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モーリーン・アンド・マイク・マンスフィールド財団ニュースレター
2021 年 6 月 28 日
ニュースリリース：マンスフィールドフェロー第 26 期生を発表
6 月 4 日、マンスフィールド財団は、マンスフィールド・フェローシップ・プログラム第 26 期生発表
のニュースリリースを配信した。第 26 期マンスフィールドフェローは来年 7 月に日本に派遣される
予定。過去、約 30 からの米国省庁、独立連邦行政機関及び米国議会の職員が本プログラムに
参加し、第 1 期から第 24 期までの同窓生は 169 名に上る（今年 7 月に訪日する第 25 期生を加
えると 178 名）。なお本プログラムは米国政府より助成され、米国国務省教育文化局の支援の
下、マンスフィールド財団が事業運営を行っている。
ニュースリリース：英語／日本語
マンスフィールドフェロー第 25 期生のための訪日直前オリエンテーション実施
6 月 18 日、マンスフィールド財団東京事務所は、7 月 1 日に来日が迫ったマンスフィールド・フェロ
ーシップ・プログラム第 25 期フェローのための訪日直前オリエンテーションをオンラインで実施し
た。第 25 期フェローは、当初 2020 年 7 月の来日予定だったが、新型コロナウィルス感染症の影
響で来日の見通しが立たない状態が続いていた。転機となったのは、4 月 16 日にワシントン DC
で行われたバイデン米国大統領と菅首相による日米会談。会談後の共同声明の中で、米国連邦
政府職員が日本の省庁等で研修を受ける本プロラムが日米同盟を支える架け橋の例として言及
されただけでなく、バイデン大統領の上院議員時代のメンターでもあった故マイク・マンスフィール
ド大使（当時は上院多数党院内総務）の名を冠した本プログラムが今年 7 月に再開されることも
発表された。第 25 期フェローは、来日後、石川県国際交流協会提供の夏期オンライン日本語研
修、9 月からは外務省支援の日本語学習および各省庁での研修に参加する。
第 25 期マンスフィールドフェロー：在米日本国大使館に表敬訪問
6 月 22 日、マンスフィールド・フェローシップ・プログラムの第 25 期生 9 名のうち、ワシントン DC
に在住の 5 人のフェローとマンスフィールド財団のフランク・ジャヌージ理事長及びベン・セルフ副
理事長は、在米日本国大使館の富田浩司大使に表敬訪問を行った。第 25 期生フェローは来月 1
日に来日し、14 日間の自主隔離を経たのち、1 年の研修が始まる予定。
この件に関する在米日本国大使館のツイートはこちら

前列左端から： フィリシナ・ヴィンソン、 富田浩司大使、フランク・ジャヌージ理事長 、ジャレッド・
レイン・孝治・マエダ、マーラ・ボークソン
後列左 2 番目から：ジェレミー・クリーゼック、クレイグ・エリオット、ベン・セルフ理事長
全米外交政策委員会主催イベントにマンスフィールド財団フランク・ジャヌージ理事長登壇
6 月 11 日、マンスフィールド財団のフランク・ジャヌージ理事長は、全米外交政策委員会
（NCAFP）が主催するオンライン・イベント「北朝鮮と北東アジアの安全保障の進捗への展望」にパ
ネリストの一人として登壇した。他のパネリストは、日本国際問題研究所所長の市川とみ子氏、韓
国国防研究院リサーチフェローのキム・ジナ博士、ロシア外交問題評議会のイワン・ティモフィーエ
フ博士、北京大学の査道炯（Zha Daojiong）博士。
本イベントの動画は、以下の全米外交政策委員会のウェブサイトよりの視聴可能。
動画： Prospects for Progress on North Korea and Northeast Asian Security

＜マンスフィールドフェロー同窓生近況報告＞
ジョン・ライト中佐 第 20 期マンスフィールドフェロー（2015 年－2016 年）
米国空軍 横田基地 第 4 飛行隊司令官
6 月 23 日、第 20 期マンスフィールドフェローのライト中佐が、米国空軍の横田基地の第 4 飛行
隊司令官として着任し、ケビン Ｂ. シュナイダー中将（在日米軍司令官）列席のもと新旧司令官交
代式が行われた。ライト中佐はマンスフィールドフェローとして来日中、木原稔衆議院議員事務所
で研修を行い、今回そのご縁で木原稔衆議院議員（内閣総理大臣補佐官国家安全保障に関する
重要政策担当）を式典に招待した。式典の模様については木原議員の公式ホームページや SNS
等、また第 4 飛行隊の Facebook 上の動画で紹介中（ライト中佐のスピーチは、32:50 頃から）。

ローガン・バーロウ少佐 第 23 期マンスフィールドフェロー（2018 年－2019 年）
米国空軍 嘉手納基地 第 18 運用群 官房員、空中給油機 教官パイロット
バーロウ少佐の論説がアメリカ空軍大学（USA Air University）発行のインド太平洋ジャーナル
（Journal of Indo-Pacific Affairs）に掲載された。
“Erga Omnes Securitas International Security and Reliance on Sustainable Partnerships“ By
Maj Logan H. Barlow, USAF
バーロウ少佐の近況報告は、弊財団月報（2021 年 1 月号）を参照。

＜第 26 期マンスフィールドフェロー紹介（1）＞ 2022 年夏以降研修開始予定
●ジェームス・カイル・武雄・有田 第 26 期マンスフィールドフェロー（2022 年-2023 年予定）
米国空軍 大尉 第 480 航空団 航空戦略イニシアチブ・グループ副主任
私の所属は、ラングレー・ユースティス統合基地にある第 480 ISR（インテリ
ジェンス、監視及び偵察)航空団ですが、現在、在クウェート米国大使館に
派遣され、情報分析官として勤務しています。
軍人にとって、ある職場に所属しながらも、他の職場への異動や入れ替え、
また海外での一時的派遣はよくあることです。 比較的、自分の肩書が変わ
らない時でさえ、インテリジェンスは、本質的に変化が多い職種で、継続的
な調査や批判的思考、プロセスの改善、意思決定者を最適にサポートする
ための再思考が必要になってきます。私が所属してきた場所では、そういった変化は不可避で、
同僚たちはしばしば「空軍の中で唯一変わらないことは、常に変わることだ」とコメントしています
（これが単にヘラクレイトス※と言い換えられているのか、または同じ概念の再発見を繰り返してい
るのかどうかは、私にとって常に謎です）。軍人としてのキャリアが不安定であることに気づくのに
哲学者は必要ではありませんが、海外での任務（本質的な環境の変化）を通じてのみ全ての混乱
するプロフェッションにおいて一貫性があることを知ります。私の経験では、世界のアメリカのパー
トナーシップ及び同盟の永続的な価値は常に際立っていました。
私は韓国、日本、米国、クウェートどこにいても、アメリカのパートナーや同盟国が米軍に、独特の
視点を提供し、お互いが共有している安全保障上の懸念に対処する上で極めて重要な役割を果
たすことを直接みてきました。過去の戦争と現在の紛争において、志を同じくする国々は、仲間の
戦闘員として米国に寄り添い、それが成功の鍵となって、自国の地域の安全だけでなく、米国の
安全も強化しています。職務と職場は変わりますが、職業上の混乱がアメリカのパートナーシップ
と同盟の永続的な価値を覆い隠してしまうことはないのです。

脅威に立ち向かう時、米国は一人ではありません。友人とともに立ち向かったという事実によっ
て、アメリカは大国で安全な国であり続けましたし、これからもそうでしょう。私がマンスフィールド・
フェローシップ・プログラムに参加することで、米国と自衛隊の相互運用性を高め、少しでも日米同
盟を強化するために必要な洞察力を得られることを願っています。
※ヘラクレイトス：古代ギリシャの自然哲学者で、「万物は流転する」の言葉で知られている。

****************************************************************************
Maureen and Mike Mansfield Foundation Newsletter from the Tokyo Office
June 28, 2021
News Release: 26th Class of Mansfield Fellows Announced
On June 4, the Mansfield Foundation released a press release announcing the twenty-sixth class
of the Mansfield Fellowship Program, who plan to arrive in Japan in July 2022.
Up to now, 169 fellows from roughly thirty different U.S. Government agencies, bureaus, and
Congressional offices have participated in the first twenty-four classes of this program. With the
addition of the twenty-fifth class who will be departing for Japan next month, the total number
of fellows in the Mansfield Fellowship Program will be 178.
The Mike Mansfield Fellowship Program is sponsored by the U.S. Department of State’s Bureau
of Educational and Cultural Affairs, with funding provided by the U.S. Government, and is
administered by the Maureen and Mike Mansfield Foundation.
News Release: English／日本語
Mansfield Fellow 25th Class Pre-Departure Orientation
To prepare for the July 1 arrival of the twenty-fifth class of Mansfield Fellowship Program
fellows, the Mansfield Foundation Tokyo Office presented a pre-departure orientation on June
18. The twenty-fifth class of fellows were originally scheduled to arrive in Japan in July 2020,
but due to the novel coronavirus pandemic, the prospect of coming to Japan remained uncertain.
However, a turning point presented itself with the U.S.-Japan meeting between U.S. President
Joe Biden and Prime Minister Suga on April 16 in Washington, DC. In a joint statement after the
meeting, the Mansfield Fellowship Program, in which U.S. federal government officials are trained
in Japanese ministries, was highlighted as an example of an important bridge supporting the USJapan alliance and will resume activities from this July. This program serves as a namesake of
President Biden’s mentor during his time in the U.S. Senate, the late Ambassador Mike

Mansfield (then the Senate Majority Leader).
After the twenty-fifth class arrives in Japan, they will participate in an online summer Japanese
language orientation organized by the Ishikawa Foundation for International Exchange. Starting in
September, the fellows will begin their Japanese language studies and placements at various
ministries and bureaus across the Japanese government under the sponsorship of the Japanese
Ministry of Foreign Affairs.
25th Class of Mansfield Fellows Paid Courtesy Call to Embassy of Japan in the United States .
On June 22, among the nine fellows who comprise the twenty-fifth class of the Mansfield
Fellowship Program, five fellows along with Mr. Frank Jannuzi (President and CEO of the
Mansfield Foundation) and Mr. Ben Self (Vice President of the Mansfield Foundation) paid a
courtesy call to Amb. TOMITA Koji, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Japan to
the United States of America..
The twenty-fifth class of fellows is scheduled to arrive in Japan on the first of July. After
completing a fourteen-day quarantine, the fellows will then work alongside Japanese
counterparts in placements at ministries and agencies across the Japanese government for one
year.
To view a related tweet posted by the Embassy of Japan in the United States of America,
please click here.

Front row, from left to right: Phyllisina Vinson, Amb. TOMITA Koji, President and CEO Frank
Jannuzi, Jared Lane Koji Maeda, Marla Borkson.
Back row, starting from the second to the left: Jeremy Krizek, Craig Elliott, Vice President Ben
Self

Mansfield Foundation President & CEO Frank Jannuzi Invited as Panelist at Webinar Hosted by
the National Committee on American Foreign Policy
On June 11, Mansfield Foundation President & CEO Frank Jannuzi served as a panelist during
the webinar “Prospect for Progress on North Korea and Northeast Asian Security,” which was
hosted by the National Committee on American Foreign Policy (NCAFP).
Other panelists included Ms. Ichikawa Tomiko, Director General of the Japan Institute of
International Affairs; Dr. Kim Jina, Research Fellow at the Korea Institute for Defense Analyses;
Dr. Ivan Timofeev, Director of Programs at the Russian International Affairs Council; and Dr. Zha
Daojiong, Professor of International Political Economy at Peking University.
To view a recording of this event, please visit the National Committee on American Foreign
Policy webpage linked below.
Recording： Prospects for Progress on North Korea and Northeast Asian Security

＜Mansfield Fellow Alumni Updates＞
Lieutenant Colonel John Wright | The 20th Mansfield Fellow (2015-2016)
Squadron Commander, 4th Reconnaissance Squadron, Yokota Air Base, Japan, U.S. Air Force
On June 23, Lt. Col. Wright was appointed as Commander of the 4th Reconnaissance Squadron
at the Yokota Air Base of the U.S. Air Force. General Kevin B. Schneider, U.S. Army Commander
in Japan, attended the Change of Command Ceremony.
During his time in the Mansfield Fellowship Program, one of Lt. Col. Wright’s work placements
was in the office of Rep. Minoru Kihara, a member of the Japanese House of Representatives.
Due to this, Rep. Kihara (currently serving an assistant to the Prime Minister), was invited to
attend the ceremony.
For more information or to watch the ceremony, please visit the official homepage or social
media pages of Rep. Kihara, or view the video that the 4th Reconnaissance Squadron uploaded
to their official Facebook page. Lt. Col. Wright’s speech starts at 32:50 in the Facebook video.
Major Logan Barlow | The 23th Mansfield Fellow (2018-2019)
Executive Officer, 18th Operations Group, Instructor Pilots, Kadena Air Base, Japan, U.S. Air
Force
An editorial written by Major Barlow was selected for publication by the Journal of Indo-Pacific

Affairs, which is published by USA Air University.

“Erga Omnes Securitas International Security and Reliance on Sustainable Partnerships” By
Maj Logan H. Barlow, USAF
For more information on Major Barlow’s recent news, please view the Mansfield Foundation’s
January newsletter.

＜Introductory Message from MFP26 Mansfield Fellow (1)＞ To be deployed in summer 2022
Capt Kyle Arita, MFP 26 (2022-2023)
Deputy Chief of Wing Strategic Initiatives, 480th Intelligence Surveillance and Reconnaissance
Wing, United States Air Force
Although currently stationed at Joint Base Langley-Eustis’ 480th
Intelligence Surveillance and Reconnaissance Wing, currently I am
deployed to US Embassy Kuwait as an Intelligence Engagement Officer.
It’s typical for military members to frequently move, swap duties, and
temporarily deploy overseas while still in the midst of another job. Even if
you happen upon a period of relative job-title stability, intelligence is an
inherently dynamic line of work that requires continuous study, critical
thinking, process improvement, and reimagining of how to best support decision makers. Change
is unavoidable in the places I’ve worked, and coworkers will often comment something to the
effect that, “in an Air Force career, the only constant is constant change” (Whether or not this
is simply paraphrased Heraclitus, or repeated rediscovery of the same concept, will always be a
mystery to me). It doesn’t take a philosopher to realize that a military career is a volatile one,
but it does take a few relocations overseas (changes of context, essentially) to realize that there
is some consistency amidst all the occupational chaos. From my own observations, the enduring
value of America’s partnerships and alliances across the globe stood out the most.
Be it in Korea, Japan, the US, or Kuwait, I’ve seen firsthand how partners and allies make our
military qualitatively better, provide unique perspectives, and play pivotal roles in addressing
mutually shared security concerns. In wars past and conflicts present, like-minded nations have
stood by the US’ side as fellow combatants and key enables of success, boosting not just their
own regional security – but that of US as well. Duty titles and job locations change, but no
amount of occupational chaos can cover up the enduring value of America’s partnerships and
alliances.

The US doesn’t stand alone when confronting threats – and the fact that friends have fought
by its side is part of what has, and will make America both a great nation, and a safer place. I
hope that my participation in the upcoming Mansfield Fellowship provides the insight needed to
boost US interoperability with the JSDF, and in whatever small way I can, strengthen the USJapan alliance.
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