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IN MEMORIAM
With great sadness 
we hail a pioneer 
who passed away 
in January. Kenji 
Kawamura loy-
ally served Obirin 
since its incep-
tion and will be greatly missed. 
The last article he wrote was 
for our newsletter a year ago. 
We thank him for his message, 
which we will never forget.

Semi-Annual Business Trip East Produces 
New Opportunities and Exciting Reforms
   In March OGFA's Executive Director 
Maria Domoto and JFOU's Director of 
North American Operations Akihiro Nezu 
travelled to Charlotte, North Carolina, 
and Atlanta, Georgia. In Charlotte, we 
provisionally agreed on a new program 
to send two to four Japanese Language 
Teaching majors to Waddell Language 
Academy, a K-8 magnet public school 
that houses Japanese, German, French, 
and Chinese immersion. The JFOU 
students will spend between four and 
six weeks each spring assisting the K-5 
teachers of immersion Japanese. Also, 
in Charlotte, we made new friends and 
renewed old friendships with the UNC 
Charlotte staff who will help us launch 
the Global Outreach Program for the 
College of Performing Arts. 
   In Atlanta, we held meetings with 
Georgia Tech, Mercer, and JAS Georgia 
where we redesigned the Business Man-
agement Global Outreach Program to 
include company visits to Fortune 500 
companies culminating in a capstone 
project where the students create and 
present their own company.

March Board Meeting
Moves Plans Ahead

   At the semiannual Board 
meeting this spring, the 
Board lauded OGFA's 
growth. This past fiscal 
year, OGFA nurtured 450 
students moving in both 
directions across the Pacific 
to study. Also, it recognized 
the Scholarship Commit-
tee for awarding the first 
OGFA scholarship to study 
in Japan to Calvin Kumagai 
of the University of Maryland 
Baltimore County. During 

the next fiscal year, the Board 
has decided to award four 
scholarships: two to Japanese 
students who plan to study in the 
United States for a year and two 
to Americans seeking to study in 
Japan. 
   The one sad note 
was bidding farewell 
to Norma Fogelberg, 
one of the found-
ing members of the 
OGFA Board. Without her help, 
OGFA would never have gotten 
as well organized as it is now. 
However, her talents are in great 
demand on many non-profit 
Boards in the Bay Area. We all 
would like to express our appre-
ciation for her unstinting efforts 
on behalf of OGFA and wish her 
well both in her consulting enter-
prise and in her service to other 
non-profits. Thank you, Norma!

From left: Hiroaki 'Henri' Hatayama, James Williams, 
Mari Maruyama Carpenter, Toyoshi Satow, Maria 
Domoto, Yoshiro Tanaka, Norma Fogelberg, and 
Yukari Semba.
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本の森を散策する
小池　一夫
総括副学長
桜美林大学

　最近、電車の中で本を読んでいる人の数がめ
っきり少なくなったように思われます。時折、7
人掛けのシートに腰かけている全員がスマートフ
ォンの画面にくぎ付けになっているのを目にする
ことがありますが、その光景が滑稽にさえ思えま
す。もしその中の誰か1人が本に目を走らせてい
たならば、その読書人に親近感を覚え、理知的な
印象を抱くのではないでしょうか。それにしても
テクノロジーの急速な進歩には驚きと戸惑いすら
感じずにはいられません。
　人類は長い歴史の中で、言葉の獲得、文字の発
明、そして、その後に本を手に入れたことによっ
て、人をして人たらしめる存在になり得たと思い
ます。もともと本は文字言語を媒体とする情報の
伝達ないし蓄積の手段ですから、時間と空間の壁
を超えて情報を伝えることを可能にしました。最
初期には、文字は石や木片に刻まれましたが、そ
の後、古代エジプトではpaperの語源とな
ったパピルス、ヨーロッパでは動物の皮を
なめした羊皮紙(parchment)、中国では
紙が用いられました。いずれの素材でも、 
一定の枚数の紙片を1つに綴じて本にする
ことによって、個々の紙に記された情報の
散乱を避けることができると共に、思想や
知識などの英知の結晶をまとまりのある情
報として集約し、集積することが可能にな
りました。本を創造したことで人類は飛躍
的に高度化を遂げたと思います。
　人類が創造した知的遺産である本を読
み解く人の数が減少傾向にあると言われています
が、とても残念なことです。本を介して著者と読
者の間で対話する読書は、私たちが成長する過程
において必要不可欠な行為であると思います。
　読書量が増すにつれて、読解力や思考力も増し
ます。読書を通して身につけた知識は、自らの世
界や視野を広げてくれます。また、本を読むこと
で表現力をも磨くことができます。年齢や目的に
応じた読書法があると思います。読書には年齢制
限はありませんが、価値観や個性を形成し、社会
の仕組みを理解し、人生設計について真剣に考え
る年齢層にある大学生には、たくさん本を読んで
高い教養を身につけていただきたいと思います。
　仮に、短時間であっても、毎日必ず本の森を散
策することを習慣にしてみては如何でしょうか。
継続的な読書の森林浴によって精神面での健康体
を維持することが期待できます。読書の意義につ
いて再認識し、是非とも本という掛替えのない友
を見つけ出してください。

   Recently, I’ve noticed there 
are fewer and fewer people 
reading books on trains. Ac-
tually, I sometimes find it comical to see seven 
passengers sitting in a row, all with eyes glued to 
the screens of their smart phones. In fact, if I see 
even one person reading a book, I feel a sense of 
intellectual closeness to him or her, as I am an avid 
paperback reader myself.  Even so, I can’t help 
but be amazed at the rapid progress technology 
has made in people’s lives.  
   In the long history of human existence, the 
acquisition of language, the invention of letters 
and then the creation of books made us into the 
human beings we are today. Originally through 
books people transmitted or accumulated infor-
mation.  Books enabled us to convey information 
across time and space. In the early days letters 

were engraved in stone or wood. Ancient 
Egyptians used papyrus, the origin of the 
word "paper."  Europeans used  parch-
ment or tanned animal skins, while the 
Chinese used rice paper.
   Regardless of the material, files of the 
written word assisted in the dispersion of 
information and knowledge. Books are 
fountains of wisdom – of thoughts, know-
ledge, and information. The creation of 
books led to dramatic advancements in 
humanity. 

   Books are our intellectual inheritance from our 
ancestors. It is sad that the number of people who 
read books is decreasing. I think reading a book 
creates a conversation between the author and 
a reader. It is an essential human act that helps us 
grow. Reading raises comprehension and think-
ing. The knowledge one acquires through reading 
widens one’s world and field of vision. In addition, 
it improves creativity. 
   Reading has no age limit. To our students, I 
suggest they read as many books as they can to 
acquire higher thinking skills and knowledge. This is 
the age when they are forming their own sense of 
values, developing their own personalities, under-
standing the society around them, and thinking 
seriously about their lives, so even if it’s only for a 
short amount of time, I hope they stroll through the 
forest of books and develop the habit of reading 
every day. It improves one's mind. I hope all of you 
realize the significance of reading again and find 
the irreplaceable friend called a book.

Strolling Through the Forest of 
Books

Kazuo Koike
Senior Vice President
J. F. Oberlin University
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Saya Kaneda
Business Management 2014
　桜美林大学に入学したきっかけを
聞かれると、いつも苦笑いしてしま
います。なぜなら、私にとって大学
入学は大きな挫折からのスタートだ
ったからです。高校3年生の春、周り

と同じように進学塾に入学し、寝る間も惜しんで大
学受験勉強に励みました。しかし結果は全敗。大変
な授業料、受験料を支払ってくれた両親に申し訳な
いという罪悪感と、それ以上に挫折し折れた心で桜
美林大学に入学しました。
　このような経緯で大学生活のスタートを切った私
は、勉強にも何にも身が入らず、周りの学生たちに
も心を開けずにいました。そんな私に第一の転機が
訪れたのは1年生の秋学期でした。ある日教室にゲス
トスピーカーが来て、いつか自分がモンゴルに駐在
派遣された時の話をしてくださいました。慣れない
地での生活がいかに居心地が悪く、彼にとっての安
全地帯の外だったか。もう何の授業だったかも、そ
の方の名前さえも覚えていませんが、彼が最後に言
った「それでもその場所をどう好きになれるかは自
分次第だ。いつか就職面接で大学生活について聞か
れて何も答えられないような、そんな人間は誰も欲
しくない」という言葉は今でも強烈に心に残ってい
ます。私に説教しにきたのか！と言うほどその言葉
が胸にグサグサと刺さり、本当に自分が恥ずかしか
ったです。しかしそれから心を入れ替え、まずは勉
強に熱心に取り組みました。すると不思議なことに
同じ高い目標意識をもつ友人たち、そして素晴らし
い先生方に次々に出会うことができました。
　そして時が過ぎ、私に第二の転機が訪れました。
それは3年生の秋学期から行った1年間のノースカロ
ライナへの留学でした。「留学」という機会がまさ
か自分に訪れるなんて本当に予想外でしたが、話は
トントン拍子に進み素晴らしい体験をすることがで
きました。
　2014年に卒業し、現在は国際交流基金日米センタ
ー/ローラシアン協会主催の Japan Outreach Initia-
tiveプログラムでミシガン州立大学・アジア研究セ
ンターに派遣されています。主に小・中・高校での
日本文化の普及活動、交換留学プログラム、学内外
でのイベントやワークショップなどを担当していま

す。とても寒い所ですが、毎日
新しい発見と色々な人との出会
いを大切に、楽しい日々を送っ
ています。
　将来は私を導いて下さった先
生方のように学生の留学を支援
する仕事につきたいと考えてい
ます。私を信じ、ずっと応援し
てくれている家族、そしてなに
より留学時から卒業した今にな
っても120%私を支えてくださ
っている先生方には感謝しても
しきれません。

  
Viet Ngo 

Shansi Fellow 1995-1997
   I once wandered into a small 
Machida shop and realized too 
late that I was the only customer. 
There was no place to hide – no 
large shelves or displays to hide 
behind. There stood the store owner staring at 
me from behind the counter. I remember trying 
to explain in my incoherent Japanese that I was 
Vietnamese and American, unsure of which to 
emphasize. I told her I had been born in Viet-
nam but grew up in America. When I left the 
shop, it dawned on me that instead of using the 
word “born” (生まれる u-ma-re-ru), I may have 
mistakenly said “bury” (埋める u-me-ru). 
   I grew up in Fort Smith, Arkansas, a small city in 
a small land-locked state. Like any young child 
filled with romantic notions of the world, all I had 
ever wanted to do was to go somewhere else 
and do something else. This need first took me 
to Oberlin College in Ohio, then as an Oberlin 
Shansi Fellow to Obirin, where I taught in the ELP 
for two years.
   The ELPers were incredibly kind. They wel-
comed me despite my youth and lack of ex-
perience. There were people from all over the 
world who worked hard but didn’t take them-
selves too seriously. Angus Lindsay, the director, 
towered over others in charm and wit, always 
first with a joke.  Travis Venters, already a liv-
ing legend, resembled a great, grizzled bear in 
size and personality, filled with ancient wisdom. 
When someone asked if I wanted to meet him, 
I paused. He once mentioned his daughter 
was being bullied at school by a classmate. 
He called the boy's father and told him, “If he 
doesn't stop, I’ll come over and shoot you.” Or 
something like that.
   Aki Otani, the office manager, did everything 
for everyone. All we needed to do was wake up 
on time. She did every-
thing else.  One morn-
ing, I arrived before Aki. 
Only a few teachers 
were there. The phone 
rang. The others slipped 
away like shadows 
under a rising sun. The 
man on the line rattled 
off his name and some 
directions. He asked if I 
understood. What could 
I say? "Hai." That’s it. 
One word. 'Yes." (con-
tinued on page 4)  
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(Viet, continued from page 3)
After I hung up, one teacher asked who 
had called. I didn't know, but I had heard 
“tsunami,” “classes cancelled,” and “tell 
everyone.” Really? That’s what hap-
pened when Aki was not around.
   Early on in my free time, I got lost in 
Tokyo. I boarded a bus, hoping it would 
take me where I wanted to go. I couldn’t 
understand the electronic announce-
ments, couldn’t read the names of stops, 
and simply did not know the system. I sat 
there until it reached the end of the line. 
I knew this because the bus stopped on 
a platform that rotated it, like the Batmo-
bile! The only passenger left, I stepped 
off as if I had planned it all along, and 
walked back the way I had come. I 
could feel the bus driver's tired eyes star-
ing as I walked back.
   But it was the students I will always 
remember. They allowed me into their 
lives a little bit at a time over the course 
of two years. Knowing my time with them 
was limited made me sad. I wanted to 
see them grow and progress and gradu-
ate. They only knew me as an ELP teach-
er, but I knew better.
   I have often told friends I consider Ja-
pan a second home. But that’s not quite 
true. In Japan I grew up finally, a little. 
Many things – my youth, a colorful cast 
of characters – converged on a specific 
location for a specific period of time to 
create this memory. Now I live in Hawaii, 
surrounded by water. I advise interna-
tional students at the University of Hawaii 
at Manoa, working with many Japanese 
students but in a different capacity. 
   I want to return the kindness I was 
shown all those years ago, but it is dif-
ferent. Because things can be born and 
buried, in the same place, at the same 
time.

Naoki Iwamoto
BA English '08; MA 
   Japanese Lan-
   guage Education 
   '10
Teacher Exchange  
   University of 
   Memphis

　私が日本語教師という職業を知ったのは高校生の時でし
た。当時通っていた高校の英語ネイティブの先生の「自国
の言語と文化を人々に知ってもらい、そのお手伝いをした
い」という姿を見て、私はすぐに日本語教師の魅力に引き
込まれました。その後、桜美林大学で学位を、そして大学
院で日本語教育の修士号を取り、卒業後すぐにタイの大学
で日本語教師としてのキャリアをスタートさせました。
　タイで3年間の任期を終え、2013年の夏にメンフィス大
学にやってきました。メンフィス大学では、主専攻・副専
攻、または必須科目の外国語として日本語を学ぶことがで
きます。現在、約250名の学生が履修しており、その数は
年々増加傾向にあります。日本語を学ぶ動機は、主に日本
のアニメやまんがなどの大衆文化への興味にはじまり、そ
の他様々ですが、学生は日本語学習に対して大変意欲的で
す。桜美林大学の学生をはじめとする日本人留学生との交
流も盛んです。また、メンフィス大学はいくつかの日本の
大学と交換留学プログラムの提携をしており、その中でも
桜美林大学との交換プログラムが最も活発です。
　私は今学期、日本語中級文法と日本文学のコースを受け
持ち、各クラスでは10~15名ほどの学生たちが学んでいま
す。授業はほぼ日本語だけで行い、学生のコミュニケーシ
ョン力を伸ばせるような授業設計を毎回心がけています。
日々反省の繰り返しですが、学生が自分の考えや意見を日
本語で伝えられる姿を見るのは大変嬉しく、その姿を見る
たびに「私ももっと頑張らなきゃ」と励まされます。
　また、メンフィスでは、初等教育から日本語が外国語の
選択科目として学べ、日本語はマイノリティーの言語では
ありますが、地域の人々の関心を寄せています。さらに、
地域の方々を含んでの日本のイベントも度々行われていま
す。小学校での異文化理解のイベントやコミュニティーセ

ンターでの日本食イベン
ト、また、今年は「鼓童
(Kodo)」という日本の和太
鼓グループによる演奏会も
行われました。イベントに
はいつもメンフィスに住む
子供から大人までの幅広い
年代の方々が足を運んでく
ださいます。
　メンフィスでの日本語教
育は地域の方々との連携が
強く、特に大学と地域が密
接に関わりながら発展して
います。ここで経験した外
国語教育における「地域の
人々との繋がり」の大切さ
を 忘 れず、次の教育現場で
も活かしていきたいです。
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Joey Rydell
Reconnaissance Japan '14

Senior, Webster University

   When my flight finally 
landed in Japan, I couldn't 
believe what I was see-
ing and feeling. For the 
first few days, I wondered 
"Is this what I think it is?" It 
had been my dream ever 
since I was in elementary 
school to go to Japan, but for the longest time 
I thought I would never go there or even learn 
the language. Even before I went to Japan, I 
had made lifelong Japanese friends who had 
come to study abroad at Webster. When I got 
there, I had long-awaited reunions and forged 
new friendships to treasure forever. Being able 
to go to Japan and experience the friendships, 
cultures, and adventures, along with a really 
good dose of homework and exams, was liter-
ally the best experience I could ever ask for.
   When I was in high school and heard how dif-
ficult it was to learn Japanese, my passion went 
dormant. Then one day at Webster when I was 
looking for one more General Education class, 
I found first-year Japanese. I went into class 
thinking, "I'll give it a shot and see how I do." 
In the end, it turned out to be one of the best 
decisions I ever made in my life.
   While in Japan, I had many new experi-
ences with friends old and new. I saw Mt. Fuji, 
checked out Akihabara, stood on the top 
floor of Skytree, drank coffee for the first time, 
ventured into the unknown, and learned new 
lifestyles. I also had plenty of homework as-
signments and exams. I still miss the mornings 
when I would get up early, walk out to another 
beautiful day at Fuchinobe, line up for the bus, 
get to school, and meet up with everyone to 
study and hang out. I also got to see one of my 
all-time favorite bands live, a band I first started 
listening to in middle school. It brought together 
my past, my present, and my future.  
   I learned millions of things while abroad. A sig-
nificant majority of those experiences involved 
diving deeper into learning the Japanese lan-
guage and lifestyle. But I feel one of the most 
illuminating experiences was learning differ-
ent perspectives on culture and how it is really 
defined. If there was anything I would have 
done differently, it would have been to extend 
my stay to a full year. There isn't a day that goes 
by that I don't think back to these experiences 
hoping that sometime soon I can go back.

Katsuyuki Tsutsui
College of Arts and Sciences

Junior Year Abroad '14–'15
Pacific University, Oregon

磨穿鉄硯 (ませんてっけん) 
の留学生活

　「磨穿鉄硯」という言葉を
ご存知でしょうか。その昔、
中国の政治家が科挙(現在の
官僚登用試験)に合格するた

めに、鉄の硯が磨り減るまで必死に勉強し、試験に
合格した、という故事成語より、「強い意志を持ち
続け、自身が決意した目標の達成まで、弛まぬ努力
をすること。」という意味だそうです。また、この
言葉は、私の留学を表す適切な四字熟語でもありま
す。
　私は幼い頃から両親の影響もあり、英語圏の文化
と接する機会に恵まれていました。そして、「将
来、その文化に混じり、彼らの話していること、考
えていることを理解したい。」と、心に強く願って
いました。その思いは、長い月日を経て成就し、私
は大学の留学制度を用いて、オレゴン州にあるパシ
フィック大学で、勉学に勤しんでおります。
　渡米後にまず気が付いたことは、授業形態の相違
です。日本の授業は、聞くことに焦点が当てられ、
アメリカは、討論することに焦点が当てられている
という違いです。私の経験から言うと、後者は、建
設的且つ物事を多角的に検討する能力の向上を目的
としている故、授業内で、批判的思考に基づいた発
言をすることが重要視されているように感じまし
た。夏期に履修した、社会人類学が良い例かと思い
ます。毎時間、私を含め現地の学生は、授業に関連
した意見、感想を否が応でも述べなければなりませ
んでした。なぜなら、その発音が、授業の出席点と
密接に繋がっていたからです。
　その授業内での最大の困難は、教授の説明してい
る内容を理解する暇もなく、自身の意見をまとめ、
現地の学生と情報を共有した後、更に意見をまとめ
て発表しなければならなかったことです。その困難
に対処すべく、私が取った方法はとても単純でし
た。予習と復習をすること。毎課題であったリーデ
ィングが、授業の中核であった故に、各文献を予
習、復習することが、毎授業の大半を理解すること
に繫がると気づいた私は、睡眠時間を削り、我武者
羅になって課題に取り組みました。理解することは
おろか、読むことすら困難な学術的英単語の数々に
幾度となく苦しめられましたが、その度に辞書を開
き、理解するよう努めました。結果、無事に授業を
パスすることができ、また、予想以上の好成績を収
めることができたのです。
　「継続は力なり」とよく耳にしますが、その言葉
の意味を、この留学で強く実感しました。引き続き
「磨穿鉄硯」を忘れずに、夢の実現の為に精進して
こうと思います。
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 Maika Koike
 Senior
 College of Business Management
 Global Business Seminar (Atlanta)
　「海外の企業訪問ができる。」そ
んな言葉に魅かれて参加したこのプ
ログラムですが、実際は予想以上に
濃いプログラムとなっていました。
　私たちは約2週間、アメリカ、ジョ

ージア州アトランタにて米国大手企業を始め、日系企業
へ訪問しビジネスについて学んできました。そこでは工
場見学だけでなく、実際にビジネスを取り仕切っている
人からのリアルな話が聴け、貴重な経験となりました。
また、ビジネスサイドだけでなく、ジョージア州全体の
経済や政治についても学べ、日本企業との関係性などの
国際的視点からも勉強することができました。そんな濃
いプログラムを通じて感じたことは、「グローバル人材
とは何か。」についてです。最近では日本企業の海外進
出も増え、グローバルで活躍する人材が必要とされてい
ます。実際多くの企業では海外での研修制度などを設け
ていたりします。そんなグローバル人材が注目視されて
いる時代ですが、どんな人材が求められているのでしょ
うか。もちろんグローバルとなると英語を始め、言語能
力が問われます。また、グローバル視点が持てるよう豊
富な知識や経験が必要とされます。しかしそれらがグロ
ーバル人材となるための重要なことなのでしょうか。私
は、重要なことは「心」なのではないかと思います。
　今回訪問した日系企業には、駐在員としてアメリカに
来た日本人が数名いました。彼らが駐在員に選ばれたの
は英語が達者だからではありません。どちらかというと
英語なんて全くできなかったという人の方が多かったで
す。ではそんな彼らが駐在員として来た理由は何でしょ
うか。彼らから見える共通点として、英語が話せなくて
も何とか理解しようとする気持ち、伝えようとする気持
ち、といった相手のことを思った「心」を持っているこ
とであります。つまり、相手の立場になって、相手のた
めを思った行動こそが大事ではないかと思います。
　先に日本企業の海外進出が増えていると書きました
が、進出する中で多くが現地化を進めています。現地化
となると現地の人に任せることになりますが、企業の理
念、経営方針などにズレが発生しないよう、日本人が確
認し、伝えていくことが必要になってきます。そこで、
重要となってくることは、相手に理解してもらおうと思
う気持ちがあることだと思います。言葉の壁があっても
「心」からの気持ちは必ず相手にも届きますし、私はそ
うでありたいと思っています。実際駐在員の彼らは、言
葉の戸惑いがあっても現地の人との日々のコミュニケー
ションを大事にしていると話していました。その行いが
お互いの信頼を構築し、駐在員としての役割を果たして
いるのではないかと感じます。このようにグローバルで
生きていくには、発生する様々な違いに対応できるよ
う、「思いやる心」を持つことが重要であると思いま
す。
　今後はその「心」を忘れず、日本人一国民として自分
はグローバルな舞台で何ができるのか、深く追求してい
きたいと思います。

Takamasa Fujii
Junya Matsui
Sophomores
LA GO Program
Humboldt State

　こんにちは。
私たちはGOプ
ログラムでカリ
フォルニア州に
あるハンボルト
州立大学に2月か
ら5月中旬まで約
3ヶ月半留学をし
ています。私たちは桜美林大学の野球部に所属
しており、ハンボルト大学でも野球チームに参
加させてもらいながら遠征やリーグ戦など特別
な体験をしています。また、上の写真は、私た
ちが所属しているチームのメインスタジアムで
撮ったものです。現地に来て早くも2ヶ月が経
ち、日米の文化の違いを知るとともに、野球を
している際も新たな発見と、刺激を受けていま
す。
　2人共海外に行くということが初めてで、最
初は右も左も分からない様な状態でした。です
が、現地の人の温かな心配りやホストファミリ
ーの方のサポートをはじめ、先生方やチームメ
イトなど多くの人に支えてもらい、今では毎日
が楽しくて胸を張って生活できています。もち
ろん、自分の思いを英語で伝えることは思って
いた以上に難しく、まだまだ勉強不足ですが、
同時にやりがいや目標も発見することができて
いると日々実感しています。
　私たちが現地の人たちと触れ合って感じたこ
とは、心の広さと仲間や家族を思う気持ちの大
きさです。例えば、野球の試合中にミスをして
しまっても攻めることなく常にハイタッチをし
て次は大丈夫と笑顔で声をかけてくれることで
す。遠征先でチームメイトが久々に家族と再会
した際も、ハグをしたりと第3者が見ても分か
るほど家族愛が伝わってきます。日本では恥
ずかしいなどの理由でする人はあまりいません
が、この光景を見たときは尊敬の念と同時に羨
ましいという気持ちすら感じました。ささいな
ことでも常に "Thank you" と口にしていて国は
違えど、見習うことも多いと思いました。
　約3ヶ月半という期間で、完璧に英語を話せ
るようにはならないということなどを痛感して
いますが、それよりも自分たちの英語に対する
姿勢や、自立しようと強い思いを抱く様になっ
たことを始め、気持ちの面で変化が起きている
ことは良いことだと思っています。日本に帰っ
ても勉強を続け、それぞれ目標を達成したいと
思います。残り約1ヶ月、渡米するチャンスを
与えてくれた家族への感謝も込めてより濃い日
々を送るために努力していきます。
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Voice from our Affiliate
University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba, Canada

Marcia McKenzie and Fadi Toma
Associate Director and Marketing and Recruitment Assistant

Intensive English Program
   Located in the heart of Canada, in the city of Winnipeg, the 
University of Manitoba's Extended Education Division (EE) has 
had the honor of hosting J. F. Oberlin students since 2009. During 
our partnership with J. F. Oberlin, we’ve hosted almost 100 stu-
dents, 10 of whom are currently enrolled in the Intensive English 
Program (IEP).
   J. F. Oberlin students have become an integral part of EE's IEP. 
The duration of their English study has varied from a few weeks 
to months. Regardless of the time spent, students have had the 
opportunity to experience English beyond the classroom. J. F. 
Oberlin students have contributed to the quality and diversity of 
our student community, and we are proud to be a part of the 
“Obirner Family.”
   It is in the Intensive English Program's mandate to provide stu-
dents with an exceptional English experience. Volunteerism has 
become the defining aspect of the J. F. Oberlin student experi-
ence. In the past six years, we have provided engaging and 
valuable volunteer opportunities to students. They have spent 
their volunteer hours in hospitals, at local businesses, at homeless 
shelters and on campus. Each volunteering activity has pro-
vided a different environment of learning. A trip to a homeless 
shelter gave them an opportunity to assist Winnipeg’s less fortu-
nate. Students have had the chance to volunteer on campus 
with our University of Manitoba Student Union, where they have 
learned the importance of a student body and the roles student 
representatives have within our institution. Students have also 
volunteered at the Investors Group Stadium by organizing prizes, 
serving food and supporting the U of M Bisons sports teams. Such 
valuable hours spent among Winnipeg's community have pro-
vided an unforgettable English experience, while advancing 
students' awareness of social and cultural issues. 
   Another exciting aspect of the student experience has been 
the weekly Experience Manitoba activities which provide an 
environment outside the classroom to interact with international 
students while learning about Manitoba. The activities focus on 
immersing students in Canadian culture. During a typical se-
mester, J. F. Oberlin students visit the Manitoba Museum to learn 
about the history and culture of our province. Manitobans enjoy 
the outdoors, whether it’s swimming in one of our many lakes or 
skating on the frozen Red River. J. F. Oberlin students have not 
shied away from experiencing all that Manitoba has to offer. 
   J. F. Oberlin students play an important part in our alumni net-
work within Japan. On several occasions, IEP staff have visited 
students in Japan. Students have organized alumni events, 
helped at education fairs and guided visitors from Canada 
across Japan. 
   IEP staff members are thankful for J. F. Oberlin's continued 
support. Staff members have expressed the value of having J. F. 
Oberlin students in the program. They have truly integrated into 
the IEP community. We would like to wish our alumni the best of 
luck in their future endeavors and send a warm Manitoba wel-
come to all future IEP students. 


