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OGFA March Board Meeting News

     At the March Board meeting in Tokyo in March, OGFA 
welcomed Careen Shannon as a Board member. Careen 
is a member of the Audit, Governance and Scholarship 
Committees. She is a partner in the international law firm, 
Fragomen Worldwide, the world's largest provider of global 
immigration services. Born and educated in the US, she has 
a longstanding commitment to international educational 
and cultural exchange, having spent a high school year 
in Denmark as an AFS exchange student and a college 
semester abroad in France. In the 1980s, she was the first 

Oberlin Shansi Fellow at J. F. Oberlin 
University in Japan. 
     The Board is proceeding with pro-
gram evaluations. Board members are  
analyzing student questionnaires for 
the following programs: Airline Hospi-
tality, Business Management GO, and 
Liberal Arts GO. We are also working 
on an evaluation instrument for other 
stakeholders - university ESL programs 
in the US and Canada as well as host 
family providers. The evaluation for the 
programs from the US to Japan are still 
in the design phase.
     The next Board meeting is sched-
uled for September in San Diego.

From left: Yoshiro Tanaka, Hiroaki Hata-
yama, Mari Maruyama Carpenter, 
James Williams, Toyoshi Satow, Careen 
Shannon, Maria Domoto, and Kelly 
Franklin.

JFOU, CSU Monterey Bay, and OGFA 
Prepare to Launch Unique Service 

Learning Effort
   In May, Kanako Hayashi, JFOU's 
Service Learning Center coordinator, 
met colleagues in the International 
Programs Office and Service Learn-
ing Institute at CSU Monterey Bay to 
discuss the project that is a required 
component of the new College 
of Global Communications study 
abroad program. Hayashi also sat 
in on service learning classes and vis-
ited non-profit agencies in Monterey 
County, California. CSUMB is look-
ing forward to welcoming 50 JFOU 

students to their 
campus in the 
fall of 2017. 

Kanako Hayashi 
with Seth Pol-
lack, Director of 
CSUMB's Service 
Learning Insti-
tute

Devin Spencer
wins Prestigious Webster Award

   At the Webster student awards 
banquet on April 16, JFOU student 
Devin Spencer received the Global 
Citizen Award for "promoting interna-
tional involvement and understand-
ing and helping to achieve Webster 
University's 
international 
mission." In 
addition, as 
the founder 
and presi-
dent of the 
Japanese 
Student As-
sociation, 
he won the 
Outstanding 
Contributions to Campus Life Award 
for "the student organization that 
did the most to promote an active 
campus social life." Devin has now re-
turned to JFOU to graduate in March 
2017.



  桜美林学園理事
桜美林高等学校 校長 

　大越 孝
　第二次大戦後間もない私の幼少時、ア
メリカ進駐軍の基地が東京や神奈川周
辺の至るところにありました。地理的に
は遠いはずのアメリカが、身近に感じ
られた時代であり、かつ豊かさの象徴

でした。教育、映画、テレビ、音楽、ファッショ
ン、あらゆるジャンルがアメリカ文化の洗礼を受
け激変した時代との「出合い」と「好機」が訪れ
ました。学校英語もアメリカ英語となりました。

「Have you ~? 」から「 Do you have ~? 」へ、
文法も英語のつづりもアメリカ英語に変わった
ことを今も鮮明に覚えています。英語を学び始め
て、アメリカ文化に少しでも触れたいとの思いか
ら、基地内の教会へ通うことを思いつきました。
大げさな言い方をすれば、英語とアメリカ人との
出会いは、キリスト教との出会いでもあったので
す。その体験は、人生を決定づけた好機だったの
です。
　教会で知り合ったアメリカ軍人や軍属の家族と
の出会いと交流を通して、アメリカ人の生活を垣

間見て、アメリカ文学やアメリカ文化への
関心が高まってゆきました。初めてアメリ
カへ行ったのは、1970年でした。1ドル360
円の固定金利レートの時代です。外貨持ち
出しの制限がある時代でした。今日のよう
に、海外情報が瞬時にWeb上で検索できる
時代ではありません。極めて限られた情報
源を元にたどり着いたのが、モンタナ州の
大学でした。アメリカ人でもあまり訪れる
ことのないモンタナ州にさえ世界各地から
留学生が集まっていたことは驚きでした。

　日本からは、私を含め6人の日本人学生が在籍し
ていました。卒業後、通産省上級職、日本を代表
するインスタントラーメン食品社長と役員、業界
紙大手の社長、外資系航空会社役員となる人物が
いました。大学教員になったのは私一人でした。
各業界で活躍する人々との親交は、大学運営に携
わる機会を得た時、大いに役立ちました。
　大学教員としてアメリカノースカロライナ州立
大学シャーロット校での研修の機会を得た時、わ
が家の子どもたちも異文化との出会いと好機を得
たのです。異文化体験は、その後の進路決定に
大きな影響を与えました。息子は日本史専攻後、
英語教師に、娘は演劇専攻から国際法へと大きく
進路変更を果たしました。次男は商学専攻後、サ
ラリーマンになりましたが、いつまた進路変更す
るか不明です。結局、自分の飽くなき好奇心の赴
くまま出会いと好機を生かしてたどり着いたとこ
ろが、一人一人にふさわしい人生なのかも知れま
せん。桜美林大学の学生にも出合いを好機に変え
て、勉学に励んでほしいと思います。出合いと挫
折もまた、好機へと転進するチャンスなのです。
　Seize the Day!

   In my childhood, there were many US oc-
cupation bases everywhere in Tokyo and 
Kanagawa. Even though the US was geo-
graphically far away, Japanese peope felt 
close to America. The US was a symbol of 
prosperity. We were "baptized" into US culture, from 
education and movies to TV, music, and fashion. 
Our "encounter" with the US and the "chances" that 
gave us ushered in an era of sudden change. 
   The English taught in schools became American 
English. Instead of asking “Have you ~?”, we started 
to say “Do you have ~?” I still clearly remember 
when grammar as well as spelling all turned from 
British English to American English. When I began 
learning English, it occurred to me that I should go 
to church on a US base to "feel" US culture even a 
little. My first real encounter with English and Ameri-
cans was also my first encounter with Christianity.
That experience changed my life. Through en-
counters and interchanges with American officers, 
families and civilians at church, I could  get 
a glimpse of American life. That led to my 
interest in American literature and culture. 
In 1970, I traveled to the US for the first time. 
Back then, the exchange rate was 360 yen to 
the dollar, and we were limited in the amount 
of foreign currency we could carry outside of 
Japan. 
   Unlike today, there was no Internet, and 
information was scarce. With little know-
ledge, I went to a small college in Montana. 
I was amazed at the number of foreign students in 
Montana, a state many Americans have not visited. 
There were six Japanese including myself. After 
graduation, they all became successful in high level 
Ministry jobs, presidents of companies and major 
business presses, and an executive for a foreign 
airline. I was the only one who became a university 
teacher. Their life-long friendship was very helpful to 
me when I became involved in university adminis-
tration.  
   When I had the chance to be a research scholar 
at UNC Charlotte, my children also had “an en-
counter” with US culture. Their cross-cultural experi-
ence greatly influenced later life decisions. One son 
majored in Japanese history but became an English 
teacher, my daughter changed from drama to 
international law, and my other son may be chang-
ing from working in a computer company. After all, 
life becomes a series of "encounters" and "chances" 
to find one's way and satisfy lifelong curiosity.
   I hope all related to J. F. Oberlin turn “an encoun-
ter” into a good “chance” and work hard to suc-
ceed in life. Seize the Day!

Takeshi Okoshi
Principal, J. F. Oberlin High School

JFOUAS Board Member
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Tasha Hayashi
Reconnaissance Japan
The University of Hawaii
   at Manoa
Junior
      

   Before this year, I’d spent my entire life 
on the island of O‘ahu. Since being given 
the opportunity to study abroad at J. F. 
Oberlin University, I’ve been able to im-
merse myself in the culture and language 
of my Japanese ancestors. Althouh 
Hawai‘i is a mixing pot of many cultures, 
the Japanese culture I’ve experienced 
here differs greatly from what I’d experi-
enced on O‘ahu. Japanese culture main-
tains a sensible balance of modernization 
and tradition, which I find fascinating.
   Through the RJ program, I have been 
able to meet people from all over the 
globe. Not only was I able to live a Japa-
nese lifestyle every day, but also I was 
able to learn more about other cultures. I 
became friends with people from the US 
mainland, Japan, China, Korea, Britain, 
Mongolia, Vietnam, and many other 
countries. With the help of my friends, this 
island-girl was able to enjoy the many 
wonders of Japan, as well as embrace 
the Japanese culture and language.
   During my time in Japan, I have had 
many unforgettable memories with my 
host family. Living with a host family has 
taught me more about Japan than I 
could have ever learned in a classroom. 
I was able to practice my Japanese on a 
daily basis while playing with my host fam-
ily's children. I can confidently say that my 
study abroad experience wouldn’t have 
been the same without my amazing host 
family. 
   When I was leaving the island of O‘ahu, 
I wondered if I would survive studying 
abroad in Japan. However, the decision 
to come to JFOU was the best decision 
I’ve made in my 20 years. I have many 
precious friendships, have visited incred-
ible places, and have enriched my life. 
This experience has allowed me to grow 
as an individual, while coming to un-
derstand Japan’s ancient and modern 
customs. 
   If students were to ask me whether they 
should study abroad or not, no matter 
where in the world they plan on studying, 
I would tell them to go for it!

小松崎 功士  

Koshi Komatsuzaki
英語英米文学科　1988
English Language and Literature '88

　私は現在、調査会社の米国現地法人事務

所で、欧米企業向けの企業信用調査、市場

や同業他社の競合調査をしています。近

年は海外進出する日系企業の情報収集サポ

ートが主な仕事です。勤務地は交換留学中

のクリスマスに寮を追い出された際に訪

れ「いつかこの街で働きたい」と強く願った地New York。前

職を含め3度目の駐在地ですが、度重なる海外勤務の背景は第

一に、大学時代の海外生活経験にあり、海外勤務が自身のキ

ャリアともなりました。情報産業のサービス変遷は激しく現

在FBIやCIAが編み出した手法を用い、これまで日本企業に提

供されなかった類いの情報収集に取り組んでます。仕事は日

々、映画『Mission Impossible』の主人公Ethan Huntのようで

楽しいです 。

　私の桜美林との出会いは偏差値と得意な入試科目の都合に

よるものでした。入学当時、周囲の人たちにうまくなじめ

ず、他大学に転入しようかとさえ思っていました。そんな

中、米人講師陣の授業が始まり地方出身者だった私はクラス

メートが会話のクラスで「R」を涼し気に「うぁーる」と発し

ていたことにショックを受けたり、読書が苦手でつらいリー

ディングには、訳本を使っても苦労したりしました。そして

堂本マリア先生のライティングの授業にはさらなる刺激を受

けました。先生のクラスは唯一、自らが一生懸命に取り組ん

だ授業でした。カタチない思いを表現する方法を学べたと思

います。単なる作文に終わらず、文章構成の公式や、言葉の

選定、Thesis（命題）からConclusion（結論）へ論理的に導く

方法など、社会人になってからも何度も用いました。顧客へ

の提案書や社内の課題検証などに応用することもできました。

　大学は社会人になるための準備期間と言われますが、私は

大学で無限に近い時間を有効活用することができたと今実感

しています。「会社に勤める」ことの準備やその方法は誰も

教えてはくれません。就活方法は聞きかじることはできて

も、自分が進むべき業種、職種等は自分でしか選択できない

もの。その適正を見いだす場が大学なのだろうと思います。

　近年、桜美林は相応の名を得てきたと思いますが、残念な

がらビジネス界の中で卒業生にお会いする機会は少ないで

す。卒業後に大半の方が企業人となっていきますが、大学の

時には勉強以外でも数多くの仕事（アルバイト）や人との出

会いがあると良いと思います。特に社会人になるとえり好み

できない人間関係が増えるため、いろいろな方とCommuni-
cationを図れるよう努めると、ゆくゆくそれが自分自身の武器

になると思います。

　社会に出ると、人は数限りない諦めを経験すると思います

が、若い時に自分の可能性に見切りをつけるほど、愚かな諦

めはないと思います。大学入学前に、変に頭と心を擦り減ら

さずに来た学生の皆さんの潜在力は計り知れず、人の価値

は、偏差値などでは決してはかれないものです。在学生の方

々へ、素晴らしき学生生活を送ってください！　

           Obiriner Family Newsletter



樋口達也   
Tatsuya Higuchi
リベラルアーツ学群 3年
Junior, College of Liberal Arts
Study Abroad Program to the 
University of  Memphis

　私は今、メンフィス大学に留学
しています。初めてアメリカに来てからもうすでに7カ
月がたち、残り2カ月となりました。アメリカに来た当
初は慣れない環境でさまざまなことに苦労しました。大
学にはさまざまな国からの留学生が来ており、それぞれ
自分たちの文化を持っているので、その中でのカルチャ
ーショックや対立もあり、まさかアメリカに来てこんな
に人間関係に悩むとは思いませんでした。文化に関して
は、アメリカにはスポーツがとても深く文化に根付い
ていると感じました。メンフィスにはNBAのプロバスケ
ットボールチームがあります。一度、試合を見に行った
のですが、大変盛り上がりとても楽しむことができまし
た。時々、大学の中でもバスケットボールチームの帽子
をかぶったり、服を着たりしている人を見かけます。さ
らに先日、アメフトの決勝戦であるスーパーボウルがあ
り、大学の大きなスクリーンでジュースやお菓子を食べ
ながら観戦しました。自分が応援しているチームでなく
ても毎年観戦するようです。
　学校の授業では語学学校と現地の授業の両方を履修し
ています。語学学校の先生たちはとても明るく、話しや
すい人たちばかりです。語学学校にもアジアや、ヨーロ
ッパ、中東、南米など多くの国から学生が集まっていま
す。その中で当初私はアメリカ人ではない他の国から来
た学生の英語がなかなか聞き取れませんでした。現在で
はすっかり慣れ、問題なく会話のやり取りができるよう
になりましたが、本当にパニックでした。全然、頭に入
ってこなかったのです。今になって感じることは他の国
の人たちは自分たちの英語を自信を持って使っていると
いうことです。日本ではアメリカやイギリスの英語に基
づいて、このラインまでいったら英語だ、それより下は
まだまだダメだというように、英語に対するハードルが
高いように感じます。ですが、文法が完璧でないとか、
語彙の数がまだまだ足りないとか、そんなことはどうで
もいいように思いました。今では自信を持って、しっか
りと自分の考えを相手に伝えようと思いながら一生懸命
話しています。また、そのように思い出してきてから
は、なんとなくですが英語が早く伸びているように感じ
ています。残り2カ月ですが、気を緩めずに最後までが
んばり、後悔がないようにしたいと思います。
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Taryn Spires
Junior
Oglethorpe University
JFOU Summer Language & 
   Culture Program

   My experience at J. F. Ober-
lin is hard to put into words. The relationships I 
formed with students, faculty, and members of 
the Japanese community have affected my 
life in ways I could not have possibly imagined. 
   I remember getting off the plane, finding 
my dorm, viewing the Tokyo skyline for the first 
time, and just catching my breath. It was so 
beautiful; everything about the culture that 
surrounded me was so incredibly different from 
my small-town lifestyle. It was my first time out-
side the States. I was truly unprepared for the 
experience J. F. Oberlin was about to give me. 
   What followed that first night is indescribable; 
from running through the streets late at night 
after karaoke to the exploration of iris fields 
with my amazing weekend host family. I look 
back often on those times and am suddenly 
overcome with the joy that this opportunity 
provided me. What was really special about 
my summer classes were the hour-long sessions 
with JFOU students when we communicated 
in both Japanese and English. Students from 
both backgrounds were able to not only build 
language skills, but also develop close relation-
ships with one another. My teachers became 
an inspiration in class; they pushed me to work 
harder and fear less when communicating. 
The most important lesson they taught me? 
Don’t be afraid to try. Japanese is not an easy 
language to learn, but I found that the more 
I practiced with local speakers, the more I 
improved.
   We all bonded so much that I would love to 
go back. The dorms we lived in were in Fuchi-
nobe, a small Tokyo suburb. It was the perfect 
mix of city life and suburbia that allowed for 
both quiet nights and late night escapades. In 
fact, one of my fondest memories is going out 
after the Fuchinobe train station had closed 
with my friend Lisa and filming a video of all of 
us dancing together. We couldn’t stop laugh-
ing…
   Those escapades led me to some crazy 
places, and I think my favorite of them all was 
Kamakura. We visited the shops and ate one 
of the best burgers I have ever had. We were 
overwhelmed by the Buddha statue that tow-
ered over us all. But for me the most exciting 
moment was looking out at the sunset over the 
Pacific Ocean with my wonderful new friends. 



坂田　恭一 
Kyoichi Sakata
リベラルアーツ学群4年 
Senior, College of Liberal Arts
Japanese Teaching Assistant

　日本の良さや日本語を世界中に広める事が私の
夢です。今回のインターンではその夢の一部をか
なえる事ができました。
　私はアメリカのノースカロライナ州にあるWad-
dell Language Academyにて3週間、日本語の
アシスタントをさせていただきました。この学校
には小学生から中学生までの生徒が通っています
が、入学時にさまざまな言語の中からどの言語を
学ぶかを選択して学習することになります。
　私は大学で日本語教育を専攻していますが
日本語の年少者教育の知識はあまりないた
め、Waddellでの全てが新鮮でとても有意義な時
間になりました。私が担当したのは日本語の音読
と算数でした。さまざまな不安がありましたが言
語のレベルは問題にならず、教科をいかにわかり
やすく教えるかということの方がとても重要でし
た。生徒にとっては、今までやった事のない事を
やる事の方が難しかったようで、どのように教え
れば退屈しない授業になるかを考えました。ま
た、放課後の活動で月に一度行われている「Cul-
ture Club」というものがありました。それは日本
語を学んでいる生徒だけでなく他の言語を学んで
いる生徒も混合で、その回ごとに、どの国の文化
を体験するかを選択し参加するものでした。私が
参加した回では日本の剣道を紹介していました。
このように生徒がさまざまな文化に触れる機会が
ある事は生徒にとても良い刺激になるのではない
かと思いました。
　またこのプログラムでは、学校だけでなく、ホ
ームステイ先でもたくさんの思い出ができまし
た。私の家はWaddellに通う子供が3人と両親の
5人家族で、とてもアクティブな家族でした。週
末ごとに子供たちと遊びに出掛け、しきりに「今
度は夏に遊びに来てね！」と言ってもらい、短期
間しかいない私の事を暖かく迎え入れてくれまし
た。
　今回のインターンで現地の小学校での日本語教
育をさせていただく事ができ、とても光栄でし
た。今回
の経験を
糧として
今後もさ
まざまな
国、分野
で活動し
ていきた
いです。

田中詠登、平岡永伍、野
村泰貴、大木拓海 
Eito Tanaka, Eigo Hiraoka, 
Taiki Nomura, Takumi Ohki
リベラルアーツ学群 2年
Sophomores, College of 
  Liberal Arts,
LA GO Program, Humboldt  
  State University

　私たちはアメリカ、カリフォルニア州にあるハン
ボルト州立大学に2月から約3カ月半留学していま
す。私たちは桜美林大学の野球部に所属しています
が、ハンボルト大学でも野球部に参加し、リーグ戦
など貴重な体験をさせていただいています。現地に
来て早くも2カ月。日米の文化の違いを痛感し、毎日
新たな発見と刺激を受けています。
 最初は異文化圏に行くということで、授業につい
ていけるのか、会話ができるのか、生活には慣れる
のか、友達ができるのかなど、多くの不安を抱えて
いました。ですが、現地の人は優しい人たちばか
りで、ホストファミリーの方々をはじめ、先生方、
クラスメートなど多くの方からの支えがあり、今で
は不安要素はなく楽しい生活を送れています。もち
ろん、自分の思いを英語で伝え切れているとは思え
ません。ただ単語を組み合わせただけの会話ばかり
で、文章を作って話すのは想像以上に難しいです。
留学は始まったばかりですが、まだまだ勉強不足だ
と痛感し、もっと話をしたい、思いを伝えられるよ
うにしたいと日々感じています。
　私たちが現地の人たちと触れ合って感じたこと
は、心の広さです。例えば、野球の試合が終わった
後、飲み物が欲しくなり買い物に行こうとした際、
相手チームの選手が親切に飲み物を買って来てくだ
さいました。また、電車やバスの使い方が分からな
かった時、現地の方が優しく方法を教えてくださっ
たこともありました。見ず知らずの私たちにも拘ら
ず、優しく接してくださった事に心の広さを感じま
した。国は違えど見習わなければならない事が多い
と思いました。野球部のチームメイトは面白い人た
ちばかりで、トークが弾み、プレー中も英語の勉強
です。
　こうしてたくさん、英語に関わってもまだ完璧に
上達したとは思えません。約3カ月半の留学で、英
語を完璧に話せるようにはならないということを自
覚していますが、それよりも私たちが英語に対する
意識には大きな変化がありました。積極的に話す姿
勢、自立しようとする姿勢を強く抱くようになった
こと。そうした気持ちの面で大きな変化が表れてい
るのは良い事だと思います。日本に帰国してからも
勉強を続け、それぞれの目標達成に向かって頑張り
たいと思います。残り約1カ月、1日1日をより濃い
時間として過ごせるよう、渡来する機会を与えてく
ださった家族のためにも一生懸命、努力していきま
す。
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