
renさんインタビュー 
by Kana Uehara and Yuka Suzuki 

 

Ren is a student from Mount Holyoke College in the US. Ren was born in 

Vietnam, enrolled the American college, and now, came to Japan as an 

internship student. Ren is an English teacher for us, Japanese students, but also 

an English learner. In the interview, ren gave us interesting answers in each 

question from ren’s unique points of view. Through reading it, you can know 

about ren more deeply. Check it out! 

 

アメリカにあるマウントホリオーク大学の生徒である ren。ベトナムで生まれ、ア

メリカの大学に入学し、そして今、インターン生として日本に来ている。renは、

私たち日本学生にとっては英語の先生でありながら、自分自身が英語学習者という

一面もあるのだ。インタビューでは、そんな renのユニークな視点で各質問に答え

てくれた。このインタビューが renをもっと深く知るきっかけになるだろう。ぜひ

ご一読いただきたい。 

 

 

 

1. What are you in to? 

趣味は何ですか？ 

 



I like to listen to many genres of music as possible. When I was in junior high, I 

was really into J-pop. Then, when I was in high school, I was really into 

American music. And in the college, I listen to many other types of music 

recommended by my friends. I also listen to some French music. For now, my 

favorite artist is BTS. I’m still listen to Japanese music like Sound Horizon and 

Genshi Yonezu. 

I also like reading books. I don’t have a favorite book, but I just enjoy reading 

books that makes me think and offer interesting ideas. That will be different 

from my own idea, but it helps me understand my bullies better. 

I also watch YouTube video. I like to watch people playing games. And that’s 

actually how I’ve been learning English. I listen to English speaking YouTuber 

playing games, and then listen to their commentary on games. I can learn about 

conversational English because it’s very casual. My favorite YouTubers are 

Markiplier, Dan and philgames, Amezing phil, Daniel Howell, reacttitheK, and 

Anna Akana. 

 

様々なジャンルの音楽が好きです。中学生の時には J-pop、高校生の時はアメリカ

の音楽が好きでしたね。大学では、友人から勧められたいろんなタイプの音楽を聞

いています。フランスの音楽も聴きます。今のお気に入りは BTSですね！J-popだ

とサウンドホライズンや米津玄師も聴きますよ。 

本を読むのも好きです！この本が好きというよりも、本を読むことで自分の思考が

はかどったり、面白いアイデアを知れたりするのが楽しいです。そのアイデアが自

分の考えとは異なっていても、対立意見の理解に役立つんですよね。 

YouTubeも見ます！ゲームをしている人を見るのが好きです。実は、これが英語の

勉強になるんですよね。ゲームをしている YouTuberの話す英語を聞いたり、ゲー

ムの解説を聞いたり。とてもカジュアルに話しているから会話的な英語を学べるん

です。好きな YouTuberは、Markiplier, Dan and philgames, Amezing phil, 

Daniel Howell, reacttitheK, Anna Akana です！ 

 

 

2. What was/were culture shock(s) you have experienced in Japan? 

日本で経験したカルチャーショックは何ですか？ 

I was really influenced by how well Japanese girls dressed. Everyone dresses 

very well and everyone is so beautiful! Girls have so many different personalities, 

so you see different fashion styles, and you try to figure out the best for yourself. 

It’s very interesting! 

What surprising for me was that streets are very narrow, but cars are able to 

pass through them! I don’t see it in Vietnam because it’s dangerous. 

 

日本の女の子がとてもオシャレなことにおどろきました。みんなオシャレで素敵！

女の子たちはそれぞれ違う個性を持っている。だからこそいろいろなファッション



スタイルを見られるし自分にとってベストなものを見出そうとしていますよね。と

ても興味深いです！ 

他には、道路が狭いことにびっくりしました。でも車は通り抜けられるんです。危

険なのでベトナムでは見られません。 

 

 

 
 

3. What do you think is the difference between the nationality of Vietnam, 

the US and Japan?  

ベトナム、アメリカ、日本の違いは何だと思いますか？ 

 

Japanese people are more polite when they reject things. You have a very nice 

way to refuse something, and still make the other people not feel rejected. In 

Vietnam and the US, if you reject to do something, they don’t do nicely. It’s very 

interesting! 

Also, Japanese language is nuanced. It was funny that when I was learning 

Japanese in college, there was a chapter to know about how to ask a favor,  and 

there were different ways I can ask somebody to do something. This is one of the 

most interesting that when you feel cold and somebody close a door or a window 

for you, you will say ”さむいね”! It was so funny! 

 



日本の人々は断るとき礼儀正しいですね。相手が「拒否された」と感じさせない、

とても良い方法だと思います。ベトナムやアメリカで何かを断るときはあまり心地

いいものではありません。興味深いですね！ 

あとは、日本語がニュアンスだということです。面白かったのは、私が大学で日本

語を学んでいたとき、頼みごとをする方法の章があったんです。そこには、私が他

人に何かをお願いするときとは違う方法が書かれていました。それは、寒くてドア

や窓を閉めてほしい時、「さむいね！」と言うという方法です。とっても面白かっ

たです！ 

 

4. Where do you want to visit in Japan? 

日本でどこに行ってみたいですか？ 

  

Harajyuku! it wasn’t on to visit list. Since everybody told me everything I wanted 

to see was in Harajyuku. I also want to visit a dog café, Kabuki-cyo, Tokyo Sky 

Tree and go shopping. 

  

原宿！行きたいリストにはなかったんですけれど、私が見たいものは原宿にあるっ

てみんなが教えてくれたんです。ドッグカフェ、歌舞伎町、東京スカイツリーやシ

ョッピングにも行きたいです。 

 

 



 
 

5. What do you think about TWCU and the students? 

東京女子大学と東女生についてどう思いますか？ 

  

Everybody is so beautiful and very nice‼! They are more outgoing than I 

expected. When I visited a class for the first time, most of students were very shy 

and not willing to ask questions to participate the class. However, when they 

came to my office to see me, they are a little bit more open. They are also very 

sweet and helpful. Some students are really willing to hanging out with me. 

They set the date and accomodated my diet choice. Because I am vegan, it is a 

little difficult to find a restaurant. Even though we go to a restaurant which is 

not for vegan, they always ask waitperson for my food preference. Most of hang 

out was set by students. 

 

みんなすごく優しいです‼‼ 私が思っていたよりも社交的です。初めて授業に参加し

た時に、学生のほとんどはすごく恥ずかしがり屋で、授業に参加するために進んで

質問をしようとしていませんでした。でも、私のオフィスに来たときは、みんなも

っと打ち解けてくれます。それに、みんな思いやりがあって助けになってくれます。



学生の中には、本当に進んで私と遊んでくれる子達もいます。日付を決めて、私の

食べ物の選択に合わせてくれます。私はビーガンなので、レストランを探すのは少

し難しいんです。たとえ私たちがビーガンの人用ではないレストランに行ったとし

ても、いつも私の食べ物の選択のために店員に尋ねてくれます。大体のお出かけは

生徒が決めてくれました。 

 

The campus is surprisingly small considering the amount of students. TWCU 

and Mount Holyoke College has 4,000 and 2,000 students respectively but the 

campus of MHC is twice as large as that of TWCU. I, however, like this campus 

as it is like a blend of tradition and modernity. There are so many plants in this 

campus, which is lovely. The number system of each building is a bit confusing 

and weird though. I have been to Sakura dormitory and thought the security is 

extremely high. I was surprised at the registration note for guests which all 

guests have to sign when they enter and leave as MHC does not have the system.  

 

キャンパスは、生徒数を考えると驚くほど小さいです。東女には 4,000人の生徒、

マウントホリヨークには 2,000の学生がいるけど、マウントホリヨークのキャンパ

スは東女のよりも 2倍大きいです。でも、私は伝統と近代の融合のようで、このキ

ャンパスが好きです。建物の番号付けはちょっと混乱させるしへんですけどね。桜

寮に行ったこともあるんですけど、セキュリティーがすごく厳しいと思いました。

訪問者が入るときと出るときにサインをしなければならない登録用紙は、マウント

ホリヨークにはないので驚きました。 

 

6. Why did you apply for this internship? 

なぜこのインターンシップに申し込もうと思いましたか？ 

 

Firstly, it is because Japan was a country where I had wanted to visit for a long 

time. Another reason is this university is a women’s university as MHC is also, 

which can be compared easily. Also, I thought this internship would be a good 

experience because my goal is to become an English teacher. As I am not a non-

native English speaker just like you, my experience and advice could be more 

helpful and useful. Native speakers would not understand the struggle of 

learning English. Finally, it is popular in Vietnam to work in and move to Japan. 

 

まず、日本にはずっと行きたかった国だったからです。また、この大学もマウント

ホリヨークのように女子大だったので、比較しやすいとも思ったからです。私の目

標は英語の先生になることなので、このインターンシップはいい機会になると思っ

たのも理由の一つです。私はみんなと同じように英語の非母語話者なので、私の経

験やアドバイスは母語話者のよりもみんなに役に立つかなって。母語話者は英語学



習の苦しみがわかりませんからね。後は、ベトナムでは日本で働いて移住すること

が人気になっているということも理由の一つです。 

 

7. Would you like to add anything to TWCU students? 

何か他に東女生に向けて言いたいことはありますか？ 

 

I think most of students want to be better at English so my advice is to find 

something interesting for you and try to incorporate English learning. In my case, 

I enjoyed reading manga in english and translating it into Vietnamese. I also 

watched videos in which English- speaking people are playing games as I like 

games but cannot afford to buy. As I like listening to music and discovering new 

music, I read a lot of lyrics. I tried to do in English what I like to do as much as 

possible, which helped my English to improve. 

 

大体の生徒は英語がもっと上手になりたいと思っていると思うので、私のアドバイ

スは自分が興味持てることを見つけて、英語学習を盛り込むようにしてみるという

ことです。私の場合は、英語で漫画を読んでベトナム語に訳すことを楽しみました。

後は、ゲームが好きなんですけど買う余裕がないので、英語話者がゲームをしてい

るビデオをみました。音楽を聴くことと新しい音楽を見つけることも好きなので、

沢山の歌詞を読みました。出来るだけ自分が好きなことを英語でしてみました。そ

してそれは私の英語力を向上させるのに役立ちました。 

 

My last message for TWCU students is ”DON’T BE AFRAID. JUST SPEAK 

WHAT YOU WANT TO!!”. 

 

私の東女生への最後のメッセージです。 

「怖がらないで。ただ自分が話したいことを話して！」 



 


