日本語を交互に教え
あったりなど、さまざまな交流をしました。日本のこと
が好きな外国人に英語で日本の文化を伝え、逆にアメリ
カのお勧めの場所やおいしい物を教えてもらいました。
楽しみながら英語を学べたことは大きな収穫でした。
　もう一つは剣道です。私は留学する前にアトランタに
剣道クラブがあることを知り、ぜひそのクラブに参加し
たいと思って防具を持って行きました。そしてアトラン
タ剣道会の一員として一緒に練習し、大会にも出させて
もらいました。練習時の送り迎えや、練習後の食事に誘
ってもらうなど、皆さんに本当によくしてもらいまし
た。私も積極的に練習に参加し、時には指導する立場に
なって剣道を教えました。州の大会では個人戦、団体戦
両方に参加し、個人優勝、団体3位という結果を出すこ
とができました。そこでもいろいろな人が私に声をかけ
てくれて、皆さんの温かみを感じました。剣道を通して
文化交流やさまざまな人とのつながりができたのでとて
もうれしく楽しかったです。今でも剣道仲間とSNSで連
絡を取り合って情報交換をしています。
　自分の好きなことを通じて現地の人と交流ができたこ
とで、英語を楽しく学び、今でも連絡を取り合うほどの
人間関係を築くことができました。この留学を経て自分

自身の性格や考え方
が少し変わった気が
します。それは異文
化の地で自ら積極的
に人々と関わろうと
してきたからだと思
います。この留学で
得た経験、知識をこ
れからに生かしてい
きたいと思います。Minami with her Friendship Family

Chris Nguyen
Oberlin Shansi Fellow 2015-17
   After what feels like the 
quickest year and a half of my 
life so far, I am considering my 
next steps after JFOU. Will I be 
wearing a black suit to a new 
company in Tokyo, spending 

time back in Chicago or taking time off to 
see more of the world? As I sit and ponder 
the possibilities, I cannot think of a better 
time to reflect on my experiences at JFOU 
and in Japan so far. 
   My first year at JFOU taught me to ap-
preciate Japan both for what was exciting 
and what was frustrating. While language 
study has been one of the driving elements 
for me to come back to Japan, it was dif-
ficult to find language exchange partners 
while teaching classes. For four years in col-
lege, I had played Japanese drums, and I 
found a school in Japan at which to pursue 
those interests but didn't have the time to 
perform. In my everyday life as well, while 
everyone in the service industry smiled at 
me, the complete silence on the trains and 
little communication with those around me 
was quite isolating. 
   Now almost done with my second year, 
I have realized a lot of the challenges I 
faced came from transitioning to a post-
graduate life in a new country at a new 
job. During my second year I have taken 
Japanese classes to complement my self-
study routine, found ways to deepen my 
cultural interests by performing with Okaji 
Eisa here at JFOU, and slowly but steadily 
made connections with both other interna-
tional and Japanese friends. 
   My students have also been a source 
of inspiration. I still remember getting so 
nervous before teaching afternoon classes 
that I had no appetite for lunch. Now 
when I step into the classroom, I know 
my students are trying to simply have fun 
and make the best of the required English 
classes, which makes the classroom easier 
to manage and even ends up being quite 
fulfilling. This is especially true when I can 
get them to chat with each other or me 
about how we study or feel about high 
school and university. As a new teacher, 
I am still constantly seeking ways to keep 
students focused and to make the material 
interesting and relevent. I am often pleas-
antly surprised with the moments we can 
enjoy together.  (continued on page 5)
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中野　知馬 　 
LA学群３年  
Kazuma Nakano, Junior,
College of Arts and Sciences
LA GO Program
　「NBAライターになる」これが私の将来の目
標だ。私の持っているこの目標こそが、留学を
決意し、メンフィスでの留学期間を誰にもまね

できないような自分だけの貴重な体験にすることができた大
きな要因だろう。アメリカに行き、本場のバスケットボール
に触れることは、必ず将来に生きると考えていたので、自ら
さまざまなアクションを起すことができた。
　メンフィスに到着した次の日、早速NBAのゲームを見に行
った。そこにはテレビの画面で見ていた世界が広がってい
た。鳴りやまない応援や歓声、日本では考えられない量のア
リーナフード、そして憧れの選手たち。興奮した状態の中、"I 
am from Japan!  I love the Grizzlies! I want to become an 
NBA writer!"と片言の英語で、ファンやチームの関係者であろ
うスーツ姿の人々、グッズショップの店員、とにかく目に映
る人に声をかけ続けた。楽しくて仕方がなかったのだ。声を
かければ皆、メンフィスに来たことを歓迎してくれ、ドリン
クをおごってくれたりする人さえいた。この日のことは、お
そらく一生忘れることはないだろう。
　ほぼ毎回ホームゲームに通い詰めていたこともあり、ショ
ップの店員さんからは「また来たのか」と笑いながら言われ
たことも覚えている。そんなメンフィスに来て1カ月がたとう
とするころ、私がNBAライターになりたいということを知っ
ており、チームの関係者に友達がいるという先生に呼び出さ
れた。私の存在がチームの関係者の中でもあがっていたよう
で、先生から「もしチャンスがあるなら、メディアパスでゲ
ームに行きたいかい?」と尋ねられた。頭が真っ白になり、何
が起こったのか理解する前に、"Yes, please,"と答えたのを覚
えている。
　初めてメディアゲートから入り、コートサイドでウォーム
アップを見学、プロのライターと話しながらゲームを観戦
し、試合後ロッカールームでの囲み取材にまで参加した。プ
ロの方々に目標を伝え、アドバイスをもらったりしていると
時刻は23時を過ぎていた。迎えに来ていた先生に怒られるか
と思ったが、先生は「たくさんのことを学べて良かったね」
と優しくほほ笑んでくれた。
　おそらく、このメディアパスで入ったという経験が、留学

中の体験で一番大きなことだろう。他
の誰にもまねできない大切な経験だと
思っている。経験できたことはもちろ
んだが、思いは伝えれば、いつか必ず
届くということも同時に学ぶことがで
きた。この学びは、帰国後の現在も生
かされており、実際にバスケットボー
ルを扱う雑誌への寄稿や校正作業のア
ルバイトなどもさせてもらえるように
なった。家族や友達、支えてくださっ
た国際センターの皆さん、そしてメン
フィスへの感謝を胸に、目標を現実に
したい。

(continued from page 4)
   This year I have been teaching a stu-
dent who is completely deaf but wants 
to study reading and writing English with-
out any special assistance. While I did 
not feel I was ready to give him the ex-
perience in the classroom he deserved, 
having him in the class has helped me 
make my classroom activities more ac-
cessible for everyone, and it has been a 
pleasure seeing him positively interact-
ing with other students and hopefully 
enjoying his experience learning English 
from me. 
   As a Shansi fellow I am lucky enough 
to also have the responsibilities of teach-
ing students English conversation at 
lunch, tutoring students on their writing, 
and engaging students through theater 
games in an extracurricular English class. 
As someone who is constantly trying 
to learn how to navigate life in a new 
country to study a language that is not 
his native language, it is a delight to 
see JFOU students motivated to do the 
same. While I do not know how helpful 
it may be, I feel lucky that I can provide 
an extra opportunity for the students to 
continue to improve themselves and 
hear different perspectives from some-
one close to their age from a different 
country. 
    I have one more semester left here at 
JFOU. There never seems to be enough 
time to continue my Japanese studies 
as well as brush up my Spanish, Chinese, 
and Vietnamese. Will I have time to look 
for a start-up where I could work to utilize 
what I have learned from my economics 
major and my teaching at JFOU? I am 
excited to see what else I can share with 
my students and colleagues, and what 
opportunities I can take advantage of 
in Machida and Tokyo. I may not know 
where I will be five years from now, but I 
do know my 
time at JFOU 
will never be 
forgotten 
and that I will 
continue to 
strive to push 
my language 
studies and 
find chances 
to grow in 
Japan.


