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Founded in 1961, Concordia Language Villages of Concordia College 

in Moorhead, Minn. is the premier language and cultural immersion 

program in the United States. As a not-for-profit organization, it attracts 

more than 10,500 youth and adults annually from all 50 of the United 

States and 34 countries to 15 different Language Villages: Arabic, 

Chinese, Danish, English, Finnish, French, German, Italian, Japanese, 

Korean, Norwegian, Portuguese, Russian, Spanish and Swedish.

1961年に設立されたミネソタ州のムーアヘッド市にあるコンコルディア大学のコ

ンコルディア・ランゲージ・ヴィレッジズ（以下CLVとする）はアメリカの外国語

や外国の文化を学ぶためのイマージョンプログラムとして世界中で有名です。

この非営利団体は毎年10,500人以上の学習者をアメリカの50州と世界の34ヶ国

から歓迎して、アラビア語、中国語、デンマーク語、英語、フィンランド語、フラン

ス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポルトガル語、ロシ

ア語、スペイン語、そしてスエーデン語という15種類の「ランゲージ・ヴィレッジ

ズ」で構成されています。

アメリカにおける日本 語 教育



Founded in 1988 with support from then-Minnesota governor Rudy 

Perpich, Mori no Ike was created to increase access to learning Japanese 

language and culture in Minnesota and the U.S. Midwest. Originally 

scheduled for just two weeks, demand was so strong that Concordia 

Language Villages increased Mori no Ike's season to four weeks before 

the Village even opened. From 167 students, known as "villagers," in 

that first summer, Mori no Ike now reaches over 300 young people 

each year, more than 10,000 since its inception.

森の池は、ミネソタ州やアメリカの中西部において日本の文化や言語と触

れ合う機会を増やすことを目的として、１９８８年当時知事であったル

ディー・ペルピッチ氏の支えによって設立されました。CLVの「ヴィレッ

ジ」というコンセプトができる前に、当初ミネソタ州のビウァビック市の

ジャイアンツリッジスキーリゾートで二週間にわたって開かれた森の池が

高く評価されたことによって、CLVが森の池の夏のプログラムを二週間か

ら四週間に増すことに決めました。当時の森の池の１６７人の「ヴィレジ

ャー」と呼ばれている学生から、現在毎年３００人も来ているヴィレジャ

ーまで、森の池は今まで約１万人の若者たちと繋がりを築いてきました。

  

H I S T O R Y  O F  M O R I  N O  I K E

  

森 の 池 の 歴 史

Mori no Ike offers youth ages 7-18 the opportunity to start learning the 

Japanese language or to advance their existing skills. Villagers adopt 

Japanese names as part of the immersion experience and live in cabins 

named for cities in Japan. As they "live the language" throughout each 

day, villagers eat culturally authentic meals with chopsticks, take off 

their shoes when entering their cabins and develop an appreciation for 

the Japanese aesthetic through participation in a range of traditional 

and contemporary cultural activities, such as rajio taisou, tea ceremony 

and J-pop.

森の池は７〜１８歳の若い学習者に日本語を学び始める機会や日本語の能

力を深める機会を与えています。イマージョンプログラムの一部として、

ヴィレジャーたちが日本語の名前をもらい、日本の街をもとに名付けられ

たキャビンで暮らします。日本語の環境の中で生活し、お箸で和食を食べ

たり、玄関で靴を脱いだり、そして茶道からラジオ体操まで、日本の伝統

やポップカレチャーを経験し、日本の和を知ることができます。

Mori no Ike offers one-, two- and four-week sessions, incorporating all 

levels of language proficiency, from beginning to advanced speakers. 

The four-week credit session is the equivalent of one year of high school 

language instruction and attracts 70 to 80 students each summer.

森の池で日本語を学ぶ学習者は一週間、二週間、または四週間のプログラ

ムに参加して、初級から上級まで、どんなレベルの日本語でも学ぶことが

できます。夏に四週間プログラムに参加する約70〜80人の学習者は高校の

日本語授業の単位を二学期分習得することができます。



"We lived in Japan for three years, and our son really took to the language and culture. He wishes to continue Japanese studies... 

but unfortunately they are not offered at his local middle/ high school. This camp is our way to make sure he keeps his Japanese 

ongoing and consistent."
Parent of 13 year-old two-week villager

日本には三年間住んでいましたが、息子は日本の言語と文化に深い興味を持ちました。彼は日本語の勉強を続けたいと言っていましたが、
残念なことに近くの中学校や高校に日本語の授業がありません。しかし、このキャンプのお陰で日本語の学習者としてさらに成長すること
が可能です。
                                         （13歳、二週間プログラムの参加者の親からの声）



A  R A R E  O P P O R T U N I T Y  F O R  J A P A N E S E  
L A N G U A G E  E D U C A T I O N  I N  N O R T H  A M E R I C A

Mori no Ike is uniquely positioned to overcome the dilemmas 
facing Japanese language education in the United States. First, the 
programming occurs during the summer months and thus complements 
what is being offered in more traditional classroom settings during the 
school year, for those few students whose home communities offer 
that option. For many others, Mori no Ike offers the rare opportunity 
to learn Japanese language and culture in an interactive, immersive 
setting, surrounded by those with similar interests and passion for all 
things Japanese.

アメリカで日本語を学ぶにはいくつ

かの難しいところもありますが、森

の池にはそれを乗り越えるための独

自のプログラムができています。まず、森の池の夏のプログラムはアメリ

カの夏休みの期間中に行われるため、学校でも日本語を学んでいる学習者

は教室で学んだことから自分の日本語能力をさらに広げることができま

す。そして、アメリカの学校では日本語を学ぶことができる機会は珍しい

ため、夏休みの間に森の池に行くことが一年で唯一の日本語を学ぶ機会と

なるという学習者は多くいます。どんな学習者でも、森の池は同じ興味と

パッションを持った人々と共に日本の言語と文化を楽しく学ぶ機会となり

ます。Mori no Ike is led by highly trained and committed professionals in the 
field of Japanese language education. Hanna 花 Brandt has been on 
staff with Concordia Language Villages for 18 years. She has a B.S. in 
Japanese Language from Georgetown University, a M.Ed. in Elementary 
Education from the University of Wisconsin-Madison, and a license in 
Japanese Language Education from the University of Minnesota. She 
is currently teaching Japanese at Harding High School, an International 
Baccalaureate school in St. Paul, Minn. Jack 環 Shimizu has been with 
Concordia Languages Villages for eight years. He earned his B.A. in 
psychology and East Asian studies from the College of William & Mary, 
and an M.S. in Japanese Language and Linguistics from the University 
of Hawai’i at Mānoa with a focus in pedagogy. He currently works 
primarily as a Japanese-to-English translator in the Washington, D.C. 
area. In addition to the two deans, most of Mori no Ike’s teaching and 
counseling staff are majoring in, or have majored in, Japanese or East 
Asian Studies, or a field related to the educational work of the Village.

森の池のリーダーシップは経験とパッション豊かな日本語教育界の方から

支えられ成り立っています。花先生（本名：Hanna Brandt）は18年間CLV

で働いています。ジョージタウン大学で日本語のB.S.、ウィスコンシン大

学で初等教育のM.Ed.、そしてミネソタ大学で日本語教育の教員免許も習

得しました。現在、ハーディング高校というミネソタ州のセントポール市

内にある国際バカロレア学校で日本語教師として勤務しています。環先生

（本名：Jack Shimizu)は2009年からCLVで働いています。ウィリアム・アン

ド・メアリー大学から心理学と東アジア研究のB.A.、ハワイ大学から日本

語教育と日本語言語学のM.S.を習得しました。現在、ワシントンD.C.周辺

で和英訳の翻訳を中心に翻訳と教育界で活躍しています。この二人のディ

ーンをはじめに、森の池のスタッフは主に日本語や東アジア研究、そして

森の池で行われている日本語教育に繋がるような専門を研究しています。

Particularly for students who do not have the opportunity to learn 
Japanese language and culture in their home communities, Mori no Ike 
is a one-of-a-kind resource for young people.

自分のコミュニティに日本語と触れ合う機会がないという学習者にとっ

て、森の池で過ごす時間は掛け替えのない経験になります。



A key goal of Mori no Ike is to create lifelong learners of 
Japanese, who will serve as bridges between Japan and North America, 
while enacting the Concordia Language Villages mission of inspiring 
courageous global citizens. Large numbers of the villagers who attend 
Mori no Ike as youth go on to take courses in Japanese language and 
linguistics, Japanese literature and East Asian studies at the university 
level; indeed, many of them base their very choice of college or 
university on the availability of a Japanese language program and/or 
exchange opportunities with universities in Japan. Thus, many of them 
also study abroad in Japan during their college years, often with the 
goal of returning to work on staff at the Village.

森の池は、日本とアメリカの架け橋となるような勇気のある、日本語の勉

強を一生し続ける学習者を育成し、そしてその学習者が地球市民として

CLVのミッションである「inspiring courageous global citizens」（勇気のある

地球市民を育成すること）を活用することを一つの大事な目標にしていま

す。若い時に森の池で日本語を学んだ学習者が大学生になったとき、日本

の言語や文学、東アジア研究などを専攻することはよくあります。それに

加えて、森の池の学生は自分が大学を選ぶ際に日本語の授業や日本への留

学の機会の有無などを考慮して選択をすることが多いです。アメリカの大

学や日本への留学で日本語を学び続ける学習者はスタッフとして森の池に

戻ることも珍しくありません。

E Y E S  T O  T H E  F U T U R E   将 来 に 向 け て



"My child felt that she gained a whole new level of language mastery. She enjoyed learning 
from the counselors and teachers. She also gained new respect and skills for situations outside her comfort zone."

–Parent of a 16 year-old credit villager from MA

Scholarships

A goal of $200,000 annually for need- and merit-based scholarships 
for youth to attend one-, two- and four-week sessions at Mori no Ike, 
with robust marketing outreach in a competitive online environment.

奨学金

一週間、二週間、そして四週間プロ

グラムのためのニーズとメリット・ベース奨学金のために毎年$200,000を集める

ことを目標にして、競争の高いオンライン環境でマーケティング活動に努めてい

ます。

Staff Support

A goal of $75,000 annually to ensure the hiring and training of high-
quality staff members from Japan, the United States and other countries 
in both program and support roles, along with travel stipends to defray 
the high cost of travel to Minnesota for seasonal employment.

スタッフサポート

日本、アメリカ、他の国からも日本語教師などとして働く優秀なスタッフのため

の給料、トレーニング、ミネソタ州までの交通費などのために毎年＄75,000を集

めることを目標にしています。

Curriculum Development

A goal of $25,000 annually to support the ongoing advancement of 
curriculum for all levels of proficiency and the purchase of traditional 
and contemporary cultural realia to enhance the experiential and 
authentic pedagogy.

カリキュラムの開発

初級から上級まで、全レベルの日本語授業の教材の開発や日本の文化を知る

ための教材で日本の社会でも実用できる知識を育てるプログラムを用意するた

めの＄25,000を毎年集めることを目標にしています。

Culturally Authentic Setting

An estimated long-term goal of $7 million to $12 million to construct an 
architecturally authentic year-round facility in the vicinity of the other 
Language Villages on Turtle River Lake near Bemidji, Minn. To date, 
seven Language Village sites exist on a College-owned, 875-acre tract 
of lakeshore property dedicated to this academic enterprise and at a 
total investment of over $80 million. The location of the future home 
of Mori no Ike has already been identified and consecrated as such on 
Turtle River Lake, awaiting funding for construction to begin.

日本を再現するキャンプサイト

ミネソタ州のベミッジ市に位置するタートル・リーヴァー・レイクの周りにある他

のランゲージ・ヴィレッジズの近くに一年中活用できる日本の建築様式で造ら

れた「村」を完成させるために＄7,000,000〜＄12,000,000が必要になると予測さ

れています。現在、その湖の周りにあるコンコルディア大学が持つ3.5km2の土地

に存在する７つのランゲージ・ヴィレッジズは＄80,000,000で建てられました。新

しい森の池のヴィレッジとなる土地は指定され、地鎮祭まで行われ森の池に繋

がりのある人々は投資によって新たなキャンプの建設に取りかかることのできる

日が早期にやって来ることを願っています。

私の子供は日本語能力が本当にレベルアップしました。カウンセラーと教師の皆から学べ て 嬉しくおもいました。それに加
え、新しい経験に挑戦する勇気も身に付けることができました。

                                 （マサチューセッツ州出身、16歳、四週間プログラムの参加者の親からの声）



Total Enrollment of Villagers |  1988–2018

Since 1988, Mori no Ike has had over 10,000 villagers enroll from all 50 states, with highest 
enrollments coming from Minnesota, Wisconsin, Illinois, New York and California.   

Villagers by Gender
1988–2018
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of those v i l lager s are from Minn.Vil lager s f rom s ix- s tate Midwest region.

"What a special experience you offer campers. Glad Mori no Ike is here to inspire my 

son's love of language learning."

      Parent of 14 year-old one-week villager

-１万人以上のヴィレジャー（31年間に）
-アメリカの全州から学習者を集めています（トップ５州：ミネソタ州、ウィス
コンシン州、イリノイ州、ニューヨーク州、カリフォルニア州）（31年間に）

キャンプに来る子供達のために用意するプログラムは本当に素晴らしいです。我が家の息子の日本語への興味を促してくれ

る森の池があることに感謝しています。

                                         （インディアナ州出身、14歳、一週間プログラムの参加者の親からの声）

Vil lager s f rom remaining s tates .

Highes t Enrollment
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Remaining Enrollment
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South Dakota and Wiscons in



- 100% of survey respondents from Mori no Ike 2018 stated that they were  
   satisfied with their overall experience with Concordia Language Villages. 

-森の池2018年のアンケートに答えた方の100％は森の池での経験で満足していると解答しました。

- 100% of survey respondents from Mori no Ike 2018 indicated that their child   
   is interested in continuing to learn Japanese.  97% said that their child 
   would like to learn more about the culture and wish to visit Japan. 

-森の池2018年のアンケートに答えた方の100％は自分の子供が日本語の勉強を続ける興味がある確 

 信しました。そして97％は自分の子供は文化の勉強を続けて、日本へ旅行する興味もあると回答しま 

    した。

- 100% said that we met their expectations of the four-week high school credit session.

-アンケート回答者の100％は四週間プログラムが自分の期待に応えるものだったと答えました。

- More than 1,600 staff members from across the U.S., Canada, Sweden,  
  Korea and Japan (over 31 years)

- 1,600人以上のアメリカ、カナダ、スエーデン、韓国、と日本出身のスタッフ（31年に）

Over 30 years, Mori no Ike staff have come from many parts of Japan, across the United 
States and six other countries. Concordia Language Villages is an approved sponsor of 
the U.S. Department of State Exchange Visitor cultural exchange program. Mori no Ike 
continually seeks to increase the number of staff from Japan.
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Concordia Language Villages' mission is to inspire courageous global citizens. Over the course of nearly 60 years, 

hundreds of thousands of villagers have enjoyed language and cultural immersion programming for youth, families, 

teachers and adults in Arabic, Chinese, Danish, English, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, 

Norwegian, Portuguese, Russian, Spanish and Swedish. Concordia Language Villages is a program of Concordia 

College, a private, four-year liberal arts college in Moorhead, Minnesota.




