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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 9 月 3 日 

第 25 期マンスフィールドフェローUPDATE (マンスフィールド・フェローシップ・プログラム) 

◆石川県国際交流協会（IFIE）日本語研修＆日本文化体験＆オンライン・ホストファミリー交流 

8 月 27日、第 25 期マンスフィールドフェローは石川県国際交流協会（IFIE）が提供する 6週間の

オンライン日本語研修を無事修了した。この間、オンラインの日本語研修に加え、石川県のアンテ

ナショップ「いしかわ百万石物語・江戸本店」にて行われた 3度の日本文化体験に参加。1 回目は

能登の揚げ浜式製塩法について現地の塩田と中継で結びながら説明を受け、2回目は輪島塗、3

回目は水引きについて学び、それぞれ小物やアクセサリー作りを体験する機会を持った。例年で

あれば、石川県金沢にてホームステイを経験しながら IFIE主催の日本語研修を受講するが、コロ

ナウイルス感染拡大の影響でホストファミリーとの交流もオンラインで行われた。 

日本文化体験の模様 

 

 

揚げ浜式製塩法を塩田からの中継で学ぶ 輪島塗の小物作り 

https://mansfieldfdn.org/jp/programs/mansfield-fellowship-program/
https://www.ifie.or.jp/index.php


 

水引き体験 いしかわ百万石物語・江戸本店にて 

ホストファミリーとのオンライン交流 

 

 

  

◆第 25期マンスフィールドフェロー向けセミナー実施 

マンスフィールド財団東京事務所は、第 25期マンスフィールドフェロー向けのセミナーを 8月 6 日

と 8月 11日に行った。8 月 6 日は、元米国外交官で、現在は日本アムウェイ政府・渉外担当本部

長を務めるマーク・デビッドソン氏が、2012 年から 2014年に在京米国大使館で公使参事官として

マンスフィールド・フェローシップ・プログラムに関わった経験を語った。日本の文化や社会に精通

しているデビッドソン氏は、日本の映画や書籍から得た様々な知見からだけでなく、兼任する在日

米国商工会議所 (ACCJ)の教育委員会共同委員長及びガバメント・リレーションズの副議長など



の立場から、日本での生活や仕事をする上での助言を行った。8月 11 日は、アマゾンウェブサー

ビス・アジア太平洋地域日本担当兼エネルギー政策責任者であるケン・ヘイグ氏を招き、日本の

エネルギー事情などについて説明した。またヘイグ氏は、マンスフィールド財団が行う日米次世代

パブリック・インテレクチュアル・ネットワーク・プログラムの第 1期参加者。 

  

 

 

マーク・デビッドソン氏 ケン・ヘイグ氏 

  

◆第 25期マンスフィールド研修オリエンテーション及び受入機関説明会開催 

8 月 30日、9 月初めから日本政府の省庁等で実地研修を始める第 25 期マンスフィールドフェロ

ーのために、人事院主催で、午前に今後の研修オリエンテーション、また午後に受入機関の説明

会がオンライン上で開催された。研修オリエンテーションの冒頭にマンスフィールド財団のフラン

ク・ジャヌージ理事長がフェローの受け入れを担う日本政府への謝意を述べた後、フェロー一人一

人が 1分ほどの自己紹介を日本語で行った。またマンスフィールド・フェローシップ・プログラムの

創設に尽力した林芳正元参議院議員がビデオメッセージで 25 年続いている本プログラムへの感

慨を示しつつ、創設当時の思い出を共有し、川本裕子人事院総裁からもフェローへの激励の言葉

が送られた。午後の受入機関説明会では、研修期間初期の受入機関となる省庁の担当者がブレ

ークアウトセッションを利用して、フェロー一人ずつと顔合わせを行うとともに今後の研修に向けて

の打ち合せを行った。 

人事院ホームページ：マンスフィールド研修：実務研修が始まります（2021 年 8 月 30 日） 

  

＜財団関連の報道等のご紹介＞ 

https://mansfieldfdn.org/jp/programs/network-for-the-future/
https://mansfieldfdn.org/jp/programs/network-for-the-future/
https://www.jinji.go.jp/kokusai/mansfield.html


朝日新聞デジタル：ジャヌージ理事長のインタビューが掲載されました 

朝日新聞デジタル（8 月 12 日付）に「第 2 回対テロ戦争に賛同したバイデン氏が冷徹な宣言を出

すまで」の記事で弊財団のジャヌージ理事長のインタビューが掲載されました。（こちらの記事は

朝日新聞デジタルの有料会員記事になります。） 

  

＜第 26 期マンスフィールドフェロー紹介（3）＞ 2022 年夏以降研修開始予定 

マンスフィールド財団東京事務所では、マンスフィールド・フェローシップ・プログラムで来年夏に研修開始予定の

第 26 期生について紹介しております。 

●シャノン・グランビル 第 26 期マンスフィールドフェロー（2022年-2023年予定） 

 米陸軍戦史研究所 歴史出版課 上級編集者 

米陸軍戦史研究所は、ワシントン DCのフォート・マクネアに位置してお

り、平時及び戦時の陸軍正史の出版や歴史的事案について陸軍スタッ

フに助言するという責務を担っています。米陸軍戦史研究所はまた、兵

士向けの歴史教育を支援し、陸軍諸部隊の歴史についての整備も行っ

ています。さらにバージニア州フォート・ベルボアにある米国立陸軍博物

館などの陸軍博物館で、陸軍のアートワークや遺物などの保全事業の

支援も行っています。これらの全てのミッションが米国陸軍における歴史

対する高い意識を支えています。 

私は、米国陸軍史の刊行物制作を行う歴史出版課の上級編集者をしています。米陸軍戦史研究

所の出版物は、独立戦争から現在に至るまでの陸軍史を文献として残すことに貢献しています。

私たちは、季刊学術誌「陸軍史」を発行するだけでなく、短いキャンペーンのパンフレットから書物

全文などあらゆる種類の歴史的原稿を出版しています。私たちはまた、米陸軍戦史研究所が出

版する書籍や、陸軍が教材として使用するために陸軍が戦った戦場の歴史的地図も作図してい

ます。私の通常の業務として、研究所の史実専門家の書いた原稿の編集や出版物の編集制作の

管理を担当しています。現在、私は 500 ページにわたる第二次世界大戦後の占領下におけるドイ

ツでの米国陸軍の諜報活動史を担当しています。（そして、これは冷戦史の歴史家である私にと

って、大変興味深い題材です！）2017 年に米陸軍戦史研究所に入所する前は、ワシントンＤＣに

あるウィルソンセンターの学術書編集者として働いていました。またカーネギー国際平和基金や米

国平和研究所のような研究・政策団体のための編集をフリーランスで行っていました。私はバージ

ニア州ウィリアムズバーグにあるウィリアム・アンド・メアリー大学の歴史学部で学士号を、そして

ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスの国際史で修士号を取得しています。 

 

https://www.asahi.com/articles/ASP8B4HG8P89UHBI009.html
https://www.asahi.com/articles/ASP8B4HG8P89UHBI009.html
https://mansfieldfdn.org/jp/programs/mansfield-fellowship-program/


編集者かつ歴史家として、米国と日本の防衛関係者は、軍事史からお互いに教え学び合うことが

たくさんあると信じています。マンスフィールド・フェローシップ・プログラムでの研修中、日本の防

衛省がどのように職業軍人教育や日本の防衛政策立案のため軍事史を用いているのか学びた

いと思っています。私はまた歴史教育が日本の自衛隊の新隊員から上層部にわたる各層にどの

ような影響を持つのかについて学びたいです。特に、日本の自衛隊が下士官や将校の職業カリ

キュラムに軍事史をどのように用いているのか、また彼らが歴史をどのように学び関わっているの

か知りたいと思っています。研修後、私は軍事史教育と保全について、米国と日本が協力できる

分野を見つけたいと願っています。誠実さと謙虚さ、そして将来への希望を忘れずに、戦後の日

米同盟の素晴らしい話などを含めた日米軍事史の過去と現在の話を伝えていく新しい方法を編

み出していけるよう、日本のカウンターパートと協働することを楽しみにしています。 

********************************************************* 

Maureen and Mike Mansfield Foundation Newsletter 

September 3, 2021 

Mansfield Fellowship Program 25th Class UPDATE (Mansfield Fellowship Program) 

◆IFIE Japanese Language Training & Japanese Cultural Experience & Online Host Family 

Exchange  

On August 27, the 25th Mansfield Fellows successfully completed six weeks of online Japanese 

language training provided by the Ishikawa Foundation for International Exchange (IFIE). During 

this time, the fellows also participated in three Japanese cultural workshops held at the Ishikawa 

Local Specialty Shop. In the first workshop, the fellows received an explanation about Noto’s 

Agehama-style salt-making methods via live streaming from the salt farm. During the second 

and third workshops, they learned about Wajima-nuri and Mizuhiki Decoration respectively, and 

each had the opportunity to experience making small articles and accessories. In usual years, 

fellows take the Japanese language training sponsored by IFIE while experiencing a homestay in 

Kanazawa, Ishikawa Prefecture. However, due to the spread of coronavirus infection, interacting 

with their host family was held all online. 

Pictures from Japanese cultural workshop 

https://mansfieldfellows.org/


 

 

Learning Noto’s Agehama-style salt-making method Wajima-nuri experience 

 

Mizuhiki craft experience at Ishikawa Local Specialty Shop 

  

Pictures from interacting with host families online 



 

 

◆Seminars for 25th Mansfield Fellows  

The Mansfield Foundation Tokyo Office held two online seminars for the 25th Mansfield Fellows 

on August 6 and 11. On August 6, the seminar highlighted Mark Davidson, a former U.S. diplomat 

and now the director of government and external affairs at Amway Japan. He talked about his 

experience with the Mansfield Fellowship Program when he joined as Minister-Counselor at the 

U.S. Embassy in Tokyo from 2012 to 2014. Mr. Davidson, who is familiar with Japanese culture 

and society, provided the fellows with advice on living and working in Japan from perspectives he 

has had not only from Japanese movies and books but also from his current position as Co-

chairman of the Board of Education and Vice-Chairman of Government Relations of the 

American Chamber of Commerce in Japan (ACCJ). On August 11, the Mansfield Foundation 

invited Mr. Ken Haig, who is in charge of the Asia-Pacific region and Japan, and the Head of 

Energy Policy of Amazon Web Services, to explain the energy situation in Japan. Mr. Haig is also 

a first-cohort participant in the US-Japan Network for the Future run by the Mansfield 

Foundation. 

 

 

Mr. Mark Davidson Mr. Ken Haig 

  

https://mansfieldfellows.org/
https://mansfieldfdn.org/program/strengthening-government-and-expert-networks/u-s-japan-network-for-the-future/


◆ NPA Hosts 25th Mansfield Fellowship Orientation and Host Agency Orientation 

 On August 30, the National Personnel Authority (NPA) organized the online Fellowship 

Orientation in the morning for the 25th Mansfield Fellows who will start their placements at 

governmental ministries and agencies in early September, and the online Host Agency 

Orientation in the afternoon as well. At the beginning of the Fellowship Orientation, Mr. Frank 

Jannuzi, President and CEO of the Mansfield Foundation, expressed gratitude to the 

Government of Japan for accepting the fellows, and then each fellow introduced themselves in 

Japanese for one minute. After that, Mr. Yoshimasa Hayashi (former member of the House of 

Councilors), who was instrumental in establishing the Mansfield Fellowship Program, shared his 

memories of the program, which has continued for 25 years, in his video message. Ms. Yuko 

Kawamoto, President of the NPA, also sent them words of encouragement. At the Host Agency 

Orientation, host agency representatives used the breakout sessions to introduce 

themselves and to discuss future placement arrangements with the fellows. 

National Personnel Authority (NPA) Homepage: マンスフィールド研修：実務研修が始まりま

す (The Mansfield Fellowship will start/August 20, 2021) 

  

<Introduction of Foundation-related news reports> 

Interview with President Jannuzi is now on Asahi Shimbun Digital 

An interview with the President of the Foundation, Frank Jannuzi, was published in the Asahi 

Shimbun Digital article (August 12, 2021), "第 2 回対テロ戦争に賛同したバイデン氏が冷徹な宣

言を出すまで (Until Mr. Biden, who supported the 2nd War on Terror, made a cold 

declaration)". *This article requires Asahi Shimbun Digital paid membership. 

  

<Introduction of Mansfield Fellows from the 26th Class (3)>  

The Mansfield Foundation Tokyo Office will introduce the 26th class of the Mike Mansfield Fellowship Program, 

who are scheduled to start training in summer 2022. 

Shannon Granville, MFP26(2022-2023) 

Senior Editor, Historical Products Division, U.S. Army Center of Military History 

https://www.jinji.go.jp/kokusai/mansfield.html
https://www.jinji.go.jp/kokusai/mansfield.html
https://www.asahi.com/articles/ASP8B4HG8P89UHBI009.html
https://www.asahi.com/articles/ASP8B4HG8P89UHBI009.html
https://mansfieldfellows.org/
https://mansfieldfellows.org/


The U.S. Army Center of Military History, located at Fort McNair in 

Washington, D.C., is responsible for producing the official history of the 

Army in both peace and war, and advising the Army staff on historical 

matters. It also supports historical education for soldiers and maintains 

the histories of Army units. At U.S. Army museums such as the National 

Museum of the United States Army at Fort Belvoir, Virginia, it helps to 

preserve Army artwork and artifacts. All of these missions support 

greater historical awareness in the U.S. Army. 

I am the senior editor in the Historical Products Division, which produces publications on U.S. 

Army history. The Center’s publications help to document the history of the U.S. Army from the 

American Revolutionary War to the present day. We publish historical manuscripts of all kinds, 

from short pamphlets to full-length books, as well as a quarterly scholarly magazine, Army 

History. We also draft historical maps of the U.S. Army battles, both for our books and for the 

Army to use as teaching tools. In my daily work, I am responsible for editing the work of the 

Center’s historians, and managing the editorial production of our publications. Currently, I am 

working on a 500-page history of U.S. Army intelligence in occupied Germany after World War II. 

(As a Cold War historian, it’s a very interesting topic for me!) Before I joined the Center in 2017, 

I worked as a scholarly book editor at the Wilson Center in Washington, D.C. I also do freelance 

editing for research and policy organizations such as the Carnegie Endowment and the United 

States Institute of Peace. I have an undergraduate degree in history from the College of William 

and Mary in Williamsburg, Virginia, and a master’s degree in international history from the 

London School of Economics. 

As both an editor and a historian, I believe that the U.S. and Japanese defense establishments 

have much to teach and learn from each other about military history. During the Mansfield 

Fellowship, I would like to study how the Japanese Ministry of Defense uses military history in 

professional military education and in shaping Japanese defense policy. I would like to learn 

about how history education influences the Japan Self-Defense Forces at all levels, from new 

recruits to senior military and civilian defense leaders. I am particularly interested in how the 

Japan Self-Defense Forces use military history in their professional curriculum for enlisted 

personnel and officers, and in seeing how students learn and engage with history. After the 

Fellowship, I hope to identify areas for future U.S.-Japan cooperation on military history 

education and preservation. I look forward to working with my Japanese counterparts to develop 

innovative ways to tell the stories of our militaries’ past and present—including the inspiring 

story of the U.S.-Japan postwar alliance—with honesty, humility, and hope for the future. 
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