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Obiriner Family Newsletter

East Coast Weather, Short-Term Programs, and OGFA/JFOU Business
   People on the East Coast of the US 
tell horror stories of the winter of 2014. 
The second blizzard that closed down 
Atlanta marooned 12 students and their 
professor in their hotel for two days during 
the Global Business Seminar. (At the same 
time, Maria was trapped in her Tokyo 
hotel because of snow.)
   Soon thereafter, JFOU Director of North 
American Operations Akihiro Nezu, OGFA 
Executive Director Maria Domoto, and 
Associate Director of JFOU’s Office of 
International Programs Atsushi Nagaoka 
made their annual spring business trip to 
solidify existing programs and expand 
affiliations. In Atlanta and Tuscaloosa, 
Alabama, the weather was spring-like. In 
Atlanta we met with the Japan-America 
Society of Georgia, Mercer University, and Georgia Tech to discuss the Business 
Management Global Outreach Program ESL, internships, host and friendship 
families, and community outreach. Unfortunately, we couldn’t meet with JFOU 
graduates in Georgia, but hope to on our next trip. In Alabama, we agreed on 
a new MOU with the University of Alabama, which will become a new home for 
the Arts & Sciences GO Program beginning in the spring of 2015.
   On our trip to the University of Virginia to finalize our new MOU, we could 
meet with one of our alumni, Tomoko Marshall, who teaches Japanese there. 
Once again, the weather intruded, however, as two days in Charlottesville be-
came four. The cold snap followed us to Baltimore, but negotiations were warm 
and friendly for our new MOU with the University of Maryland Baltimore County. 
They are sending three students to JFOU in the fall of 2014, while JFOU will be 
sending A&S GO students to their ESL Program beginning in the spring of 2015.

From left: Akihiro Nezu; Tomoko 
Marshall, a J. F. Oberlin graduate 
who teaches at the University of 
Virginia; and Maria Domoto

Scholarship 
Committee 
Announced

At the February Board 
meeting, the Board an-
nounced the members 
of the OGFA Scholarship 
Committee: Co-chair Mari 
Maruyama, OGFA Board 
member residing in Seat-
tle; Co-chair Akihiro Nezu, 
JFOU Director of North 
American Operations 
residing in Tokyo; Careen 
Shannon, Shansi Fellow 
alumna residing in New 
York; and Ko Aoshima, 
JFOU alumnus residing in 
San Francisco. They will 
be working on the pilot 
award for Spring, 2015.

OGFA To Serve 
J. F. Oberlin High 

School
In January, Takashi 
Okoshi, principal 
of J. F. Oberlin High 
School, and Maria 

Domoto traveled to Portland and 
Monterey. As a result, OGFA will 
assist the High School with two 
projects hosted by CSU Monterey 
Bay. Approximately 15 high school 
students and a chaperone are 
expected to spend three weeks in 
Monterey in March, 2015. They will 
study ESL, learn about the environ-
ment and US culture, and spend 
a few days in a US high school 
before returning to Japan. CSUMB 
will also be the site for the new 
high school sabbatical program.
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Eri Nakamura
Student Services Coordinator, OGFA

   Over three years have passed since I be-
gan working at OGFA. I’ve talked with many 
of the JFOU students studying in North Amer-
ica. Many have returned home with big 
dreams and high hopes. As a JFOU alumna, 
I truly enjoy assisting their study abroad as 
part of the support team on the ground in 
Los Angeles. I know the challenges as well 
as the joys because I too had the chance to 
experience study abroad first-hand. 
   I was 14 when I did my first homestay in a 
small Missouri town. It took courage to leave 
my family to go to a country where I barely 
spoke the language. I didn’t understand 
most of what was going on. At times I regret-
ted going. However after a while, neighbor-
hood children heard rumors of a Japanese 
girl in town, became curious and visited. 
We became friends even though I couldn’t 

speak English. Leaving was bitter-
sweet. I was so impressed by their wel-
coming me with all their heart, yet I 
could barely express my appreciation 
properly. That bittersweet memory 
stayed with me. 
   Again I challenged myself by study-
ing overseas my junior year in college. 
My English was still hopelessly weak, 
but with hard work and patience, I 
somehow completed assignments, 
and thanks to strict but generous 

teachers at JFOU, I somehow qualified 
to study at Pfeiffer in North Carolina for a 
year. Needless to say, I was overwhelmed 
in regular academic classes. I survived with 
the help of others: one teacher tutored me 
and my friends encouraged me. Somehow 
I survived and successfully completed the 
year. On my way home, I visited my previous 
host family in Missouri. My English was much 
better this time. I could finally understand 
their history. We could share happy thoughts 
and feelings. Finally, I could thank them for 
everything they had done during my first 
visit. It gave me a sense of accomplishment. 
   My overseas experiences gave me not 
only joy and memories but also confidence, 
courage and insight. It is challenging to im-
merse oneself in a foreign culture. One gives 
up a lot but gains a deeper understanding 
of other cultures, values and oneself. My 
experiences have given me a strong desire 
to support JFOU students overseas. I hope 
many more courageously explore their 
global vision and grow by studying abroad. 

　OGFAの一員として、仕事を始めて、早や3
年半が経ちました。これまでに、数多くの
桜美林生がアメリカ、カナダに留学し、将
来への大きな夢や希望を胸に、帰国して行

くのを見届けてきました。こうして、ロサンゼルスの地
で、後輩達の留学のサポートが出来る事を、嬉しく思っ
ています。
　私は、14歳の夏休み、ミズーリ州の小さな町にホー
ムステイをしました。英語と言えば挨拶位しか言えない
中、異国に一人身を置く事は、とても勇気がいる事でし
た。何を見ても、聞いても、分からない事だらけで、時
間がとても長く感じられ、来たことを後悔もしました。
しかし、しばらくすると、私の噂を聞いて、近所から同
年代の子供達が、ホストの家に集まって来るようにな
り、帰国する頃には、来年の夏も戻って来てね、と言
ってくれる友達が何人も出来ました。1か月間、言いた
い事も言えず、つらい経験でしたが、その時、言葉が
無くても、一生懸命、私を歓迎し、理解しようとして
くれた人達の事が強く心に残りました。あの時、
もっと自分を表現する事が出来ていたらという後
悔を胸に、桜美林大学に進学後、3年次の1年間の
留学にチャレンジしようと思いました。相変わら
ず、英語は情けないほど苦手でしたが、数々の課
題をどうにかこなし、先生方の厳しくも、惜しみ
ないサポートのお蔭で、留学する機会を得る事が
できました。とは言え、アメリカの大学での正規
の授業について行く事は必死で、「国際交流」な
どと言っている暇は無いほど厳しいものでした。
しかし、そこでも、プライベートの時間を割いて
毎週、補習をして下さった先生や、激励してくれた友
達、アメリカ生活を支えて下さった沢山の方々に助けら
れ、1年をやり遂げる事が出来ました。帰国前には、ミ
ズーリのホストファミリーと友達に会いに行き、少しま
ともに話が出来るようになり、やっとホストの家族事情
が理解できた時、謎が解けたような達成感で一杯になり
ました。この経験は、自分自身に、やり遂げた喜びと、
自信や、勇気、大きな成長をもたらしてくれました。
　異国の人々や文化の中に身を置く事は、不安が伴い、
勇気がいる事ですが、それは異文化とその人々の価値観
を理解する事にとどまらず、自分自身や、自国をより一
層深く理解し、その後の人生のための、大きな発見と成

長をもたらしてくれると
思います。
　OGFAの活動を通して、
これからも多くの桜美林
生たちが、勇気を持って
国際社会に飛び出し、グ
ローバルな視野を養い、
自己の道を開拓して、世
界中で活躍していけるよ
う、応援し続けたいと思
います。
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Obiriner Family:  the Atlanta Connection

Aaron Steel, Senior
Oglethorpe University

Atlanta, Georgia
Reconnaissance Japan

Fall 2013/Spring 2014
 

I feel so blessed that I have been able to experi-
ence a year abroad in J. F. Oberlin’s Reconnais-
sance Japan Program. I can definitely say this 
experience is the perfect mix of work and play. 
I have been able to meet so many people, and 
although we all have different skill sets and are in 
different levels in the Japanese program here, we 
all help one another out in any way possible. 

When I first arrived in Japan, I had studied Japa-
nese diligently at Oglethorpe in Atlanta for two 
years, but I can without a doubt say I have 
learned more in one semester here than I learned 
in those two years combined. There is nothing like 
being totally surrounded by the language and im-
mersed in the culture. 

If I had to describe my daily schedule here, it 
would be waking up early in the morning to 
cram kanji and last minute revision, riding the 
bus to school before a quick run to Family Mart 
for breakfast, heading to my classes, and social-
izing with friends before heading back and doing 
homework. 

I also try to experience as much Japanese culture 
as possible during my free time. For instance, last 
semester my friend Belle and I would, on the spur 

of the moment, 
decide to head 
to Odaiba after 
classes and 
sightsee before 
going back 
to learn more 
kanji and do 
our homework. 
One great thing 
about going to 
J. F. Oberlin is its 
location - close 
to both Yokoha-
ma and Tokyo. 
(continued on 
next page)

ビジネスマネジメント学群 
３年小宮山 由菜

Business Management 
Global Outreach Program

Mercer University
Fall 2013

  アメリカへの留学から帰国し、早くも3ヶ月
が過ぎました。私が留学していたのはジョージ
ア州アトランタという町で、3ヶ月間の大学で
のジェネラルイングリッシュ・ビジネスイング
リッシュの習得と、1ヶ月間の実際の企業での
インターンシップといった内容でした。
  私は留学中、大学の寮に滞在し、同じ桜美林
からの留学生とマーサーで出会った友達と4人
でルームシェアを行っていました。大学で出会
った友達の多くは寮や、その近くのアパートな
どで暮らしているため、授業のない時間の多く
は、その友達と過ごすことができ、アメリカだ
けではなく他の国の文化も肌で感じることがで
きました。また、多国籍でのルームシェアだっ
たので、困惑した状況や問題も度々起こりまし
たが、毎回相手の文化を理解する手助けになり
ました。
　大学の授業は、主にディスカッションやプレ
ゼンテーションが多く、自分の意見をはっきり
持たなければ難しいものでした。日本では、た
だ受け身な姿勢でも授業は進みますが、
(continued on next page)

Halloween at Mercer

All JFOU 
BM GO 
students 
volun-
teered 
15 hours 
at Japan 
Fest, the 
largest 
Japanese 
festival in 
the South-
east. Their 
face paint 
tattoos 
testify to 
their in-
volve-
ment. 
Yuna is 
in the 
middle.
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Obiriner Family: the Atlanta Connection (cont’d)

(continued from page 3) 
マーサーではどの授業も自分の持つアイデアを発信
することを重んじていたので、どのようなモチベ
ーションでクラスに臨むのかをよく考えるいい機
会になりました。

　インターンシップでは、ダウンタウンにある
ホテルでの実習を行うことができました。内容
は、VIPのお客様専用ラウンジでの仕事や、受付
での接客、電話対応などでした。どの仕事だろう
と、お客様が相手なので、「留学生だから」とか
「素人だから」などという言い訳が利かず、常に
本番という状態で非常に緊張しました。できない
事も、もちろん多かったですが、お客様を満足さ
せたいという気持ちが伝わる場面が多々あったの
で、それはとてもうれしい瞬間でした。
　私は、桜美林でホスピタリティを専攻している
為、このインターンシップで学んだことは数多く
ありました。例えば、ホテルで常に使われている
「ゲストエクスペリエンス」という言葉。お客様
を第一に考え、最高のおもてなしでお客様の宿泊
をより良いものにする合言葉のようなものでし
た。この言葉のおかげで次に何をすれば良いかを
判断することができました。将来、ホスピタリテ
ィを生かした職に就きたいと考えているので、こ
こでの経験は必ず今後の私の成長の手助けになる
はずです。このような経験をさせてくれ、協力し
てくださった多くの方に感謝したいと思います。

(continued from 
page 3) 
In this past semes-
ter I’ve gone to 
Tokyo Disneyland 
with friends, seen 
my favorite band 
in concert several 
times, and had 
more Japanese 
curry than anyone 
could imagine.

Initially, I was in-
tending to stay for 
just one semester, 

but I decided after being at J. F. Oberlin only a 
week that I had to extend my stay in Japan for 
the full year. Although it delayed my graduation, 
I have absolutely no regrets whatsoever. Getting 
to spend more time with the friends I made and 
the teachers who inspire me to keep trying, more 
than justify graduating a semester later than 
planned. 

Last semester 
in my classes I 
cooked tradi-
tional Japanese 
cuisine, par-
ticipated in an 
Eisa practice, 
visited a local 
elementary 
school, learned 
to play the koto, 
conducted an 
original survey 
and presented 
my findings com-

pletely in Japanese, and most importantly had 
fun while doing it. 

Thanks to my friends, professors, and J. F. Ober-
lin’s welcoming atmosphere, I will never forget 
the great times I’ve had in Japan, and I look 
forward to coming back soon.

International Day at Mercer

Farewell to Mercer
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リベラルアーツ学群
3 年 関岡　麗香

Double Degree Program
San Francisco State 

2013 Fall ~
　「グローバル」ってなんだ
ろう？新聞を眺めると必ず大
きく書かれている「グローバ
ル」という文字は、日本の生
活のなかでは実感しにくい言
葉でした。サンフランシスコ
に留学した今の生活では、見
た目も価値観も国籍も違う人々が英語を使ってコミ
ュニケーションをとっており、まさに目に見えるグ
ローバルな姿だと衝撃を受けました。ここサンフラ
ンシスコで私が学んだことは、必ず日本社会で求め
られている「グローバル」に通用し役立つものと信
じ、ダブルディグリープログラム修了を目指して日
々勉強しています。
　大学の講義のなかでおもしろいと感じる瞬間は、
クラスメイトとグループワークをしている時です。
そのなかでも英語を母国語としない留学生のクラ
スでの話し合いは、自分とは違う視点や考え方に
驚きの連続です。前回のテーマは "How do we 
become who we are?”（私達はどのように育った
か？）でした。ベトナムで生まれてすぐに家族とア
メリカへ移住した人のエッセイを読み、クラスメイ
トと意見交換をしました。そのなかで気づかされた
ことは、アメリカで出会った人々は複数の国と関わ
りが強い人が多いことです。
　私が特にお世話になっているInternational Stu-
dents Incでは、留学生のサポートをしたい現地に
住むボランティアの方、80代のフィリピン系アメリ
カ人の元気なおじいちゃんや30代の中国系アメリカ
人のやさしいお姉さんなど様々な方が集まります。
コーヒーと軽食を楽しみながら話していると、多く
の方がアメリカ以外の国に親戚や大切な人が住んで
おり、その国の情報に対してとても敏感です。ここ
に留学してから世界中の情報を知る機会が増えたの
は、多くの人が他国のことも自分のことのように知
りたいからだと気がつきました。
　留学生活をはじめてから半年が過ぎた今、私はま
すます日本はアジアの一部であり、世界の一部であ
ることを強く実感しています。国境を越えて人と人
とのつながりを深め、異文化を理解していくこと、
まさに「グローバル」な貴重な経験のなかで多くの
気づきがあります。このようにわたしが成長できて
いるのも、両親をはじめ桜美林大学、サンフランシ
スコ州立大学、ISI等サポートしてくださる全ての方
のおかげと感謝しております。しっかりと卒業でき
るよう勉学に励みつつ、ひとつひとつの出会いを大
切にし、日本人として国際社会に貢献できる「グロ
ーバル」な人材となるべくこれからも努力したいと
考えております。

リベラルアーツ学群
2年 鈴木　圭汰

A&S GO Program
University of Victoria 

Spring 2014
　　私は、カナダのビ
クトリア大学の語学学

校で、2月から学んでいます。3月はホッケーの
試合観戦や Royal BC Museumの見学など様々
なアクティビティに参加することが出来ました
が、自分の中で一番印象に残っているのは同じ
プログラムのみんなで、Goldstream Provincial
Parkに滝を見に行ったことです。結局、川が増
水していたために滝を見ることは出来なかった
のですが、とても楽しかったです。理由はいく
つかあり、まず一つに僕の趣味が写真を撮るこ
とということにあります。昔から写真を撮るこ
とが好きで、特に自然の写真を撮ることが大好
きなのですが、このアクティビティはまさに僕
のためにあるかのように感じました。木にびっ
しりとついている苔や、変わった形の木など日
本ではあまり見ることが出来ない自然の姿が見
られて、始終興奮していました。また、外国の
方々と交流が出来たことが印象に残っている2
つ目の理由です。今、私達が参加しているプロ
グラムでは、クラスに外国人留学生が少ないの
で、このようなアクティビティを通さないと外
国の方々と交流することは難しいです。その
為、今回のこの滝を見に行くということで引率
してくれたスタッフの人たちとたくさんお話を
したり、よくわからないカナダのゲームを見よ
う見まねで必死にやってみたりということはと
ても貴重な経験となりました。もっと毎日のよ
うに交流したいというのが正直な感想ですが、
時々あるからこそ、その時間を大切に過ごせる
と考えて、これからも外国の方々との交流の機
会を大事にしたいと思いました。　
　今月の授業はプレゼンテーションがとても多
かったです。先月はプレゼンテーションする機
会が2回あったのですが、今回は5回もありまし
た。そのたびに英語で原稿を考え、発音やイン
トネーションなどを意識して家で練習した後、
大学でクラスの皆の前で発表する。それは、と
ても大変でした。正直、日本にいるときには「
口語表現」の授業や「キャリアデザイン」の授
業で人前で発表することが苦手だったのです
が、カナダに来てプレゼンテーションをしてか
ら、「これが英語でなくて、日本語だったらも
っと言いたいことが言えるのに・・」という思
いが強くなりました。人前で話すことに自信が
ついたので、これだけでも留学に来てよかった
と思えました。まだまだ得られることはたくさ
んあると思うので、これからも、引き続き貴重
な経験をしていきたいと思います。
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Obiriner Family News
Voice from our Affiliate: University of Arkansas Fort Smith

Takeo Suzuki, Executive Director of International Relations
   Fort Smith Arkansas is located in the Arkansas 
River Valley between the Ozark and Ouachita 
mountains. Fort Smith offers the values and safety 
of a small town as well as the business and cultural 
opportunities of the manufacturing capital of Ar-
kansas. The University of Arkansas Fort Smith (UAFS) 

has welcomed J. F. Oberlin students in our American Culture 
and Experience Program (ACE) since 2012. The program is very 
hands-on and innovative. Our teachers work with students in 
and out of the classroom, using different social networking sites 
to improve cultural understanding as well as English skills.
   ACE students are also required to participate in intern-
ship and volunteer activities. For example, this spring all ACE 
students visited local elementary schools and a high school 
where they presented Japanese culture to local students. They 
will also be performing at the International Festival, which has 
been voted the #1 Festival in Fort Smith. We believe that these 
opportunities for students to meet with local community mem-
bers, students, and children help them understand authentic 
American culture and customs. They also enjoy camping, ca-
noeing, and other outdoor programs since Arkansas is known 
as ”the Natural State.”
   Just as JFOU students learn about the U.S., they also help our 
students and local community understand more about Japan. 
Fort Smith residents rarely have the chance to meet Japanese 
people. In the whole state of Arkansas, which is roughly one-
third the size of Japan, there are fewer than 500 Japanese. The 
JFOU students are truly ambassadors of Japan at community 
events and with their friendship families.
   UAFS values our relationship with JFOU. With this partnership, 
students bring more diversity and cultural awareness to our 
campus. I hope that through the ACE and other exchange 
programs UAFS students will become interested in studying 
abroad. Dr. Paul Beran, our Chancellor, speaks highly of JFOU 
after visiting the JFOU campus and welcoming JFOU faculty 
on our campus. I hope this relationship lasts forever, and that 
more and more UAFS and American friends become familiar 
with Japanese culture and customs. We all hope, both JFOU 
and UAFS, that programs like this will enable both JFOU and 
UAFS students to graduate as global citizens.

JFOU ACE students welcomed at Fort Smith 
Airport - the UAFS International Lions!

UAFS student tutors with JFOU stu-
dents ensuring their success

Spending time with friendship family 
American farmers at home . . . 

UAFS International Festival

Going the extra mile. Takeo-san with 
JFOU students at his house

Elementary school students with 
”peace” calligraphy



 Obiriner Family Newsletter   
7

   I turned 101 years old last 
December. I live with my 
eldest daughter and her hus-
band. Although I am relative-
ly healthy for my age, I feel 
myself growing a bit more 
senile. I’ve had a long and 
enjoyable career with Obirin. 
In 1940, I went to Beijing to follow in the foot-
steps of Shimizu Yasuzo-sensei who founded 
Chongzhen School for disadvantaged girls. 
He was known as ”the Saint of Beijing” to 
the Chinese. While working at Yasuzo-sen-
sei’s side, I also served as a minister. 
   At the end of World War II amid much 
confusion, we lost contact. I returned to 
Odawara with my wife. Yasuzo-sensei and 
his wife also returned safely. When he heard 
about me from an acquaintance, he went 
to Odawara. Unfortunately, I was not home, 
so he simply said, ”Let me wait here until 
Mr. Kawamura returns.” He sat down on a 
big stone by the entrance and waited for 
hours.  My family asked him several times to 
come inside, but he refused and just waited 
outside. When I saw him sitting by my house, 
our great reunion was complete.  He asked 
me to help him with his new dream: creat-
ing a new Christian school in Japan.  
   My life with Obirin started then.  We had 
no money, no supplies, and no food. The 
school  staff prayed and earnestly worked 
together. We built Obirin with our own 
hands, our own sweat and our prayers. 
Teachers shared bread with students who 
had no lunch, and students brought vege-
tables they had grown to the teachers.  We 
used wooden military barracks for class-
rooms.  We were modest, but our hopes and 
dreams were large. My students from those 
days still come and visit me; we all feel that 
those were the happiest days of our lives.
   Obirin has grown over the years. Many 
graduates play an active role in countries 
all over the world. I am glad for our global 
mission. Forty years ago, I visited Stone Hill 
College in Boston with my students. I still 
keep in touch with the volunteer who took 
care of us, exchanging friendship family to 
family. She and her husband are coming 
to Japan this May.  Most of all, they look 
forward to visiting J. F. Oberlin University. I 
am convinced that the Obiriner circle will 
continue to flourish.

　私は昨年12月で、101歳になりまし
た。現在は長女夫婦と同居し、特に病
はないものの、少々呆け気味の老後を
過ごしております。私は人生の大半
の歳月を、桜美林と共に歩んで来まし
た。昭和15年、当時「北京の聖者」と
称えられ、崇貞学園で尽力されていた
清水安三先生を倣い、私も北京に航り

ました。そして、安三先生と交流を持ちつつ、牧師と
して働きました。
　第二次大戦の混乱、そして終戦で、お互いの消息も
不明のまま、私は日本に引き揚げ、家内の実家の小田
原に身を寄せました。安三先生ご夫婦も無事に帰国さ
れ、知人から私の消息を聞くや、小田原まで訪ねて来
られました。生憎、私は留守でしたが、先生は家の者
に「川村さんが帰られるまで、ここで待たせてもらい
ます」とおっしゃり玄関脇の石の上に腰をおろし、何
時間も待っておられたそうです。家の者が何度か「な
かにお入りください」と勧めたようですが、頑として
動かなかったそうです。ようやく再会が叶うと先生
は、「日本で、新しくミッションスクールを創るの
で、是非、川村さんも手伝ってほしい」とおっしゃい
ました。私と桜美林はここから始まったのです。
　資金は無く、物資も食料も乏しいなかで、先生を中
心として教職員が奔走し、祈り、まさに「手作り」の
学園が誕生しました。皆さんは、この学園が資金によ
らず、先生と教職員の汗と祈りによって生まれたこと
を、誇りに思ってください。弁当を持たない生徒に教
員がパンを与え、生徒が畑で採れた野菜を教員に届け
てくれる日常でした。木造のバラック校舎でしたが、
夢と希望は溢れていました。今でも時折、当時の学生
が訪ねてくれますが、あの頃ほど、楽しかった時代は
無いと語り合います。
　桜美林学園は時代と共に成長し、数多くの卒業生が
世界各国で活躍しいます。オベリンナーの輪が、世界
に広がって行くことは、嬉しいです。私は40年前に、

学生達を連れてボストンの
ストーンヒル大学に語学研
修に行きました。そこでボ
ランティアで我々の世話を
してくれた女性とは、今も
家族ぐるみの交流を続けて
います。彼女夫妻は、今年5
月に遊びに来る予定です。2
人はまず、桜美林学園に行
きたいと楽しみにしていま
す。ここにもオベリンナー
の輪が繋がっていると確信
しています。

＊今回の文章は川村先生のご長女、岡村のぞみさんが、先
生のお話を聞いて、まとめて下さったものです。
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