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Obiriner Family Newsletter
OGFA Board Biannual 
Meeting in San Mateo 

in September

 The OGFA Board met on Sep-
tember 5 and 6, 2014. The first 
day's sessions were held amid 
lush gardens at the Allied Arts 
Guild in Menlo Park, California. 
while the second day's sessions 
were in the more mundane sur-
roundings of the OGFA office. 
The main themes were a review 
of programs and policies, the 
launch of the scholarship proj-
ect, evaluations, Obiriner search 
efforts, a three-year plan, and 
strategic goals. Eri Nakamura, 
OGFA's Assistant Director, ex-
plained to the Board her activi-
ties and duties primarily for the 
students from Japan in the U.S. 
The next Board meeting will be in 
Japan in March. At the meeting 
Norma Fogelberg announced 
she will be leaving the Board. 
Her direction and counseling in 
getting OGFA organized will be 
sorely missed.

Bottom from left: Board Chair 
Toyoshi Satow, Executive Direc-
tor Maria Domoto, Obiriner Chair 
Yukari Semba. Middle: Program 
Co-chair Jim Williams, Assistant 
Director Eri Nakamura, Gover-
nance Chair Norma Fogelberg. 
Top: Board Vice Chair Mari 
Maruyama, Program Co-chair 
Yoshiro Tanaka, Finance Chair 
Henri Hatayama.

Student Mobility
  This summer OGFA helped launch an in-
tensive English program for eight students 
at CSU Monterey Bay. OGFA, Educa-
tional Planning and the Japan-America 
Society of Georgia also ran our popular 
summer programs: Sports Business, Busi-
ness Internships and Volunteering.

JFOU students at an Atlanta baseball 
game with new friend 8-year-old Wes. 
Wes gave the students a foul ball, and lat-
er they gave Wes a foul ball. They invited 
Wes to Japan when he is a little older.

   This fall OGFA is caring for 30 Business 
Management Global Outreach stu-
dents in Atlanta, 30 Aviation Hospitality 
students in Arizona, 61 Arts & Sciences 
Global Outreach students at 14 schools, 
and 15 students on exchange. In addi-
tion, OGFA assisted 31 students from 
the US going to Japan to study for fall 
semester or the year.

OGFA bids farewell to good friend Kelly 
Franklin (left), who is retiring as Director of 
UNC Charlotte's ELTI in January. On the 
right is Joel Gallegos, UNCC's Assistant 
Provost for International Programs. UNCC 
is working with OGFA to develop a Global 
Outreach Program in the US for the Col-
lege of Performing and Visual Arts.
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Narrating My Story
Ken Chujo

Dean, College of Arts & Sciences
   In 1960, I spent two years in Jackson, the 
Mississippi state capital. My older sister and I 
couldn’t go to the local public elementary 
school. We had to go to a small private school 
instead. I have since thought it may have 
been due to racial segregation, which was 
still legal in the South. Schools were either for 
black or white students. We were neither. In 
our private school, everyone except us was 
white. One event still stands out clearly in my 
mind. A simple lunch of a main dish, bread, 
milk, and a cookie was served every day. 
One day, the African-American cook served 
stewed pork and beans with vegetables 
in tomato sauce. After lunch I noticed she 
ended up throwing almost all of it away. Most 

students hadn't even tasted it. Looking 
back, I assume it was a soul food dish 
popular among local African-Americans, 
but then I knew nothing about black 
culture or traditions. The memories of that 
school converted from a single family 
dwelling with the African-American cook 
are deeply etched in my heart.
   Now, more than 30 years later, I re-
search and teach about U.S. history, 
specializing in African-American history. 

That event in that private school in the South 
deeply affected me. It is part of my "own life 
story." I could have chosen any field of his-
tory, but I can’t help but think that lunch in 
that elementary school that day led me to 
make African-American history my life work. 
Every human being has his or her “own life 
story.” Their personal stories are based on their 
unique experiences. At some point we reflect 
back, making those experiences into new 
stories with memories that we talk about like 
that lunch.   
   Today, as Dean of the College of Arts and 
Sciences, I am responsible for more than 4,000 
students. I now realize they are in the midst of 
"finding themselves" and their "own life stories" 
based on their experiences of course registra-
tion, classes, learning, credits, grades, study 
abroad, friendships, club and circle activities, 
part time jobs, etc. Later, they too will look 
back and remember their turning points. The 
more their experiences are full of joy, anger, 
sorrow, and fun, the more fruitful the stories will 
be. It is my hope that our College of Arts and 
Sciences offers colorful, interesting classes that 
serve as important cornerstones for students 
as they develop their "own life stories." 

自分の物語を語る
桜美林大学リベラルアーツ学群長

中條　献
　私は、1960年からの2年間をアメリカ合
衆国南部で過ごしました。場所はミシシ
ッピ州の州都ジャクソンです。後から聞
いた話ですが、私と2歳上の姉は地元の公
立小学校に入学できなかったようで、私

立の小さな小学校に通うことになりました。当時の南部で
は、法律による人種隔離が実施されており、学校も白人専
用と黒人専用に分けられていたのですが、そのことに関係
していたと思われます。いずれにしても、その私立小学校
でも、私たちを除いて生徒はほぼ全て白人でした。
　ジャクソンの学校生活のなかで、私が鮮明に覚えている
一つの出来事があります。その学校では、毎日、給食が提
供されていました。簡単なメインディッシュ、パン、パッ
ク入りのミルク、デザートのクッキーといった献立だった
ようですが、私はあまり覚えていません。あるとき、給食
の調理を担当していたアフリカ系アメリカ人の女性が、豚
肉、豆、種々の野菜をトマトソースで煮込んだ料理を出し
てくれました。ところが、生徒たちの多くはその日
の給食にあまり手をつけず、結果として大量に残っ
てしまった料理を彼女がキッチンで捨てていたの
を、私は見てしまったのです。今では、あの日の料
理がアフリカ系の人たちにとって伝統的な「ソウル
フード」だったのではないかと推測できます。無
論、当時の私はその伝統と文化を知るよしもありま
せんでしたが、一戸建ての家を改築した小さな私立
学校のキッチンと彼女の姿は、私の心に深く刻まれ
ています。
　それから30年近くを経て、私はアメリカ合衆国の
歴史、特にアフリカ系アメリカ人の歴史を専門とす
る研究者になり、大学で教えるようになりました。現在の
私のなかでは、この出来事は、その後の人生を生み出した
「自分の物語」の一部として、しっかりと組み込まれてい
ます。つまり、歴史のなかでもこの分野に興味をもち、そ
れを生涯の仕事とするようになった経緯を語るとき、あの
出来事は欠かせないと、私自身が感じているのです。
　人間には、誰もが語れる「自分の物語」があります。そ
の物語は、人生を歩むなかで経験をもとに自然と生み出
されるわけですが、ある時点で過去を振り返って自分が創
り出し、語る物語も数多くあります。上で述べた私の「物
語」は、まさに後者の例です。いま、4000人を超える学生
のために日々努力を重ねる立場に立って見えてきたのは、
一人一人に「自分の物語」があるという、この当然のこと
です。学生たちは、履修登録、授業と学習、単位と成績、
留学、友人との関係、部活やサークル活動、バイトといっ
た様々な経験から、自分の物語を生みだすだけでなく、将

来は「過去の学生生活」を振り返
って新たに物語を創りだし、それ
を語るでしょう。その物語が喜怒
哀楽に満ちた多彩なものであれば
あるほど、その内容も充実したも
のになるはずです。リベラルアー
ツ学群という、やはり多彩な内容
をもつ学群とそこでの経験が、学
生一人一人にとって豊かな「自分
の物語」を創り出す大切な基礎に

なることを願っています。
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Mamiko Ikeda

池田麻美子
English Major '89

 いつの頃からか漠然
と、私はきっとアメリ
カに行くだろうと思っ
ていました。桜美林大
学を選んだのは大学三
年時の留学制度が大き

な理由でした。留学試験に受かり、留学先はア
メリカ、ノースカロライナ州のPfeiffer大学。
歌が好きな私は、単位としても取得できる聖歌
隊に入りました。学内外でコンサートを行って
いましたが、学年末にはニューヨークのカーネ
ギーホールで 他の聖歌隊員も合わせ五百余名
の大合唱団でコンサートを行い、ブラームス作
曲「レクイエム」を歌いました。その一員とし
て大舞台で歌ったことは、素敵な思い出です。
　授業は、音楽、芸術、児童文学など、私の興
味ある授業を中心に選択しました。児童文学の
先生が、多くのアメリカ先住民族の民話や伝説
を紹介してくれて、一番印象に残る授業となり
ました。私はそれまでアメリカ先住民族のこと
は良く知りませんでしたが、数々のお話を通し
て日本人に近いものを感じました。そして留学
後は、卒業論文のテーマをアメリカ先住民族と
日本の民話伝説比較研究にしました。
　卒業後、先住民族文化への興味が強くなって
いき、東京で数年間仕事をした後、コロラド州
ボルダーの Native American Rights Fund (先
住民族専門法律事務所)で一年間の研修をしま
した。その後、デンバー大学院 (American In-
dian Studies専攻)に進学し、在学中、沖縄系イ
ベントを手伝った縁で与論島出身の抽象画家、
池田誉と知り合い、卒業後に結婚、現在に至り
ます。
　アメリカでは、日本に居たらやっていなかっ
たであろうことをしています。例えば、お習字
を教えています。日本には、私の母も含め書家
が多く、自分がお習字を教えるなど考えてもい
ませんでした。そんな私ですが、今年二月に母
と共著の「筆墨の文字」というバイリンガル書
道教本を日本で出版していただきました。ま
た、夫の影響もあり、絵や版画創りをして、画
廊などで展覧していただくようになりました。
今一番力を入れている創作活動はアニメ作品作
りですが、その一環としてテーマ曲を作ろうと
思いたち、ギターやピアノも再開しました。
地元のシアターでは上映していただいています
が、アニメと音楽作りはずっと続けていきま
す。好きなことを続けていく情熱を持ち続けれ
ば、やりたいことを達成できると信じていま
す。
　私は創作活動のかたわら教職の仕事をしてき
ましたが、今年9月からは、コロラド日米協会
のスタッフになりました。日本とコロラド、ひ
いてはアメリカを結ぶやりがいのある仕事なの
で、これから頑張っていこうと思っています。
Mamiko's webpage: www.mamikoikeda.com.

Ben King 
Oberlin College '08 

JFOU Shansi Fellow 2008-10
   It’s a beautiful time of year here in Wash-
ington, DC, just transitioning to fall with mild 
days and chilly nights. At this time of year, 
just thinking about Tokyo, I feel “natsukashii” 

about hiking up Takao-san to view the “koyo.” What a 
beautiful place!
  Just like the changing weather, my life in Japan and 
since has been filled with ups and downs. My first year 
as a Shansi Fellow was challenging but not unique. I 
felt a bit isolated, depressed and lonely. By my second 
year, I had formed great friendships and connections 
with the help of faculty, staff, alumni and others. I was 
enjoying life in Japan so much that I stayed an extra six 
months, thanks to an opportunity from Adachi-sensei to 
work in the Inagi public elementary schools.
   Two weeks before I was scheduled to leave Japan, 
calamity struck on 3/11: the giant earthquake, huge 
tsunami in Tohoku, and the Fukushima Dai-ichi nuclear 
disaster. Feeling devastated and horrible, I interrupted 
my last week in the Inagi schools, rescheduled my final 
travel plans, and returned home.
   The day I arrived in DC, my partner fell ill and was 
hospitalized. There had to be demons chasing me! The 
next two years were a struggle. My initial goal was to 
work for public radio, but after several unpaid intern-
ships, volunteering, and part-time jobs, I realized this 
wasn’t the career for me.
   In 2012, I found work at Carlos Rosario International 
Public Charter School, which offers English and work-
force classes to DC’s adult immigrant population. 
Carlos Rosario has been amazing, reminding me of the 
ELP at JFOU. After teaching ESL part-time for two semes-
ters, I became a full-time teacher. With my interest in 
technology, I am now a Computer-Assisted Language 
Learning (CALL) instructor, co-teaching technology 
and ESL. I feel privileged every single day to work in this 
space.
   I couldn’t do the work I am doing now, though, 
without the experience gained at JFOU. Working as 
part of an international team prepared me for my cur-
rent diverse environment. I learned so much from the 
JFOU community. Students taught me about having a 
work ethic and pursuing one's dreams. Simon Hunter 
and others helped launch the English Extras extracur-
ricular club, which prepared me to use media and 
technology in education. Damon Brewster’s "football" 
podcst Languagecaster.com gave me something to 
talk about with soccer fans during the 2014 World Cup. 
My Japanese language skills have declined, but I have 
re-doubled my efforts to learn Spanish in hopes of going 
abroad again some day. 
   At the moment, I am happily engaged to my long-
term partner, Noelle. We are making a home with great 
friends, a little garden, and two lovely foster cats. 

           Obiriner Family Newsletter
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Atlanta Special Olympics 
Takuto Ito

伊藤　汰孔人

Junior, College of 
Business Management

　ボランティアには以前か
ら興味があり、知っている
つもりでしたが今回の経験
から得られたものは想像以

上でした。アトランタ留学中にも機会があればぜひボ
ランティアに参加したいと思っており、4月にホスト
ファミリーの紹介で医療器具を仕分けするnon-profit
の活動に参加させてもらいました。その日は、全行程
のほんの一部で、自分の作業が、どのような人に影響
するのかを想像しての作業でした。
　アトランタのスペシャルオリンピックでは自分の
行動が目の前の人に影響を与え、その反応が見られ
ることが楽しみでした。会場についた頃にはテニスの
試合をする競技者やメダルを家族にみせて喜んでいる
方などすでに盛り上がっていました。私は催しの一つ
である、「R-wordを今後一切使わないと約束する誓
約書」に署名を集めるというブースを担当しました。 
R-wordとは差別表現を指しますが、来場者が、もち
ろんといった様子で署名していく姿を嬉しく思いまし
た。 　
　他にも20近くのブースがあり、その中の帽子のコー
ナーで印象に残る出会いがありました。そこでは真っ
白な野球帽と色ペンが配られ、たくさんの人達が好き
な言葉を書いたり、絵を描いたりしていました。私も
人とふれあいながら帽子を作ろうと思い、周りの人に
お願いしました。最後に完成した色とりどりの帽子は
アトランタの方々のフレンドリーさを表すものとなり
ました。ある女性の帽子には、彼女が息子に向けた言
葉で「You are a star」と書いてあり、息子は選手と
して競技に参加しているのだと言っていました。彼女
の言葉から、息子への誇りと愛情が伝わってきまし
た。その後、水泳や体操を観戦しましたが、会場につ
いてすぐにテニスを見た時より違った感情で、ボラン
ティアとは何かを理解し、選手を誇らしく応援するこ
とができました。
　このイベントには1000人ほどのボランティアと500
人のコーチ、他にもたくさんの協賛者がいて自分がそ
の中の一人であったことを嬉しく思います。普段の生
活で助けが必要な人はたくさんいます。ボランティア
だから支えるのではなくて、いつでもそういう行動が
できるように心がけたいと思いました。またこのイベ
ントでの経験で、参加者の方々が助け合う気持ちにな
ることを願います。
　留学当初3ヶ月は
日米の違いばかりを
探そうとしていまし
た。しかし、このボ
ランティアでは、世
界のどこでも変わら
ない大切なことが学

べた一日でした。

Takuto with his host 
family.

A Brand New World in Austin
Kohei Shimizu

清水  恒平
Junior Year Abroad

College of Arts & Sciences
UT Austin

   This is my first time ever 
outside of Japan. In Japan, 
I spent most of my time 
making money and study-
ing English to go abroad to 
learn something new, some-

thing I could not learn in Japan. It has been one 
month since I got to Austin. For the first two weeks, 
I stayed with a host family. I was surprised how 
Texans protect the environment. Every morning, 
my host father carried compost to the backyard. 
He makes compost to reduce the amount of gar-
bage. Besides that, many people in Austin bring 
their own bags whenever they go shopping to 
reduce plastic throwaways. I was really impressed 
by what Americans do to save the environment. 
Perhaps I can pass this idea on to my friends and 
family. 
   Since classes started, I have gotten excited by 
the differences between lectures in Japan and 
in the US. I came here to measure my capabil-
ity and challenge myself before I graduate. I am 
taking two academic classes and two ESL classes 
to learn new content and to solidify my English. 
One of my classes is Asian American Studies. I am 
studying the history of Asian Americans, their lives 
in the US, the hardships they have faced, and their 
current status compared to ten years ago. To be 
honest, I was shocked to learn about the brutal 
history they experienced due to discrimination. I 
want to research more in depth. 
   As for classes here, I was honestly amazed at 
the number of assignments. I read fifty pages per 
academic class three times a week. At first, I did 
not think I could keep up this pace, but now I am 
used to it.  I am so glad that I am in this education 
system and feel I am learning a lot.  However, it is 
hard. This is exactly what I wanted to do. I wanted 
to push myself to take another step toward my 
dream. My final goal is to be a translator because 
I really like communicating with people in English. 
I know I cannot become a professional translator 
right out of college. I will need more training, so I 
will get a job using English. Even if it takes 15 years, 
I will realize my goal. Also, I would like to use my 
skills in English and Communication to help people 
connect with others. To realize this, I need to meet 
and communicate heart-to-heart with others 
whose common sense or values are different from 
mine. That way I can expand my perspective. 
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Summer Intensive Japanese Program at JFOU

When I first learned I could go to 
Japan, I was a bit nervous about 
the culture and not knowing 
anyone; however, all my worries 
went away when I met the great 
folks at J. F. Oberlin. The staff were 
incredibly friendly; the students 
made me feel like I belonged. 
The Summer Intensive Program 
was challenging but was specifi-
cally tailored to the dynamic of 
our group. I wouldn’t trade the 
experience of living in the dorms 
there for anything. I made strong 
connections and hope to go 
back there soon.                         

Samuel Noel
Senior, University of Memphis

Before I traveled to Japan, I 
was worried that making friends 
would be difficult. This program 
was my first time outside of the 
US. Not only were my worries 
dispelled by the many friends I 
made during my stay, but the 
Summer Intensive Program really 
helped me decide what I want 
to do after college. While the 
program was certainly chal-
lenging, I learned a lot in a short 
amount of time. My experiences 
during my stay taught me much 
about Japanese life and culture. 
I felt every day was exciting and 
fast-paced. Without a doubt I 
will return to JFOU to complete 
my Japanese major.                         

Alan Wright
Senior, University of Memphis

Ayana Kato carried all the yukata 
from Japan to do this workshop at 
Webster University. Ayana is a fresh-
man on the LA GO Program.

San Francisco Internship
Suucha Okamoto

岡本　思佳
Sophomore, College of 
Business Management

　 私 は 2 0 1 4年 の 夏 休
み、8月10日から9月1日までの約3週間、海外ビジ
ネス研修のインターンシップ（サンフランシスコ）
という桜美林のプログラムに参加しました。
　私はこの約3週間という短い期間の中で、多くの
ものを吸収することが出来ました。人生の初めての
英語圏、初めてのインターンシップと、初めてのこ
とだらけでした。しかし、こんなに短い間だけで
も、このサンフランシスコでの経験によって、自分
の今までの物事に対する考え方や、卒業後にやりた
いことに対する目標など、とても刺激を受けまし
た。自分では、かなり成長したと思っています。
　このプログラムで、私はベイエリアにある日系企
業の新聞社でインターンをしてきました。日本では
まだインターンシップに参加したことがなく、自分
の中では日本のインターンシップはとても堅苦しい
イメージがあります。しかし、私が行ってきたこの
会社では、沢山の仕事をさせて頂けました。自分が
やってみたいことを伝えると、全てやらせて頂けま
した。最終的には、新聞の記事までも書かせ頂く事
が出来ました。こんな経験は日本では滅多に出来な
いと思います。日程上の関係で、インターンシッ
プだけではなく、ボランティア活動にも参加しまし
た。そこでは、多くの現地の方々と接することがで
き、人々の温かさや優しさにも改めて感謝したい気
持ちになりました。
　もちろん仕事以外の時間では、仲間と楽しく観光
することも出来ました。宿泊先では、いろいろな国
から来ている方に出会いました。そこでは、みんな
英語でコミュニケーションを取り、新しい友達を沢
山作りました。本当に今までの人生の中で最高の経
験で、最高の思い出になりました。このプログラム
に関わって下さった全ての方々に感謝したいと思い
ます。

JFOU BM GO Program students volunteering at Atlanta's Japan Fest. 
Over 18,000 people from four states joined the festivities this year.

JFOU students 
teaching ori-
gami at Girls Inc. 
in Arkansas 
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桜美林の思い出
　　　　　　　　　　　　　　　　　堤稔子

　桜美林の思い出は
1960年に遡ります。5
年間の米国留学を終
え、就職先を探して
いる時に、母校東京
女子大学の先輩で清
水郁子先生のご友人
の方から桜美林短期
大学を紹介されたの
です。小田急線新原
町田駅に降り立ち、1
時間に1本のバスで桜
美林に向かう道は、
途中に信号機のある
交差点はただ一つ、後はまばらな民家のまわりに
延々と続く桑畑と野菜畑。短大の教室は古ぼけた5
棟の二階建て木造寮舎の一つにあり、歩くと床が
軋みます。どう考えても魅力的な環境とは言えま
せん。キリスト教主義の共学大学設立への清水安
三・郁子先生の熱意と、学園にみなぎる温かい家
庭的雰囲気がなかったら、その後40年余り、定年
まで務め続けてはいなかったでしょう。
　1960年の短大英文科は1年生が50人、2年生が37
人。その1人、視覚障碍者の小森禎司さんはその
後、国内と米国で研鑽を積んだ後、大学英文科の
教授になりました。日本の社会がまだ障碍者に対
して無関心だった当時、安三先生は率先してこう
した学生に年々、門戸を開いたのです。町田市か
ら銅賞・銀賞・金賞と、相次いで3回、功労賞を授
与されました。
‘家庭的雰囲気’がちょっと行き過ぎたこともあ
りました。1962年秋のある日、英文学史の授業で
教室に行くと、驚いたことに男子学生が1人もいな
いのです。帰り道、新居を建てるために大野先生
のお世話で購入し、まだ整地してなかった土地を
見に行くと、なんと、なんと！例の男子学生たち
が汗水たらして草取りや竹の根っこ掘りをしてい
るではありませんか。大野先生から事情を聞いて
いたに違いありませんが、まさか先生は授業を抜
けてまで行けとはおっしゃらなかったでしょう。
今なら親御さんから早速クレームがつき、うっか
りすると裁判沙汰になっていたかも知れません。
　短大は幸い、上昇気流に乗って、1962年の英文
科新入生は130人、2クラスに分けました。優秀な
学生にも恵まれました。そして能力に関係なく、
どの学生も学習意欲が強く、教えるのが本当に楽
しみでした。今でも文通している卒業生がたくさ
んいます。
　1966年、清水夫妻の長年の夢、4年制大学がよう
やく誕生しました。悲しいことに、郁子先生はそ
の2年ほど前に世を去られています。桜美林はそ
の後大きく成長し、中味も充実してきました。で
も、私にとっては、あの家庭的な初期の時代が懐
かしく、かけがえのない思い出として心の奥深く
刻まれています。

1960年4月就任当時、学生との
箱根旅行にて

Reminiscences of Obirin 
Toshiko Tsutsumi

   My Obirin memories go back to 1960 
when I started teaching in the Junior 
College after studying in the U.S. for 
five years. Mrs. Ikuko Shimizu’s friend, an 

alumna of my alma mater, Tokyo Woman’s Chris-
tian University, introduced me. The bus ride from 
Machida to Obirin had only one intersection with a 
traffic light and after that rustic scenery of mulberry 
trees and vegetable fields – not very encouraging. 
The lecture rooms were in one of five dilapidated 
two-story wooden buildings. The floors creaked. 
If it had not been for the sincere enthusiasm of 
co-founders Yasuzo and Ikuko Shimizu to develop 
a coeducational Christian university and for the 
warm humanitarian spirit and family-like atmo-
sphere, I may not have stayed for such a long time  
– over 40 years  –  until retiring in 2001. 

   In 1960, the English Department had 
50 first-year students and 37 second-
year students, including the visually-
impaired Teiji Komori who later joined 
the faculty. In those days Japanese so-
ciety was apathetic to handicapped 
persons, but Yasuzo-sensei was a 
pioneer in welcoming them. Machida 
City rewarded Yasuzo-sensei by suc-
cessively awarding him three medals: 
bronze, silver, and gold. 
   I particularly remember one incident 
that epitomizes the family atmosphere 

then. One day in 1962, When I entered my class-
room to lecture on English literature, to my surprise 
none of my male students were present. On my 
way home I discovered, to my consternation, that 
all my dear boys were laboring on the small lot 
where my new house was to be built, weeding 
and digging up bamboo roots. We had bought 
the lot from Ohno-sensei’s neighbor, but the land 
had to be leveled for construction. Obviously 
Ohno-sensei had told the boys about the situation, 
but certainly he could not have encouraged them 
to skip my class! Today parents would criticize such 
activities and we would end up in court!
   Thanks to the untiring efforts of the Shimizus, the 
Junior College thrived. By 1962 there were 130 
freshmen, many of whom had high academic abil-
ity. They were all eager to learn. I still correspond 
with a number of them.
   Finally in 1966 the dream that Yasuzo-sensei and 
Ikuko-sensei had of founding a four-year university 
was realized. Sadly Ikuko-sensei had passed away 
two years before their dream was realized. Since 
then, Obirin has grown larger and larger. But, for 
myself, however, those early days remain the dear-
est memories deeply impressed in my heart.

Graduation 
in 1961


