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国際交流員 CIRs 

Adrian Arjona Gomez．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

Ashley Davis ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

Emilie Lamont-Cardinal．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

Guimaraes    ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

 

 

 

県立学校 Prefectural ALTs 

Jamal Alhabeil．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

Joseph Raymond Kosciusko Tritschler．．．．． 

Kevin Lavigne ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

Kyle O’Connor．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

Marian Kandler........................... 

Marie-Michelle Fortier．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

Rosanna Nowak ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

Sophie West．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

 

 

 

東近江市 Higashiomi City ALTs 

Ashley Hacking．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

Carla De Freitas ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

Christian Fusco．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

Derek Spence．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

Kevin Guzman Loaiza．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

Raisa Dominique．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．.... 

Tia Bryant ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

Tyler Lawrence ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
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甲賀市 Koka City ALTs 

Cameron Hart．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

Lorin Davis．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

Sophie Nevel．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

 

 

 

米原市 Maibara City ALTs 

Devante Smith．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

Joshi Philips．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

Kaleb Thompson ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

Nadia Rodriguez．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

... ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．.. 

 

 

 

 

高島市 Takashima City ALTs 

Emma Harford ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

Ian Lake ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

Mitchell Wilman ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

Na-kaydia Webb ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
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～ALT のエッセイの主題番号の説明～ 

１ 授業実践について 

２ 日本の文化について 

３ 滋賀での生活について 
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「“対面交流”との再会」 

アルホナ・ゴメス・アドリアン 

滋賀県彦根市 広報戦略課 勤務  

スペインマドリード市 出身 

3年目国際交流員 

 

 

 

2019年の 8月に彦根市に到着してから、あっという間に約 3年が経った。この期間の中では勤務しな

がら数えきれないほどの貴重な経験を重ねてきた。スペインから来た国際交流員として、今まで取り組

んできた業務を紹介する。 

まず始めに、なぜ彦根市がスペイン出身の国際交流員を招致したかというと、東京 2020 オリンピッ

ク・パラリンピック競技大会の開催に向けて、彦根市が「ホストタウン」として登録されていたからで

ある。「2019 女子ハンドボール世界選手権大会」において、彦根市はホストタウン相手国であるスペイ

ンハンドボール代表チームの事前合宿地となり、私は通訳として参加した。しかし、新型コロナウイル

ス感染症の感染拡大を防止するため、彦根市はオリンピックの事前合宿を断念することになり、その際

に予定されていた交流や活動が中止になった。 

現在、彦根市がスペインと交流していることを市民に知ってもらうため、「スペイン語講座」、「スペイ

ン語フリートーキング」ならびに「スペイン文化講座」という講座を開催している。新型コロナウイル

ス感染症の感染拡大を防止するために、参加方法はこれまでオンラインのみであったが、全国でワクチ

ン接種が迅速に進み、5 月から対面とオンライン併用で行えるようになった。対面の交流をあらためて

楽しめたことは大喜びである。 

最近終了した「第 3 弾スペイン語講座とスペイン語フリートーキング」は、5 回に分かれ、毎週木曜

日の夜に彦根市役所で行った。授業の長さは、それぞれ約 45分間で、その間に 15分間の休憩があった。

講座の内容は、初級のスペイン語について学ぶこと。資料は、自分が毎週作成した。フリートーキング

の内容は、スペイン語で自由にみんなで話し合うこと。流れとして、私はあらかじめテーマや質問を決

めて、参加者に送った。当日は、ワイワイ楽しみながら、そのテーマや質問について話し合った。 

同時に、出前講座も開催している。市内の小・中学生、高校生だけでなく、市内の国際協会にもスペ

インの基礎知識や文化を中心としたふれあいを行っている。内容は依頼される相手先によって、毎回違

う。スペイン文化の基礎知識についての講座は最も人気である。 
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また、私は SNS発信にも携わっている。「アドリアン【彦根市国際交流員】」という彦根市公式の Twitter

アカウントを運営している。ほぼ毎日投稿し、主な内容は下記のとおりである。1 つ目はスペインの紹

介。スペインの祭り、習慣、有名な場所などについてつぶやく。2 つ目はオンライン市民講座の紹介。

市の広報紙の掲載に加えて、本アカウントで講座の宣伝を積極的にしている。3 つ目はスペイン語の紹

介。単語や、表現方法、クイズを通して、覚えやすくて役立つスペイン語を投稿する。4 つ目は CIR と

して感じたこと、および彦根市の PRである。 

「descubre.hikone」という Instagram（インスタ）の公式アカウントも運営している。このアカウン

トは日本人向けではなく、スペイン語圏の閲覧者向けという企画である。全ての投稿をスペイン語で行

っている。主な内容として、彦根市の魅力的な場所と観光スポットを紹介する。さらに、インスタのス

トーリーズという機能（24 時間に限定した投稿）を活かして、彦根市の歴史や自然、面白いものなど、

さまざまなことについて投稿をする。 

 

 

本市の公式 YouTube チャンネル「彦根市

YouTube チャンネル」にも協力する。投稿内容

は、スペイン語での明るいミュージックビデオ

である。「スペイン語の勉強、楽しみ！」という

最新曲は、視聴者にスペイン語に親しんでもら

いながら、当時開催中のスペイン語講座の PRを

するという目的で立案した。制作方法は、私が

スペイン語で作詞し、奇麗な歌声の同じ部署で

働いている市の職員さんに曲を作っていただい

た。 

彦根で取り組んでいる仕事は上記のとおりで

あった。個人的に 2022 年の最も誇りに思う実績は、対面の講座の再開である。2019 年末から、新型コ

ロナウィル感染症の影響で実現できなかった対面交流の面白さを再認識でき、素晴らしい経験であった。

今後も対面の交流がさらに活発化することを期待している。 
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十人十色 

アシュリー・デイビス 

滋賀県大津市 MICE 推進室 

アメリカ ミシガン州出身 

３年目国際交流員 

 

 

 

【最初の言葉】   

国際交流員としてのこの 3 年間の間には、様々なことがありました。この一年を振り返ると、ドイ

ツ語とスペイン語能力試験に合格し、東京米国大使館からの英語図書館プロジェクトの最終報告が終

わり、大津市が G7 閣僚会合を誘致することを聞き、そして大津市の子供たちにおもちゃを作りまし

た。後継者の国際交流員が、これら全てを使いながら、子供たちと楽しく遊べることを願っていま

す。 

 

【姉妹都市・友好都市】 

 姉妹友好都市関係の仕事は大津市の国際交流員の一つの主な任務です。大津市は多くの都市と繋がっ

ており、姉妹友好都市（アメリカのランシング市、ドイツのヴュルツブルク市、スイスのインターラー

ケン市、大韓民国の亀尾市、中国の牡丹江市）が 5 つある上に、市民友好交流都市（オーストラリアの

モスマン市）も１つあります。近年ではランシング市やヴュルツブルク市に関する仕事が多かったので

すが、新型コロナウイルス対策の一部として国境の水際対策が行われたため、以前のような国際交流事

業はまだやりづらいです。ですので、現在は姉妹都市における情報をインターネットで見つけ、課内に

提供しています。さらに、「Shiga Michigan Assembly Project for Youth」（SMAP for Youth）や「Chiming 

in with bells」（鐘の音との調和）などのプロジェクトを通じて、ミシガンやヴュルツブルクとのオンラ

イン交流も増えてきました。「SMAP for Youth」という滋賀県・ミシガン州学生オンライン交流プロジ

ェクトはパドレット（Padlet）というアプリケーションを利用しながら、それぞれの生徒同士をオンラ

インで繋げます。「Chiming in with the bells」というのは、ヴュルツブルクのモーツァルトフェストを

祝うために、ヴュルツブルク市での鐘と共に 2 曲演奏するイベントです。大津商業高等学校がオンライ

ンビデオで演奏していただくことになって、皆さんの演奏を楽しめます！その他にも、いつも通り姉妹

都市から届いた親書の翻訳や姉妹都市との Zoom の打ち合わせを行いました。 

 

 

【国際文化理解教室】 

 国際交流仕事として国際文化理解教室も行ってい

ます。この事業の主な目的は英語を教えるのではな

く、文化を教えることです。私は去年駐日米国大使

館から助成金をいただき、プロジェクトが終わりま

したが、国際文化理解教室に必要な品を買うために

大津市から補助金もいただきました。もう少し具体

的にいうと、クラフト紙、ホットグルー、絵具など

をたくさん買えて、よかったです！最近ではピニャ

ータや紙の鳥のおもちゃなどを作り、子供たちはと

ても喜んでいました。ピニャータは南アメリカのも

のだと思っているでしょう。しかし、メキシコの影

響でアメリカでも大人気になって、ミシガン州のスーパーでも見つけられます。手作りのピニャータ

も小麦粉、水、風船と紙で出来ます。興味があれば、ぜひやってみてください。 
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ピニャータの作り方 

① 1 枚の新聞紙を切り分ける。 

② 風船をふくらませる。 

③ ボウルに小麦粉と水を混ぜ、小麦粉水を作る。 

④ 汚れても良いように新聞紙を置き、風船の結び目を上にして誰かに持ってもらう。 

⑤ 裂いた新聞紙を 1 枚、小麦粉水の上に置く。 

⑥ 新聞紙を風船に貼り付ける。 

⑦ 乾燥後は穴を切り、風船を取り除く。 

⑧ お好きなおもちゃやお菓子を入れる。 

⑨ 穴を塞いで、できあがり！ 

※乾燥は約一日間かかります！ 

 

 

【翻訳・ネイティブチェック】 

翻訳やネイティブチェックも、大津市の国際交流員の一つの仕事です。これには主に、学校や健康

に関する行政書類の翻訳が含まれます。大津に住む外国人の数は少なくないため、英語の文書がいく

つかあります。その一部は新型コロナウイルスのワクチンに関する情報で、今年も翻訳を続けまし

た。 

 

 

【通訳】 

 通訳の依頼を受けることもよくあります。入学の手続きや、子供の発達についての相談のほかにも

なかなか難しい場合もあります。例えば、パワーハラスメントやアルコール依存症に関する依頼もき

ました。 

 

 

【終わりに】 

 この 3 年間は様々な経験ができて、よかったです。パンデミックはまだまだ終わっていないので、

国際交流はやりづらいかもしれませんが、皆さん頑張り続けてください。 
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五穀豊穣 

エミリー ラモン・カルディナル 

滋賀県総合企画部 国際課 勤務 

カナダ ケベック州出身 

5年目国際交流員 

 

 

最初の言葉 

いよいよ 5年目の終わりにたどり着きました。普段だっ

たら、あとちょっとで私の国際交流員の武勇伝に幕を閉

じたが、もう一年残ることになりました。 

今年は少しずつ事業が元に戻って、今まで得た経験を色々と生かすことが出来ました。 

 

 

翻訳・ネイティブチェック・通訳 

2020-2021 年度に続いて、多くの翻訳依頼はコロナ関係でしたが、それ以外にも滋賀県や琵琶湖の国際

化への貢献もありました。波のように、時に多くなって、時に少なくなって、時に量に溺れて、翻訳や

チェックは国際交流員の第一の活動であることが未だに変わりません。 

 

 

出前講座 

過去に続き、出前講座は一番国際交流を感じる活動で、

とても遣り甲斐があります。もう 5 年間が経ったので、

順調に進むようになって、カナダの基本だけでなく、多

様な話もできるようになりました。そのうえ、講座数が

コロナ前のレベルに戻って、訪問する学校も少し増えて、

とても楽しいです。私の話のお陰で滋賀県の子供達が少

しでも「海外」や「違う人」に興味を持てれば幸いです。 
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観光ブログ 

今年もいくつかの神社に行って、滋賀県の自然を味わうこと

が出来、季節の百景をよく楽しめました。今年の旅先は： 

 東近江の太郎坊宮と永源寺ダム 

 ブルーメの丘のコスモス 

 夜の比叡山 

 秋のメタセコイア並木 

 雪見船と長浜の冬 

 

 

取りまとめアドバイザー 

PA の仕事も、去年に続いて大きくコロナに影響されました。

特に新規 JET参加者を日本の生活に慣れるための「サバイバ

ルオリエンテーション」 

が例年と違って、グループじゃなくて個人別に行いました。 

他の参加者サポートが今まで通りでした。 

 

 

その他 

今年もスピーチコンテストやサイエンスフェアでの審査、英

語の面接などに参加しました。 

または,結局延期になった大使・領事等が参加するツアーの

下見を行いました。滋賀県の様々な観光地に行って、滋賀県

の文化にかかわる経験をして、お客さんが滋賀県を楽しめる

ように準備をしました。今年の秋に開催する予定です。 

 

 

 

最後の言葉 

1 年目は新しい冒険で精いっぱいでした。2 年目はイベント

等で忙しくてたまらなかった。３年目の半ばから新型コロナ

ウイルス感染症の影響で活動に急ブレーキをかけてから、４

年目から少しずつ戻ってきました。５年間蒔いた種が今にな

って実っていて、次は引き続き有意義で有能な６年目になる

ように頑張ります。 
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JETプログラム 3年目 

ギマランイス 

滋賀県国際課 勤務 

ブラジル連邦共和国 リオデジャネイロ州 出身  

4年目国際交流員 

 

 

はじめに 

滋賀県のブラジル国際交流員に着任してから３年が経ちました。コロナ禍もずっと続いており、その

影響で業務にまで変化が起きた一年でした。それでも、実りの多い仕事もいっぱいできて、すごくやり

がいを感じる期間でもありました。ここでは、この１年間で特に印象に残っているお仕事をいくつか簡

単に紹介させていただけたらと思います。 

 

 

保健所応援 

２０２２年の初め頃に県内の新型コロナウイルスの感染者数が非常に増えていましたが、その中にブ

ラジル人の患者さんも大勢いたことから、私自身も保健所の応援に行くことになりました。それからは

２か月ぐらい、土日及び祝日はほぼ毎日行かせていただきました。手伝いに行っていた甲賀保健所での

仕事は普段の業務とは全く違う内容で、最初はさすがに戸惑いましたが、親切に色々説明していただけ

たおかげで、無事に役割を果たすことができました。 

保健所での仕事は基本的に一日中ポルトガル語とスペイン語圏の患者さんに電話をして、その健康観

察を行うことや疫学調査に関する通訳をすることでした。そして、保健所に行っていた時期は振替の休

みという形で平日の普段の勤務を休んでいましたが、それは滋賀県の姉妹州関係の仕事が忙しい時期と

かぶり、さらにポルトガル語講座初級２の開催ともかぶったため、正直とても大変な時期でした。それ

でも、外国人県民の皆さんの力になれたことはそれ以上にずっと嬉しくて、仕事としてもとても貴重な

経験になりました。 

 

 

やまのこ 

この 1年でもう一つとても嬉しかったのは滋賀県の全ての学校で環境教育事業の一環として行われて

いる「やまのこ」という活動に、通訳としてブラジル人学校の子供たちと一緒に行けたことです。昨年

度もそうでしたが、子供たち好奇心旺盛で森の中に入り、葉っぱや虫などを自分たちの手で触りながら

自然について学び、とても楽しんでいました。 

私自身も子供たちと一緒に森に入って勉強ができたことはとても嬉しくて、まるで遠足に行っている

ような気分でした。  
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ポルトガル語講座の開催 

新型コロナウイルス感染症の患者数が急拡大する前、ポルトガル語講座の開催は順調に進んでいまし

た。そのため、そろそろその続編にあたる初級２をやっても大丈夫ではという気持ちになり、丁度その

開催をしているところでした。しかし、これは毎週準備する時間があることを前提に考えたもので、保

健所の応援で国際課の仕事を離れてオフィスに出勤する日が週に 2・3 回になるとは思いもよりません

でした。 

その影響で、開催の真っ最中だった初級２は仕方なく週に 1回という形から 2週間に１回に変更する

ことになりました。生徒達には申し訳ないという気持ちもありましたがそれでもそれが精一杯でした。

この初級２の開催は毎週の準備で大変でしたけど、最後まで開催できたことはとても嬉しかったです。 

今後の開催につきましてはもうしばらく感染者数の動きを見極めてから相談することになっていま

すが、2022年中に 1回ぐらいはできると思います。 

 

 

姉妹州とのオンライン交流 

この 1年間では昨年度に続き、姉妹州であるリオ・グランデ・ド・スール州（RS州）との姉妹提携 40

周年の交流事業がありました。今回も対面でのお祝いは実現しませんでしたが、国際課はその中で新し

い交流のやり方を開拓することができました。今回特に印象に残っているのは RS 州内で両県州の交流

を深めること、そして滋賀県の事をできるだけたくさんの人に知ってもらうことを目的としている非営

利団体、「滋賀友の会」のメンバーたちを対象にした観光イベントです。 

新型コロナウイルスの関係で日本が長いこと海外からの観光客の受け入れを中止していたというこ

ともあり、容易に交流することができない時期でしたが、そこで国際課が実施したのは県内にある「琵

琶湖博物館」、そして「甲賀流リアル忍者館」のオンラインツアーでした。私も通訳としてそれに関わる

ことができて、今までやってきた仕事の中でも特に印象に残るものになりました。 

 

 

 

 



10 

 

琵琶湖博物館オンラインツアー  

琵琶湖博物館のツアーでは全ての常設展示を回りながら通訳することになりましたが、それを一発で

完璧にするのはとても難しくて、二日かけて事前撮影をすることになりました。オンラインツアーその

ものは生配信で、視聴者の皆さんとやり取りしながら施設の紹介をしつつ、各展示の紹介は事前に撮っ

た動画で行いました。編集されたそれぞれ動画はとてもコンパクトで、いい感じにできていましたので、

実に良いツアーになりました。 

この琵琶湖博物館のオンラインツアーは今までしてきた仕事の中でも通訳する前の勉強が特に多く

て、それを一生懸命やりました。聞いたことない魚の名前、伝統的な漁や農業についてのお話、初めて

聞く数多くの定義など、今までの通訳で一番事前調査が必要になった分、そのおかげで自分の日本語も

一段と伸びた気がして、とても嬉しかったです。 

 

 

甲賀流リアル忍者館オンラインツアー 

甲賀流リアル忍者館のツアーは通訳の観点からは琵琶湖博物館より簡単でしたけど、「忍者」という

テーマに関心を持つ方が多くて、今回のツアーでは子供を含むたくさんの方に参加いただけて、本当に

素敵なイベントになりました。 

私自身も忍者衣装を着て通訳をするという、中々ない機会でしたし、忍者の歴史についてもたくさん

学べました。こういうイベントは本当に楽しいですし、とても勉強になりますので是非これからもやっ

ていけたらと思います。 

 

 

 

 

最後に 

全世界的に新型コロナウイルスの予防接種が進み、少しずつ入国制限も緩和されつつあります。うまく

いけば年末ごろに 3年以上ぶりにブラジルの家族と会えるかもしれないという楽しみがありますし、コ

ロナ関係の制限で今まであまりできなかったような、料理教室などができたらとも期待しています。ま

だまだ大変な日々が続きますが、この一年も国際課で様々な仕事ができてよかったと心から思っていま

す 
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Adapting to a Changing World 
Torahime High School: Jamal Alhabeil 

 

As a child, my mother would often tell me stories of her 

childhood and it quickly became obvious that her upbringing in the 

Middle East was much different than mine in America. When asked 

about this difference, she responded with:  

“  ”  كدم  ما  رب م  أب كم  إنهم  لقووا زما   يرر ما هم ال تربوا أوال

This Arabic phrase roughly translates to: Do not raise your 

children the way your parents raised you, for they were born for a 

different time. For my parents, they understood that my siblings 

and I were born into a different era than their own, and thus they 

needed to approach our upbringing differently than what they were 

accustomed to.  

I didn’t think much about this phrase until this year. Recently, teachers have been 

encouraged to use more technology in the classroom. Although this change may be difficult, I believe 

it is important for ALTs and teachers to pursue it. Our students will work and live in an era 

dominated by technology, and it is our job to prepare them for that. 

Not only does using technology in the classroom help prepare students for their future jobs, 

it also makes language learning more accessible. My students can now access their PowerPoints, 

worksheets, and other materials anywhere they want using Microsoft Teams. Sites like Quizlet allow 

them to study their vocabulary words on their phones/tablets using fun games instead of having to 

make flashcards. They can even practice their listening skills outside of the class by watching their 

classmates’ videos on Flipgrid, a video sharing application. 

I won’t lie; it hasn’t been easy. I had never used most of the programs and sites before 

becoming an ALT. There were moments that I thought about giving up, but I persevered because in 

the end I wanted to prepare my students “for a different time”. 

 

変化する世界への適応 

                   滋賀県立虎姫高等学校:  アルハビル ジャマール 
子供の頃、母はよく自分の子供時代について話してくれたが、中東で生まれ育った母と、アメリカで

生まれた私の子供時代は、全く違うものだということがすぐに明らかになった。この違いについて聞か
れると、母はよく「あなたの両親があなたを育てたようにあなたの子供を育てないでください。彼
らはあなたの時代とは違う時代に生まれてきたからです。」というアラビア語の格言で答えていた。
私たち兄弟が違う時代に生まれ、自分たちが慣れ親しんだやり方とは異なる方法で子育てをする必
要があると、両親には分かっていた。 
 この格言について、今年まであまり考えたことはなかった。近年、教師は教室で先進技術をどん
どん取り入れるよう奨励されている。この変化についていくのは大変だが、ALT や教員にとって追
求すべき重要な変化だというのが私の信念だ。生徒たちは科学技術に支配された時代に働き、生き
ていくので、その準備をさせるのが私たちの役目だからだ。 
 教室で科学技術を取り入れることは、生徒が将来職業に就くときに役立つだけでなく、言語習得
への垣根を低くしてくれる。生徒たちは、マイクロソフトの Teams を使うことで、パワーポイント、
ワークシート、さらに他の教材にどこにいても接続できる。Quizlet のようなウェブサイトを使う
と、自分で単語帳を作らなくても、楽しいゲームを携帯やタブレットでしながら語彙習得ができる。
Flipgrid という動画を共有するアプリで他の生徒の映像を見れば、教室にいなくてもリスニングの
力を磨くことができる。 
 正直に言おう。これは簡単なことではない。ALT になるまで、私はこれらのアプリやサイトを使
ったことはなかった。使うのをやめようと思ったこともあった。でもあきらめなかったのは、最終
的に、生徒たちを「違う時代」に向けて準備させたいと思ったからだ。 
                                                     

                                   (翻訳[滋賀県立虎姫高等学校 教諭 日置康代]) 

1 
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What You Make of It                           

Shiga Prefecture Board of Education: Joseph Raymond Kosciusko 

Tritschler 

 

There is a JET Programme adage that “each school/situation is different 

(ESID)”, and it certainly felt that way when I started as an ALT. At first it 

really shocked me that a program so long-running and ubiquitous could be 

so nebulous. Things seemed very chaotic as I tried to learn an ALT’s place 

in each situation, because I had the expectation that being an assistant language teacher meant 

doing the role as assigned. But what I’ve learned is the exchange in Japan Exchange & Teaching is 

the key. It’s all about learning how I and my co-workers work best together, not assuming a pre-

determined role. Being a good teacher and being a good assistant both involve being pro-active and 

a good communicator. This doesn’t mean I know what to do all the time, but the most comfortable 

I’ve been as an ALT and the best relationships I’ve formed all stem from conversations about 

expectations and roles. My job hasn’t become more uniform, but I do have a greater sense of agency 

and purpose. It makes the successes sweeter, the hardships lesser, and me more resilient. I really 

believe that the unofficial JET motto shouldn’t be ESID but “being a JET is what you make it 

(WYMI)”.         

 

自分が作るものだ 

滋賀県教育委員会：コーシュースコ トリッチュラー ジョセフ レイモンド 

 

JET プログラムに参加する人々の間で、しばし、皮肉っぽく言われている、「ESID=学校ごとに違う」と

いう格言があります。私は、ALTを始めた頃に、その格言にとても共感しました。 

まず、私が強い衝撃を受けたことは、このプログラムが広く長く運用されているにも関わらず、ルール

やコンセプトがとても曖昧であったことです。 私が、自分の、シチュエーションごとの ALT としての

立場や役割について学ぼうとしたときに、それがとてもカオティックだと気がつきました。なぜなら、

私は『外国語指導助手』とは、『指示された仕事をすること』だと認識していたからです。しかし、実際

に私が学んだことは、Japan Exchange & Teaching(JET)の中で、Exchange(交換＝コミュニケーション)

が最も重要だったということです。つまり、私が自分の役割を果たすためには、仕事が事前に決定され

ていることを想定するのではなく、同僚 (日本人教師)と共にどうすればより良い仕事ができるか見つ

け出さないといけないということです。良い教師であり、良いアシスタントであるためには、主体的で

上手にコミュニケーションを取ることができる人であらなければならないということです。今私は、自

分がするべきことを常にわかっているというわけではありませんが、しかし、一人の ALTとして最も心

地よかったことや、私が築いてきた中で最も良かった関係性は、ルールや予定についての対話から生ま

れました。私の仕事がより画一化されたわけではありませんが、今、私は自分の役割にやりがいを見出

し、物事を成し遂げる力を身につけたように感じます。それは、成功をより甘くし、困難を弱め、私の

回復力を高めます。私は、非公式な JETのモットーは、 ESID(学校ごとに違う)というよりも、「自分が

作るものだ」という方が、あっていると、心から信じています。 

 

 

1 
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The End of a Chapter 

Hikone Higashi High School: Kevin Lavigne 

 I never would have guessed the impact joining the JET 

Programme would have on my life. 

 Working at Junior High, Senior High, and Special Education 

Schools as well as the Board of Education in this prefecture has been an 

incredible opportunity. I’ve seen so many aspects of second language 

education here in Shiga and I’ve had the chance to develop a range of 

skills as an educator. The reward I’ve found in my students’ successes 

has led me to change my post-JET career plans in favor of a career in 

education. I’ll soon begin my studies to continue teaching a second 

language, albeit French, in Canada. 

Living in Shiga has impacted more than just my career plans. Thanks to my time in Shiga, I 

met my best friend and in the fall I asked her to marry me. Although we’ve decided to move to 

Canada, I know my life will forever be connected to Shiga through her.  

 Now, as I prepare for my departure, I’m struck by feelings of excitement but also of sadness. 

At the same time, I’ll miss seeing my current students grow, the mountains where I spent my 

weekends hiking, the friends I’ve made and the life I’ve led. It’s bittersweet, but I’m consoled by 

knowing that I’ll be back to visit many times. Sadly, I’m leaving Shiga but Shiga will certainly not 

be leaving me. 

人生のある章の終わり 

彦根東高等学校: ケビン・ラヴィーン 

JET プログラムに参加することが自分の人生にどんな影響を与えるかなんて、これまでの自分では全

く想像がつきませんでした。 

この県の教育委員会でも働けたのもそうですが、中学校、高校、特別支援学校で働けたことはわたし

とって非常に素敵な機会でした。ここ滋賀で行われる第二言語教育のあらゆる実践を見ることができま

したし、何より教育者としての技術の幅を拡げることができたと思っています。生徒たちがうまく英語

を使えた時に感じる喜びはとても大きく、おかげで「教育」をこれからのキャリアにすることになりま

した。教える言語は英語ではなくフランス語になりますが、母国カナダで第二言語の指導を続けるため、

改めて研鑽を積んでいきたいです。  

滋賀での生活はわたしのキャリアに影響を与えただけではありません。滋賀で過ごしたおかげで親友

に出逢い、昨年秋にはその彼女にプロポーズもして結婚することになりました。カナダに帰国すること

にはなりましたが、滋賀とは彼女を通してこれからも繋がりを持つことができると思っています。 

今、帰国準備をしていて、ワクワクする気持ちもありますが、さみしい気持ちももちろんあります。

今みている生徒たちが成長していくのをみていたい気持ちもあるし、週末にハイキングをしに行った山

や出会ってきた友人、これまで送ってきた日本での生活との別れをさみしく思うことになるだろうと思

います。甘さだけでなくほろ苦さもある心境ですが、滋賀に何度も戻ってくるだろうとわかっているの

で前を向けています。わたし自身は残念ながら滋賀を離れますが、滋賀がわたしから離れることは絶対

にないでしょう。 

（翻訳 滋賀県立彦根東高等学校 教諭 小室ひかり） 

 

 

３ 
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Overflowing with beauty 

Maibara Senior High School: Kyle O’Connor 

As with most JETs who live in Shiga, before coming here I had no 

idea what to expect. The fact of it having the biggest lake and being next 

to Kyoto were the things that stood out most. Now, approaching my 

third year living in Shiga, I have had the pleasure of experiencing the 

true beauty that Shiga has to offer. It is a beauty that comes not only 

from the nature and architecture, but also from the culture and people 

that live with it. 

Shiga’s natural beauty is created by its unique position in Japan. 

The outer edge, surrounded by mountains, creates a natural barrier like 

a cradle. From those mountains come the clear rivers of fresh water that 

provide life to the lush rice fields and natural wildlife. These rivers flow 

past the dense forests and through the cities to the focal point of the prefecture – the ancient Lake 

Biwa. These natural features permeate through the land, and strongly influence the culture of Shiga. 

The influence is created by a couple main points. Though often overshadowed, Shiga’s 

proximity to the old capitals of Kyoto and Nara made it rich with stunning shrines, temples, and 

national treasures. Lake Biwa provides the ingredients for the unforgettable funa-zushi and the love 

of fishing and watersports. The mountains provided the unique and safe positions for the many 

castles of the medieval period like the beautiful Hikone Castle, the Koka ninja village, and even 

created specific roads through Shiga that made trade and Omi-merchants flourish. 

Shiga may not be on every tourist’s itinerary when they visit Japan. However, I know that if 

they look a little closer, they will find a prefecture overflowing with natural beauty and steeped in a 

delightful culture. 

あふれる美しさ 

滋賀県立米原高等学校  カイル・オコンナー 

滋賀に住んでいる多くの JET と同じように、ここ滋賀にやってくるまで、どんな場所なのか見当も

つかなかった。日本で最大の湖があることや京都の隣に位置していることは、よく知っていた。今、滋

賀に住んで 3 年が経とうとしているが、滋賀が与えてくれる真の美しさを体験する喜びを噛みしめてき

た。自然や建築物からだけでなく、文化やそれと共にそこに住む人々からあふれ出る美しさだ。 

滋賀の自然美は、その独特な配置によって生み出されている。周囲は、山で囲まれていて、ゆりかご

のような自然の壁をつくり出している。この山々から、瑞々しい田んぼや野生生物に命を吹き込む新鮮

な水を蓄えた川が流れる。川は、豊かな森を流れ、町を通り、滋賀県の中心、琵琶湖へと流れる。この

ような自然の特徴がこの土地に浸透し、滋賀の文化に強く影響を与えている。 

この影響にはいくつかのことが作用している。京都や奈良の古都と隣接していたことは、時に滋賀の

印象を薄くすることはあったが、極めて美しい神社、寺院、そして国宝の存在もあり、滋賀の文化に大

きな影響を与えた。琵琶湖は、強烈な印象を与えるフナズシの食材を提供し、釣りや水上スポーツへの

親しみも与えてくれる。山々は、美しい彦根城、甲賀の忍者村のような城にとっては、独特で敵を寄せ

つけない安全な場所であった。 

滋賀は日本を訪れる旅行者が必ずしも旅行計画に載せたい観光地ではないかもしれない。しかしなが

ら、じっくりと見れば、滋賀が自然の美しさにあふれ、実に素晴らしい文化が浸透している県であるこ

とは実感することができるだろう。 

 

3 



15 

 

The Start of a New Life 

Minakuchi Higashi Junior and Senior High School: Marian Kandler 

 6 years have gone by so fast. Honestly I don’t feel any different as a 

person than I did 6 years ago. However in the past couple years, I have come 

to long for stability. Permanency. I studied abroad in Osaka for a year in 

university and deeply wanted to come back. And I did. 6 years ago I came back 

to Japan and I thought that maybe I’d stay forever. I have come to understand 

that life doesn’t always go to plan. Plans change. Things outside of your 

expectation happen. And then acceptance. I love my life here in Shiga. I love 

the life I have built for 6 years. I love my students who make my job worth 

doing. I love my coworkers who are always so kind to me. But it’s not 

permanent. There was always a limit on my time here. Even if I find a new 

job in Japan, it still won’t be permanent. I have come to accept that for stability, I will have to return 

to America. That has been the hardest pill for me to swallow. 

 

 Despite this, more than anything, I’m excited to have a new start. I don’t know what I will 

do or where I will end up, but that is the exciting thing for me; the possibilities. I may not have 

imagined me going back to America, but I will make my new start with courage with all my memories 

with me. 

 

 

                                                            新しいスタートを切る 

                       水口東中学校・高等学校:  マリアン・キャンドラー 

 6 年があっという間に過ぎた。正直なところ、今の私は 6 年前と全然変わらない気持ちだ。し

かし、この数年間は安定な生活を憧れるようになった。大阪での 1 年間の留学からアメリカに帰っ

て、日本に戻ろうと強く決意した。結局それができた。6 年前は日本に戻って、ずっと日本にいると思

った。が、人生はいつも計画通りに行くとは限らないことがわかった。計画は変わるものだ。予想外

のことが起こる。それから、受け入れること。私は滋賀県での生活が大好きだ。6 年間築いてきた生活

が大好きだ。自分の仕事をやりがいのあるものにしてくれる生徒が大好きだ。いつも優しくしてくれ

る先生方が大好きだ。けど、これは永遠のものではない。元々滋賀県でいることは制限があった。も

し日本で別の仕事ができていても、まだそれがずっと続くわけではない。安定な生活が欲しかった

ら、アメリカに戻らないといけないことを不本意ながら受け入れた。それは私にとって一番つらい事

実だった。 

 

けれども、私は何より新しいスタートを切ることを切望している。何をするのかアメリカのど

こかに住むのかわからないけど、そもそも無限の可能性があることを楽しみにしている。アメリカに戻

るとはを思わなかったが、この 6 年間の思い出を大切しながら勇気持って新しいスタートを切りたいと

思う。                                                            

                  (訳 滋賀県立水口東中学校・高等学校 ALT マリアン・キャンドラー) 
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A Few Words, a Few Lines, So Many Memories 

Ishiyama High School: Marie-Michelle Fortier 

I thought my fifth year on JET was going to be my last one, but 

unfortunate circumstances gave me the opportunity to stay for 

another year, so the exciting adventure continues! I have met some 

incredible people in Japan and have made some unforgettable 

memories with them, so allow me to share some of those experiences 

in form of haiku. 

 
 

一言、一筆、たくさんの思い出 

                          滋賀県立石山高等学校:  マリミシェル・フォルチエ 

JET での 5 年目が最後になると思っていたのですが、想定外の状況でもう 1 年滞在する機会をいただ

いたので、ワクワクする冒険が続きます！ 日本で素晴らしい人たちと出会い、忘れられない思い出を

作ったので、俳句の形でそれらの経験のいくつかを共有させてください。 

訳 滋賀県立石山高等学校   マリミシェル・フォルチエ   

教諭  荻野秀謙 

 

Biwa Ichi 

Beautiful landscapes, 

Lovely lakeside cafes, 

I’m fully content. 

ESS 

Fun activities, 

Chitchat and games with students, 

It’s never boring! 

High Tech…No? 

Can I get it now? 

Sure! What’s your email address? 

Sorry, fax only! 

Spring Blossoms  

Ephemeral view, 

A magical scenery, 

Enjoy with your friends. 

How Do You Say…? 

ALT: Shijuukara? 

JTE: What’s this bird name in English? 

ALT: Let me see… Oh my! 

Mount Ibuki 

Foggy once up there, 

Going down, sunny blue sky, 

Really? Why? Just why? 

Colorful Fall 

A week of pure bliss, 

I wish it lasted longer, 

Reminds me of home. 

Otsu Festival: ‘So-re’ Not ‘Sorry’ 

‘So-re’ all shouted, 

Pulled, pushed, drank, ate, that was fun! 

I’m sore, not sorry. 

Hungry Belly 

What a divine smell! 

An all-you-can-eat buffet?  

Don’t mind if I do! 

ビワイチ 

良い景色 

カワイイカフェで 

幸せだ 

英語部(ESS) 

楽しんで 

談笑、ゲーム 

面白い！ 

ハイテク…ノー？ 

送ってね 

うん！メール何？ 

ファックスのみ！ 

お花見  

儚くて 

不思議な景色 

友達と 

「…」ってなんて言うの？ 

ALT：シジュウカラ？ 

JTE：英語の名前？ 

ALT：さぁ…えっウソ！ 

伊吹山 

頂上に靄 

降りる時、晴れ 

本当に? 

カラフルな秋 

いい天気 

続けてほしい 

家の風 

大津祭り:「ソーリー」ではなく「ソーレ」 

「ソーレ」って 

楽しかったよ！ 

今「痛い」 

お腹ペコペコ 

いい匂い! 

食べ放題の？ 

食べましょう！ 
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My Brilliant Career  

Kusatsu Higashi High School: Rosanna Marie Nowak 

One reason I applied for the JET Programme was simply because I 

love Japan and wanted to experience life here firsthand. That I did. 

       I have travelled to each end of Shiga Prefecture and beyond, 

immersing myself in the rich history and culture of each place. I could tell 

you fifty facts about Lake Biwa. I have gained an understanding of Japanese 

workplace ethics. Hey, I even know of the existence of the word called yoisho 

(take a read of my 2021 JET reflection essay for reference). However, I could 

have never predicted I’d learn more about my own culture. 

       I give fortnightly cultural lessons at my visit school. First it was 

Education in Australia. Pretty straightforward. Then came Indigenous 

Australians, then Australian literature and poetry. I had a basic understanding of the latter two 

thanks to a couple of high school classes, but I certainly did not have confidence in giving a whole 

lesson. Long story short, I ended up reading the entirety of the Australian classic My Brilliant Career. 

I can tell you the meaning of every line of Waltzing Matilda. I even bought a Japanese-translated 

picture book of the Aboriginal Dreamtime story Tiddalik the Frog. 

       What deepened my understanding further was asking the students to link the cultural lesson 

content to aspects of Japanese culture by comparing and contrasting. Bush Ballads and Haiku are 

not dissimilar nor is the treatment of the Aboriginal Australians and the Ainu people.  

       I’m glad I have not only acted as an English teaching assistant over my three years on JET. 

As the name The Japan Exchange and Teaching Programme suggests, I have exchanged culture with 

my coworkers and students to great lengths. In doing so, I have learnt an immense amount about 

Japanese culture, of course, but also have gained a greater appreciation of my own. Who would have 

guessed? 

わが青春の輝き 

                       滋賀県立草津東高等学校:  ロザンナ・マリー・ノワック 

 JET プログラムに応募した理由の一つは、日本が大好きでその生活を体験したかったからです。そし

てそれは、私が望んだことなのです。 

 滋賀県やその他の地域を、歴史と文化を楽しみながら旅をしました。琵琶湖のこともいろいろたくさ

ん学びました。日本人の働き方もある程度理解したと思います。それに「よいしょー」という言葉の意

味もわかります (２０２１年の JET 体験エッセイをご覧になってください)。しかし、日本の文化を知

ることで、自分の国の文化をもっと学ぶことになるとは思ってもみませんでした。 

 訪問校では隔週ごとに文化についての授業を行っています。最初の授業は「オーストラリアにおける

教育制度」でした。次はオーストラリアの先住民、そして、オーストラリアの文学と詩。高校生の頃受

けた授業のおかげで基本的な知識を既に持っていたけれども、そのテーマについてのレッスンを作るの

は難しかったです。そこで１９世紀のオーストラリアの生活を描いた My Brilliant Career (わが青春の

輝き)という小説を読みました。Waltzing Matilda（ワルチング・マチルダ）のすべての行の意味を覚え

ました。また、アボリジニの神話、Tiddalik the Frog（大きなカエルティダリク）の日本語訳付き絵本

も購入しました。 

 私たちの理解をさらに深めたのは 、両国の文化がどれほど似ているのかを生徒に考えさせることで

した。オーストラリアの詩、ブッシュバラードは俳句と共通点がありますし、アボリジニとアイヌ民族

に対する迫害の歴史もとても似ています。 

 ３年間にわたり、外国語指導助手として働いただけでなく様々なことを学んだということです。そし

1+2       

     

Pictur
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てそれは、JET プログラムの目的の一つですよね？同僚や生徒たちと交流することによって日本文化に

ついて多く学びましたが、自分自身の国と文化についてもより深く理解することができました。誰も予

想できなかった 

でしょう。          

                                                                       （翻訳：本人） 
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Life in Shiga 

Prefectural Moriyama Junior and Senior High School: Sophie West 

At long last, I was able to do Hanami!  

As an August 2019 JET, I had many hopes and expectations for my 

first spring in Japan. I was as excited for the cherry blossoms to 

bloom as a young child is for Christmas morning. Alas, my first spring 

was spent indoors, avoiding public spaces at all costs. The most I was 

able to see of my promised Japanese spring was the lone Sakura tree 

outside my school gates. “It’s okay,” I told myself, “You’ll go next year.” 

Little did I know, spring of 2021 would be met with much the same 

disappointment. 

However, the spring of 2022 played a different tune. This year I was determined to experience 

spring! To do this, my husband and I planned our route carefully. Finding a quiet spot along the 

shore of Lake Biwa, we packed our picnic and some playing cards, along with hand sanitiser and two 

masks each, and set off. It was 8:30 in the morning. The grass was still damp with morning dew, the 

air held an early-morning chill, the Sakura swayed gently with the slight spring breeze… 

I am a firm believer that it is the simple things that enrich our lives, and this morning was one 

of those moments. It will be engrained in my memory long after I leave Japan. 

 

                                滋賀での生活 

                    滋賀県立守山高等学校 ソフィー・ウェスト 
 やっと、お花見をすることができるようになりました！2019 年８月のＪＥＴで日本にやってきた私

は、日本で迎える初めての春にわくわくと胸を躍らせていました。まるで幼い子がクリスマスの朝を待

ちわびるような気持ちで、桜が咲くのを楽しみにしていたのです。なのに悲しいことに人が密集する場

所を極力避けるため、私は外出を控えて過ごすことになってしまったのです。せっかく日本の春を見る

ためにやってきたのに、その春にできたことといえば校門の外の 1本きりの桜の木を眺めることぐらい

でした。「まあ、いいわ。」私は自分に言い聞かせました。「また来年も春はやってくるのだし。」その時

にどうして知ることができたでしょうか。次の年（2021 年）もほぼ同じ失望を味わうことになることを。 

 しかし、2022年の春は少し様子が異なりました。今年こそは日本の春を満喫したいと意気込み、夫と

私は入念にその計画をたてました。私たちは琵琶湖岸の静かな場所を見つけ、ピクニックの準備とカー

ドゲームや消毒液、それぞれ 2枚ずつのマスクも持って出発しました。朝の 8 時半、草はまだ朝露にし

っとり濡れていて、早朝の空気はひんやりとし、そして満開の桜は安らかにそよ風にそよいでいました。 

私はささやかなことが日々の暮らしに豊かな彩りを与えてくれると信じています。この朝はまさにそ

んな瞬間でした。この朝の出来事は、日本を去ってからもずっと私の心に残り続けることでしょう。 

 

                    （翻訳 滋賀県立守山高等学校  教諭 飯田 直美） 
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Finally Here  

Notogawa Junior High School: Ashley Hacking  

From the time when I first applied for the JET Programme, to the day of 

my arrival in Tokyo, it has taken many arduous years. I remember my long-

winded journeys down to London, to the embassy and my initial interview. I never 

thought that I would be successful, nor did I ever expect that this pandemic would 

be lurking just around the corner. The pandemic struck just as I was about to sit 

my final exams at university, so of course this entire process has been an 

understatedly tumultuous ordeal. After I finally accepted the job offer, it then took me around a year 

and a half of waiting at home, full of doubt and uncertainty, before I finally arrived at Tokyo Haneda 

Airport. I had been waiting so long, that actually arriving here felt like a dream, or rather, waking 

up from a nightmare. It is a reality that reminds me that, whenever life feels difficult here in Japan, 

I am still lucky and grateful to be here.  

Life here, of course, is not without its hurdles. However, when I compare the quality of life 

here to that of the tempestuous life in the U.K, I am not hesitant to admit that here is where I am 

happy to remain. I love the inspiring mountain vistas and the sunlight glistening off Lake Biwa 

during sunset. I love discovering the wonderful cultural and idiosyncratic similarities between our 

two peoples, the warm rain that doesn’t bite when it hits my face, the challenge of learning the 

language, the Odyssean journey of self-discovery and the joyous feeling of satisfaction when students 

are actively engaging in and enjoying my lessons. I am at peace with the ups-and-downs of here in 

the countryside and I wouldn’t trade it for a city life anywhere.  

“There is an ecstasy that marks the summit of life, and beyond which life cannot rise. And 

such is the paradox of living, this ecstasy comes when one is most alive, and it comes as a 

complete forgetfulness that one is alive.” – Jack London, The Call of the Wild  

 

ついに来た！ 

       東近江市立能登川中学校： アシュリー ハッキング 
JET プログラムに応募してから実際に東京に来るまで、それはとても長くたいへんな時を要しました。

ロンドンに降り立つまでの旅、そして、大使館や最初の面接までのとても長い道のりを私は覚えていま

す。私はこの試験を通らないだろうと思い、さらには今のコロナウイルスによるパンデミックが世界中

で起こるとは予想もしていませんでした。このパンデミックは私がちょうど大学で試験を受けようとし

ている時に起こりました。これにより、私が受けるすべての過程が慌ただしく厳しい試練になりました。

そしてついに仕事のオファーをもらった後も、東京の羽田空港に着くまで私は、疑問と不安を抱きなが

ら家で１年半もの時を過ごしました。このように長い間待ち続けたので、実際にここにたどり着いたと

きはまるで夢のようでしたし、悪夢から覚めた気分でした。このことが、私が日本での生活が難しいと

感じる時はいつでも、ここで生活できることは幸せで素晴らしいこと、と私に思わせてくれます。 

 もちろん、ここでの生活は容易ではありません。しかし、イギリスの吹き荒れる生活と比べると、私

はここでの生活が幸せだと思えてしまいます。感激的な山々の景色や日没に太陽の光で輝く琵琶湖が私

は大好きです。イギリス人と日本人が文化的、独特的に類似している素晴らしい面を発見することや私

の顔に当たる優しく暖かい雨に言語学習への挑戦、自己発見のオデッセイ的な旅、そして生徒たちが私

の授業で活発に活動し楽しんでくれる時の満足感から生まれる喜びが私は大好きです。私はここ地方の

地で良いことや大変なことを経験しながら穏やかに過ごしています。もう都会の生活には戻りたくない

ですね。 

『生命の頂上を象徴するエクスタシーがあり、それを超えて生命が立ち上がることはできません。そし

て、これが生きることのパラドックスであり、このエクスタシーは人が最も生きているときに起こり、

それは人が生きているという完全な忘却として来る。』ジャック・ロンドン ザ コール オブ ザ ワ

イルド                       （訳【東近江市立能登川中学校 田辺百合香】） 
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Team Building – Together, we’re stronger 

Eigenji Junior High School: Carla Luisa Guzman De Freitas 

  

“感無量” (Kanmuryo). I remember a former Kyoto-sensei saying this 

word, as we all stood together in a circle. The other teachers and I had 

just finished returning from a trip to an island called Himakajima, 

based in Aichi Prefecture, close to Nagoya. Participation in team 

building activities was something we very much prided in doing. We 

got to learn a lot of interesting, fun facts about each other, the area we 

were visiting, and the activities we were doing. Most importantly, we 

formed and maintained a tight bond together. 

 My school continues to do many team building activities. The 

team building activities are often crafted by a teacher passionate about the activity. Team building 

events has taken us to a tea shop in the mountains, where we learned the history about the locally 

grown green tea. Other times we remained on the school grounds and facilitated growth of vegetation 

like mushrooms, strawberries, tomatoes, etc. We participate in sport competitions between our 

teachers or work together to win against another school. We’ve completed various puzzles and 

guessing games; we’ve even had events where we’ve made drink coasters out of thick tree branches. 

Regardless of the activity set, there were always important lessons left for us to keep in our hearts.  

 I would like to try and plan an activity for my colleagues before my departure in Japan, as 

I have had so much fun learning about each colleague, and about Japanese culture. I hope to leave 

them with as full a heart as they have done for me. 

 

チームビルディング ー 共に、より強く 

東近江市立永源寺中学校 ：カーラ・ディフレイタス・ルイサ・オリベイラ 

 「感無量」。私たちみんなで円になって顔を向かい合わせているときに、前任の教頭先生が言ったこの

言葉を覚えています。他の先生方と私は愛知県の名古屋市の近くにある日間賀島という島からちょうど

帰ってきたときに言われた言葉でした。チームビルディング研修への参加は、とても誇らしいことでし

た。私たちが訪れた地域や行った研修のそれぞれについて、たくさんの興味深くおもしろいことを学び

ました。特に大切なことは、私たちは共に堅い絆を結んだということです。 

 私の学校は、多くのチームビルディング研修を行い続けています。チームビルディング研修は、研修

に熱心な先生によりいつも手掛けられています。あるチームビルディングの行事では、山にあるお茶屋

に行き、そこで私たちは地元で育った緑茶の歴史を学びました。別の機会には、学校のグラウンドに残

り、きのこやいちご、トマトなどの植物の栽培をしました。また、先生方とスポーツの大会に出場し、

他の学校に勝つために一緒に練習したこともありました。いろんな種類のパズルを完成させたり、推測

ゲームをしたり、太い木の枝から飲み物のコースターを作ったりもしました。活動の内容に関わらず、

私たちの心に残り続ける大切な教訓がいつもありました。 

 私は、同僚のみんなや日本の文化について本当に楽しく知ることができたので、日本を発つ前に、私

が同僚たちにアクティビティを計画してみたいです。彼らが私にそうしてくれたように、彼らを心が満

ちた状態で残したいと思います。 

(訳【本人】) 

 

 

 

2 
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Closure 

Funaoka Junior High School: Christian A. Fusco 

 

Year five. My final year on the JET Program is here, 

which also marks the end of my time in Japan. Now I'm faced 

with big questions: how can I find closure and move forward 

from Japan? How can I fulfill any dreams that I haven't 

already? Further, how can I share Shiga and Japan with the 

world beyond my time living here?  

Places. I've seen more nature, cities, and other cultural landmarks in Japan than in my 

home country of the U.S.A. I've spent meaningful time in cities like Kyoto, Osaka, Tokyo, Nara, and 

Hiroshima. I've also done unexpected but amazing things, including exploring Miyajima, hiking Mt. 

Ibuki, climbing Fushimi Inari, seeing tanuki in Shigaraki, and cycling around Lake Biwa. I aim to 

soon enjoy the contrasting climates of Hokkaido and Okinawa. I don't know when I can next visit 

Japan, so my goal is to experience as much as I can and later answer questions about remarkable 

places in Japan. I also hope to sate my newfound love of hiking. 

People. Unfortunately, most people I've formed strong connections with in Japan are not 

Japanese. Although language isn't much of a barrier for me anymore, I still don't know many 

Japanese people I can connect with outside the workplace. My experience of Japan and its cultures 

doesn't have to end when I leave, and people can help me do that. Before I leave Japan, I hope to 

connect with more Japanese people for friendship, cultural exchange, Japanese practice, and job 

opportunities.  

Things. Tickets from art museums, zoos, and parks; ceramic Chinese zodiac animals made 

by a local artist; a Balinese güiro from a pawn shop; these are things I have collected and can tell 

stories about. I hope to capture my less-tangible impressions of life in Japan through filming a sort 

of self-interview, as my memories and ideas of Japan will deteriorate with age and experience. These 

artifacts will help me and others experience Japan without having to be here. 

Coming to Japan has changed my life - the ways I speak, live, and think. I'm lucky to have 

come here as young as I have. While my job nor life are perfect, leaving will be heartbreaking. These 

loose goals are my way of wrapping things up and moving on. Although my first years as an expat 

in Japan were confusing and intimidating, my final year will be the toughest yet. 

 

締めくくり 

東近江市立船岡中学校 クリスチャン・フスコ 

5 年目。今年が私の JET プログラムの最後の年であり、日本で過ごす時間も最後と言えます。今、私

は大きな問題に直面しています。どのようにすれば終止符を打ち、日本からまた先に進むことができる

のか。どのようにすれば、まだ叶えられていない夢を実現することができるのか。そして、どうすれば

ここでの私の生活を越えて、滋賀県と日本を世界に伝えることができるのか。 

場所について。私はこの日本で、アメリカの私の故郷よりもたくさんの自然と街と文化的な建造物を

見てきました。京都府や大阪府、東京都、奈良県、そして広島県などで有意義な時間を過ごしました。

さらに、宮島の探索や伊吹山でのハイキング、伏見稲荷を登ったり、信楽でタヌキを見たり、琵琶湖の

周りをサイクリングしたりなど、予想もしないような、しかしすばらしい出来事もありました。そのう

ち、沖縄県と北海道の気温の差も楽しみたいと考えています。次に日本を訪れるのはいつなのか、まだ

わかりません。だから、私の目標はできるだけ多くの経験をし、日本の優れた場所についての質問に答
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えられるようにすることです。加えて、新たに感じたハイキングの楽しみを堪能したいと思います。 

人について。残念ながら、日本で深い関係を築いた人の多くは日本人ではありませんでした。言葉は

私にとってもはや障壁とはなっていませんが、職場外で関係を築いた日本人はまだいません。日本や日

本文化についての私の経験は、この国を去る時に終わらせなくとも良い訳ですし、日本の皆さんがそれ

らを経験する私を助けてくれます。日本を出る前に、友情を育むため、文化交流のため、日本語の練習

や雇用の機会のためにも、さらに多くの日本人と繋がりたいです。 

もの・ことについて。美術館や動物園、そして公園のチケット、地域のアーティストによる干支の動

物の置物や質屋にあったギロ。これらは私が集めてきたものであり、話の話題になるものです。年齢や

経験とともに、日本での記憶やアイデアが劣化してしまうので、自身の分析を記録に残すことで、日本

での生活でまだ感じたことのない気持ちを持っていたいです。これらの品が、日本にいなくとも、この

国を経験するのに役立つでしょう。 

日本に来たことで、私の人生は一変し、話し方、生き方、考え方に変化を与えました。まだ若いうち

にここに来ることができ、幸運です。仕事も生活も充実しているので、日本を出ることがとても悲しい

です。これらのゆったりとした目標が、物事をまとめ、先に進む私の方法です。私の日本での初めの年

は混乱し、おどおどとしていましたが、最後の年は、良い締めくくりとするために、今までで一番タフ

な年になるでしょう。 

（訳 【東近江市立船岡中学校 教諭 山脇 早貴】） 
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Let’s Return to Normal 

Gokasho Junior High School: Derek Spence 

I have been living in Shiga for about four years. I remember my time spent 

in Shiga during the first two years prior to the pandemic. It was full of excitement 

and adventure. I participated in Japanese festivals, tried on traditional Japanese 

clothes, spoke with locals, and even won a Japanese speech contest for foreign 

learners. Life after the epidemic was a rollercoaster of emotions and challenges 

that I learned to overcome.  

I witnessed such a drastic change in social life during my second year in 

Shiga that I was unsure how my role as an ALT would be affected. At the time, classes were canceled 

for months, along with my favorite Japanese events such as school festivals and local festivals. 

Fortunately, I continued enjoying my life in Japan. As time passed, life in Shiga started gradually 

returning to normal. For example, my school was able to hold annual events such as culture festivals, 

sports days, and school trips. I revisited local events such as the Sagicho Fire festival in Omi-

Hachiman and the Illumination event at Eigenji Temple. In Yokaichi, local restaurants started 

offering menus with take-out options and separated seating arrangements. I am glad that people 

follow safety measures so that others can safely enjoy the activities that were once available before 

the pandemic. I can go to festivals and speak with locals. I even participated in a local tea-ceremony, 

where for the first time I was allowed to pour the tea and drink it myself. One experience that I will 

always remember occurred when talking to a young Japanese boy about the characters Kamen 

Raider and Spiderman. I told him about Power Rangers and Spiderman being from my hometown 

in, Queens, New York. We are two people from across the world at different ages, yet we have similar 

interests in things such as fictional characters and video games. I hope that everyone can have these 

kinds of unique experiences.   

                  戻りましょう       

東近江市立五個荘中学校:  スペンス・デレク 

滋賀県に４年間ずっと住んでいます。新型コロナウイルスが起こる前、初めの２年間の滋賀県で過

ごした日常生活を思い出します。興奮と冒険心に満ちていてとても楽しかったです。いろいろな日本

の祭りに参加したり、浴衣などを着たり、隣人としゃべったりして、日本語を勉強中の外国人のため

のスピーチコンテストでも 1 位になりました。感染拡大後、ジェットコースターのように悩みや挑戦

などが増えたり減ったりしましたが、なんとか乗り越えられるようになりました。 

２年目の途中に、ALT としての役割がどれくらい影響されたか不安になるほど、突然に日常生活が

非常に変わってしまいました。その頃、何ヵ月間もずっと授業が中止になったり、同時に好きな学校

行事や日本の祭りなども中止になったりしました。しかし、何とかして日本での生活を続けて楽しむ

ことができました。時間が経つにつれて、だんだん日常生活も普通の状態に戻りつつあります。例え

ば、学校の行事、文化祭、体育大会などが行われ、近江八幡にある左義長（さぎちょう）祭りや永源

寺にあるライトアップというイベントにも行けるようになりました。八日市にあるレストランでは持

ち帰りメニューや少し離れた座席が用意されるようになりました。元々あった活動を楽しめるように

みんなが協力して安全な対策を講じていて、僕はうれしく思います。祭りに行ったり隣人としゃべっ

たりすることができます。最近は、茶道体験に参加できて、初めて自分でお茶を準備して味わいまし

た。決して忘れられない思い出は、仮面ライダーとスパイダーマンについて日本人の少年と話したと

きのことです。パワーレインジャーズのこととスパイダーマンは僕と同じ出身であることを彼に教え

ました。出身も年齢も全く違っていても、登場人物やゲームなどの同じ興味を持っています。このよ

うな経験を皆さんも感じられるといいなと思います。    (訳[本人]) 
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A Time to Reminisce 

Koto Junior High School: Kevin Kelly Guzman 

      It’s that time of year again. When I find myself thinking and writing 

of the time past. This time however, I find myself writing what will be my last 

essay while on this program. It’s hard not to reminisce; impossible not to look 

back on some of my experiences while living here in Japan. These last few 

months have been a good reminder of why it was that I decided to come to 

Japan in the first place. 

Architecture was the main driving force behind my wanting to come 

to Japan. I’ve had the amazing opportunity to not only experience beautiful 

Japanese architecture, but to also experience its culture. Both are directly correlated, “architecture 

is culture made physical.” Living here has given me firsthand experience that I would not have had 

the privilege of experiencing, should I have come here for only a short period of time. 

Though I’ve visited many places, seen a lot of things, and generally been through a lot, what 

I hold most dear are the moments spent with the people I’ve met; most importantly, my students. 

These are the memories that will stick with me for many years to come. It gives me great joy knowing 

that I was able to help and touch the lives of some students in a meaningful and positive way. I can 

only hope that they think of me fondly when they look back on their school days. 

There are still many things that I would like to do before my time here in Japan is over. 

The pandemic hasn’t been helpful in that regard. Unfortunately, a lot of things that I wanted to do 

were put on hold because of it; this is time I won’t get back. There are too many places to visit and 

things to see for me to be able to experience everything I would like to. That just means that I have 

more reasons to come back to Japan, sometime in the future. 

         思い出にふける時間 

                       東近江市立湖東中学校:ケビン・ケリー・グズマン 

今年も過去を思い返して書くときがやってきましたが、今回は最後のエッセイとなります。日本にい

る間に私が経験したことを思い返さずにはいられません。ここ数か月間は、なぜ私が最初にこの国に来

ることを決めたのか思い出す日々でした。 

 日本に来る主な原動力となったのは建築でした。美しい日本建築だけでなく、その文化を体験する良

い機会がありました。その２つは直接関連しており、建築は物理的に文化に築かれていると思います。

ここで過ごして、短期間では体験できないことを直接体験することができました。 

 多くの場所を訪れ、多くのことを見て一般的に経験しましたが、最も大切なことは出会った人との時

間です。特に大切なのは生徒たちであり、今後も私の心に残るでしょう。有意義な方法で生徒の生活に

触れ、助けることができ、大きな喜びを感じています。彼らが学校生活を振り返ったとき、私を懐かし

く思い出してくれることを願っています。 

 日本での生活が終わる前にしたいことはまだまだありますが、残念ながらパンデミックによりできま

せんでした。これは取り戻せない時間です。行きたい場所や見どころが多すぎるということは、将来ま

た日本に戻ってくる理由がもっとあるということです。 

                            (訳【東近江市立湖東中学校 教諭 安田真莉菜】) 
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A Retrospect of Winter 2021 

Aito Junior High School : Raisa Dominique G. Perez 

 As someone from a tropical country, Japan’s winter season was 

one of the Shiga life experiences I was looking forward to. From that 

childlike excitement during the first snowfall to the majestic snow-

covered rural scenery, it was instantaneous love between me and the 

winter season. Despite the minor challenges that come with it, such as 

finding the balance to walk on ice or melting snow and putting on layer 

upon layer of clothes, there are still more reasons to appreciate winter. 

Thus, I would like to share the life lessons that my first Higashiomi 

winter experience has taught me. 
Choose Hope. The winter season may prolong life’s waiting moments or delays. Yet, instead 

of magnifying life’s uncertainties, choose to radiate hope and sustain that optimistic feeling like 

when playing with snow. Heal your hurt and pains. The presence of winter teaches us the value of 

healing. Allow the radiant light of forgiveness to melt your hurt and pain. This will enable us to 

realize so many good things about life. Illuminate a life of joy and gratefulness. In the frosty crisp of 

winter, we get to discover the real essential things in life - family, friendships, and basic needs of air, 

food, clothes, and home. As long as we have these things, we are blessed; we have all the reasons to 

be joyful and grateful. Listen to yourself and find peace. Having those quiet moments encourages us 

to connect with ourselves. This fuels us to make better decisions, resolutions, and reflections that 

reinforce the peace within us. Let go of your anxieties, worries, and doubts. Winter is a season of 

preparation and growth. It is not a season of getting stuck. Establish a productive rest and make the 

most out of this season. Slow down and do not rush. Good things take time. Savor life’s simple 

pleasures and cherish the moments that truly bring joy - you can strengthen relationships with your 

family and friends, find a hobby, or learn a skill. 
Winter 2021, thank you for your distinct chill that warmed my soul. May these winter 

CHILLS warm your soul as much as they warmed mine. 

2021年冬の回顧                             

東近江市立愛東中学校 : ライサ・ドミニク・ガルシア・ペレツ                                          

南の国から来た人たちと同様に、私が体験したいと楽しみにしていたことの一つが日本で過ごす冬で

ある。初めての雪が降り、雪で覆われた雄大な田舎の風景に子供のようにはしゃぎながら、私は冬にす

ぐ恋に落ちた。氷の上で倒れないようにバランスをとったり、重ね着をしたり、ちょっとしたチャレン

ジをすることはあっても、私にはまだ冬に感謝する訳がある。これから、最初に冬を過ごした東近江市

での生活から学んだことを皆さんに伝えたいと思う。 

 人生において、冬の季節は、じっと待つ時間であったり、それがいつまで続くかわからない不確定な

時期だったりと思うかもしれない。でも、不確実な所ばかりを取り立てて見るのではなく、希望を見つ

け、雪で遊んでいるときのように楽天的な気持ちを維持することのほうがずっと良い。冬の存在は私た

ちに癒しを与え、心の痛みや傷を癒やしてくれる。そのことで人生のたくさんの良いことに気づかせて

くれるだろう。そして、それは人生を楽しみや心地よさで彩るだろう。霜が降りるような寒い冬に、私

たちは人生の本質（家族、友人、そして酸素や食べ物、衣服や家という生きるために必要なもの）に気

づけるようになる。それらがある限り、私たちは幸せなのである。自分自身に耳を澄まし、心の安らぎ

を見つけよう。その静かな日と時は私たちが自分自身とつながることを勇気づけてくれ、私たちがより

良い決断や決意、反省をする原動力となる。不安や心配、疑いを手放そう。冬は準備と成長の季節であ

り、立ち止まる季節ではない。生産的な安らぎを構築し、この季節から多くのものを創造しよう。ゆっ
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くりで急がないこと。良いことには時間がかかる。人生のささいな楽しみを味わい、喜びをもたらす時

間を大切にすることだ。そうすれば、家族や友達との関係を深め、趣味を見つけたり、スキルを磨いた

りできるだろう。私の心を暖めた２０２１年の冬に感謝する。このような冬の季節は同じくあなたの心

も温めるかもしれない。 

(訳[東近江市立愛東中学校 : 黒川千里]) 
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Don’t Let History Repeat Itself  

Tamazono Junior High School:         

I remember taking Spanish every single year starting in elementary school. In elementary 

school it was fun, and I learned a lot about the language and culture. Our teacher even set up events 

during important holidays like “Day of the Dead”. Then I moved into junior high school. Our teachers 

kept quitting, one year we lost 3 Spanish teachers. I was taught the colors and days of the week 

about 4-5 times. Honestly, I don’t remember much from that time. Finally, I entered high school. 

Our teacher stuck her nose in the textbook and expected us to do the same. It was awful.  

So, coming to teach in Japan, I decided to channel my frustration about Spanish and try and 

make sure my students wouldn’t feel the same. As an ALT, I have the benefit of time. I have time to 

come up with, plan out, create, and execute games and activities. I do my best to make sure there is 

some aspect that all the students can enjoy. Whether it be racing their classmates, using special 

items, or a setback that effects everyone. The excitement I hear in their voices, the spirited reactions 

to winning or losing, and their eagerness to know what they will play next tells me that I was 

successful. 

I have a bitter resentment towards my Spanish teacher because I find it hard to try to learn 

Spanish. I hope that I’ve prevented my students from feeling the same way about English. I hope 

that even if they don’t fully grasp the language now, they will be able to try again in the future 

without a bad memory. 

                                       私の経験をバネにして（同じ思いをさせたくない） 

                              東近江市立玉園中学校:   

 私は小学校から高校までスペイン語を学び続けてきた。小学校での学びは楽しく、たくさんの言葉や

文化について学んだ。先生は「死者の日」のような重要な行事の期間は校内でのイベントを用意してく

れた。私が中学生になったとき、スペイン語の先生たちは辞め続け、1 年で 3 人の先生が去っていった。

中学校で 4、5 回しかなかった授業で私が学んだのは、色の名前と曜日だけだった。正直言って、中学

校の授業内容は覚えていない。そして高校生になった。高校の先生たちはただ教科書を読む授業を展開

し、活動は生徒であった私たちが楽しめる授業ではなかった。そして先生たちは私達にも教科書をただ

読むことを求めてきた。それは恐ろしいものだった。 

 私が日本で教えることになった時、私が経験したスペイン語の授業での挫折を変えたい、日本の生徒

たちが、楽しめる、そして記憶に残る英語の授業を作ろうと決めた。ALT として授業を準備する時間が

たくさんある。授業内容のアイディアを思いつくと、計画し、小道具やパソコンでの教材を作り出す。

そしてゲームや活動を実行する。その教室にいるすべての生徒が楽しんで授業を受けている光景がある

ことを実感できるため、私は全力を尽くしている。クラスメイトと競い合う活動だとしても、特別な小

道具や、全員に関係がある道具を取り入れ、全員が参加していることを実感できるようにしている。こ

れまでに様々な活動を実践した。生徒たちが嬉しそうに話す声、勝って喜び、負けて悔しがる様子、次

の授業はどんなことをするのだろうというワクワクした様子を見ると、生徒が私の授業を、そして英語

を楽しんでくれていると教えてくれる。 

 今でもスペイン語への興味はあるが、学ぶことが面白くないという気持ちが勝ち、私は先生につらい

怒りを持っている。私は、自分の生徒たちが「英語」という言葉に対して拒絶してしまわないようにし

ていきたい。そして、今は英語が苦手と思う生徒たちがいても、英語に対して嫌な思いを持ったままで

はなく、将来もう一度英語を学んでみたいなと思ってくれるように私は願っている。 

                                       (訳【東近江市立玉園中学校:森 朋子】) 
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Mahalo Higashiomi  

Seitoku Junior High School: Tia Bryant 

 

 

It’s been a challenging, yet exciting 4 years. I scrolled through 

the pictures on my phone to look back at all the memories. And all I 

can say is, man look how far I’ve come!  

My first year in Higashiomi was tough. I am from Hawaii, and 

I had never seen snow, let alone worn a coat in my entire life. So, I 

found getting through the cold winter in Japan extremely difficult. I 

was so cold that I wore a jacket under my winter coat, as well as 5 layers of clothing under the 

jacket. I looked ridiculous. But, to my surprise, I adapted! Last year, I only wore a thin winter coat 

and 2 layers underneath. And that’s not all that’s changed. 

The neighborhood children, who were once too shy to greet me, now always yell “Hello!” or 

“Aloha!” I’m glad I found the courage to introduce myself to the parents. I was allowed to play with 

the children. The pandemic finally pushed me to break my habit of staying home. I started finding 

new hobbies, hiking, and exploring the town. Which resulted in me finding some cafés with amazing 

food. I also befriended the owners. 

As for school, my fear of going to a quiet class turned into looking forward to the challenge of 

getting them to smile and have fun. I went from eating alone during school lunch to going to a 

different classroom each day to eat (this was before the pandemic, of course). I was so awkward and 

struggled to hold a conversation with the teachers. Now, I have leveled up my conversation skills 

enough to go out and have dinner with them. I even became good friends with a select few. 

Even with the pandemic, I can say I have made the most of my time here in Higashiomi. I’ve 

grown for the better. However, I still have many things I haven’t been able to do. And honestly, there’s 

still a part of me that wonders whether I’ve made the right decision to leave. But sometimes it’s 

important to take a leap of faith. I am truly grateful to everyone here who treated me with so much 

kindness. I’ve come this far because of all of you. And I hope to spread the love I was given here in 

Higashiomi wherever I go. Mahalo everyone for all that you’ve done for me. A hui hou, mala pono! 

 

                 マハロ東近江 

東近江市立聖徳中学校:  ブライアント・ティア 

挑戦的で刺激的な４年間でした。私は自分の携帯をスクロールして、今までの思い出を振り返りまし

た。そして思うのが、「ワォ！ここまでこられたんだ！」 

東近江市での最初の年は大変でした。私はハワイ出身で、コートを着るどころか、雪も見たことがあ

りませんでした。日本の寒い冬を乗り切るのが非常に難しかったです。とても寒かったので、ウインタ

ーコートの下にジャケットを着て、その下に服を５着も着ていました。私は変に見えたでしょう。しか

し、驚くことに、私は慣れることができました。去年、私は薄いコートとその下に２着しか着ていませ

んでした。その他にも色々変わったことがありました！ 

当時、恥ずかしがり屋で私にあいさつできなかった近所の子供たちは、いつも「ハロー！」か「アロ

ハ！」と声をかけてくれるようになりました。たくさんの子供たちのご家族に自分から自己紹介をする

勇気を得られてよかったです。おかげで子供たちと遊ぶことができました。私はいつも家にこもりがち

でしたが、新型コロナの影響でストレスがたまり、外に行くようになりました。そこで、色んな趣味を

見つけたり、ハイキングをしたり、市内を冒険したりしました。その結果、素晴らしい料理を提供する
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カフェをいくつか見つけました。オーナーさん達と友達にもなれました。 

学校に関しては静かな授業に行くことが恐怖だった私は、子供たちに笑顔で楽しんでもらいたいとい

う目標をもって授業に臨むようになりました。給食を一人で食べていましたが、毎日いろいろな教室に

行って食事をするようになりました。（もちろん、コロナの前のことです）私はとてもぎこちなく、先生

と会話を続けるのに苦労しました。ですが、今の私は先生たちと外食できるぐらいの会話スキルにレベ

ルアップしました。仲のいい友達もできました。 

コロナの状況でも、東近江市での時間を最大限に活用できたと思います。私はよりよく成長すること

ができました。しかし、まだできないことがたくさんあります。正直、今年でやめてよかったのだろう

かとまだ悩んでいる自分がいます。でも、がむしゃらに信じて進むのも大切です。とても親切に接して

くださった皆さんに心より感謝しています。皆さんのおかげでここまでこられました。そして、ここ東

近江市で与えられた愛をどこへでも広めたいと思っています。今までマハロ。（ありがとう） 

アフイホ、マラマポノ！（さようなら、お元気で！） 

 

(訳【東近江市立聖徳中学校:梅本 亜佑子】) 
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The Seasonal Beauty of Shiga 

Choo Junior Highschool: Tyler Lawrence 

I imagined Japan as a country of metropolises with streets that 

are overcrowded with busy people. When I arrived, I was met with 

a landscape, like the one that I lived back at home. A countryside 

area filled with farms. I was disappointed to see that Gamo was 

not a bustling city. However, as I explored areas in Shiga, I found 

places that made Shiga memorable, for its seasonal beauty. 

By living in Shiga, I learned that it is a gorgeous prefecture. 

Shiga is abundant of breathtaking landscapes and places. In the 

summer, while walking around Gamo, I found picturesque wheat 

farms and rolling hills as far as the eye can see. I visited Eigenji temple in the fall. It’s an expansive 

temple with a grandiose presence surrounded in colorful fall foliage. During the wintertime, from 

outside my apartment’s window, you can see glistening snowcapped hills. In Omi-Hachiman, a city 

in Shiga, I rode Mt. Hachiman’s cable car to the top of the mountain. From there I saw the sleek 

winter landscape of the city. When I traveled around Gamo without a goal in mind, I discovered a 

park with vibrantly blooming cherry blossoms in the spring.  

If you properly take the time to explore Shiga, you too can find beauty. Don’t assume how a place 

will look the same way I did when I first came here. All sorts of scenic places can be found here. Use 

your time wisely here in Japan, once you leave, you won’t have another chance to see sites like these 

again.  

 

                  滋賀県の季節折々の美しさ 

                    東近江市立朝桜中学校 タイラー・ローレンス 

 私は、日本の印象は、多忙な人々で混み合った大都市を想像していました。しかし私は、滋賀県の蒲

生という小さな田舎町で生活することになりました。蒲生は、自分の故郷と同じくらい田舎で、田園風

景が広がっていました。蒲生は、にぎやかな町ではなかったので少しがっかりしました。しかし、滋賀

の様々な地域を旅するにつれて、滋賀の季節折々の美しさを発見しました。 

 滋賀で暮らす中で、滋賀の魅力をたくさん見つけました。滋賀は、豊かな美しい景観や場所にあふれ

ています。夏に、蒲生を散歩してみると、麦畑や緩やかな丘が広がっており、美しい景色と出会いまし

た。秋には、永源寺を訪れると、色とりどりに染まった紅葉につつまれた壮大な寺を見ることができま

した。冬の間は、家の窓から雪化粧した山々を眺めることができました。また、近江八幡では、ロープ

ウェーにのり、八幡市内の冬景色を楽しむことができました。春には、蒲生周辺を散策していると、桜

が満開の公園を発見しました。 

 滋賀を旅する時間があれば、あなたも滋賀の美しさに気付くことができます。様々な絶景がここ滋賀

で、楽しむことができます。日本で、過ごす時間を大切に使い、様々な場所を訪れてみてください。 

 

                  （翻訳 東近江市立朝桜中学校 教諭 服部 藍） 
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Living the Inaka life part two 

Koka Junior High School: Cameron Stuart Hart 

Another year has passed here in little Koka, Shiga. However, in just over two 

weeks, I will embark on my first trip outside of Japan in three years. 

Destination; Home. 
 It`s hard to believe that three years have passed since I first arrived here in 

Shiga. Time truly does `fly` as they say.  I`ve been presented with a great deal 

of challenges since then; adapting to living and working in Japan, learning to 

become a better teacher, and the biggest of all, living thousands of miles from 

home during the time of Covid-19. 
 It seems Japan is finally shedding its strict Covid-19 measures and opening up to the rest of the 

world, thus finally making my visit home possible. The question on all of my family and friends lips 

however, is when I will be back for good? 

 Even after living in Japan for several years, I feel no closer in deciding the next steps. As a result 

of growing geo-political and economic issues arising not just in The UK but around the World, future 

prospects seem to be unclear. For the time being, I will continue living my life as humble ALT and 

making the most of opportunities and challenges that come my way. Whether that be working 

towards a Japanese motorbike license, writing my book, playing for the best (well, actually the only) 

rugby team in Shiga, or simply working hard at what`s in front of me at school. At least for a little 

longer, it`ll be the inaka life for me.  

 

田舎暮らしパート２ 

甲賀中学校：キャメロン・ハート 

小さな田舎町甲賀で、さらにもう一年が過ぎようとしています。でも、この２週間は、３年ぶりに帰

国できることで頭がいっぱいです。ようやく、家族に会えます！ 

僕が、初めて滋賀に来てから、もう３年もたとうとしていることが信じられません。みんなが言うよ

うに、時間は、本当にあっという間に過ぎていくんですね。ここにきてから、たくさんのことを、何と

かやってきました。日本で一人暮らしをすること、働くということに慣れること、そしてよりよい先生

になろうと勉強したこと。なんといっても、一番大きかったことは、コロナウイルス感染症で、何千マ

イルも離れた家族のいる場所から、アパートで一人で過ごさないといけなかったことです。 

ようやく日本でも、厳しいコロナウイルス感染症措置が解除され、海外への渡航が可能になってきま

した。おかげで、ようやく僕は帰国できることになりました。でも、僕の家族や友人は、いつも、いつ

帰ることがよいのか、ということを言われます。 

今、数年日本で過ごしましたが、今後、何をどのようにしていくのか、僕にはまだ何も考えられてい

ません。イギリスだけでなく世界的な視野で物事を見たり考えたりする必要がありますが、僕の将来の

展望はまだ明確ではありません。今のところ、僕は、地味に ALTとして過ごし、そして自分に与えられ

た機会や挑戦を続けていくのかな、と思っています。日本のバイク免許取得のために勉強したり、自分

の本を書いたり、滋賀県 NO1（実際には１チームしかないのですが）ラグビーチームで頑張ったり、学

校の仕事を頑張ったり。しいて言えば、あと少し田舎生活が延長するということですね。 

 

(訳[甲賀中学校:竹野史子]) 
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Shine       

Shiroyama Junior High School: Lorin Davis  

After school clubs are a large part of student life in Japan. After school and on 

weekends students are playing sports, making art, studying science and more. 

They are so a part of the school culture that afterschool clubs are often 

represented in comics, animation and film. 

 

 They are a space outside of the classroom, where students reveal new pieces 

of themselves. I have found that 

sometimes students who may not be confident in the English 

classroom are more at home in their chosen club activity. A 

student who is unable to speak up in a large class, finds the 

confidence to speak with me one on one.  

  

I have been a member of my junior high school art club for 

almost three years now. I have watched it drop down to as 

few as three regular members and soar up to nearly eighteen 

regular members as of this year. Our art club is a diverse mix 

of student personalities and interests. Their friendly and outgoing nature is absolutely infectious. I 

enjoy working together for different events like painting an ocean on a stairwell for Sports Day, 

putting together the gallery for culture festival, drawing animals at Kyoto zoo and visiting local art 

galleries to see student work. As an English teacher with an art background, it’s been a unique 

opportunity and a delight. The art club is a warm and bright place where English is sometimes used 

playfully and students who might not quite fit-in elsewhere shine all the same.                                                         

                           

                           光 

                    城山中学校:  ローリン・ディビッス 

部活動は日本では学校生活の大きな一部である。放課後や週末に生徒たちはスポーツをしたり、

美術品を作ったり、科学を学んだりなどする。漫画やアニメ、映画でもよく描写されるほど、部活動は

学校文化の一部となっている。 

   部活動は授業の外の空間で、生徒たちが自分の新しい側面を明らかにする場所である。英語の授

業であまり自信のない生徒が、自分が選んだ部活動ではよりくつろいでいる姿を時々見る。大きいクラ

スで発言ができない生徒が、私と一対一で話す自信をつけている。 

    約三年間、私は中学校の美術部のメンバーである。部員が三人しかいなかったときもあるが、今

年は十八人もいる。私たちの美術部は生徒の個性と興味の多様な組み合わせである。彼らのフレンドリ

ーで外向的な性格は確実に周囲に影響を与える。私は美術部と一緒に様々なイベントを楽しんでいる。

例えば、体育祭のために海の絵を外の階段に描いたり、文化祭ために生徒の美術品のギャラリーを作っ

たり、京都動物園で動物をたり、地元の生徒のアートギャラリーを訪れたりする。美術の経歴を持つ英

語教師としては、ユニークな機会であり楽しみでもある。美術部は、時に英語がわいわいと飛び交う温

かく明るい場所である。そして、おそらく他の場所では適応が難しい生徒たちも同じように輝いている。 

(訳[城山中学校:杉谷なる実]) 
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Job(s)  

Minakuchi Junior High School:  

Throughout these 4 years, it turns out that I’ve slowly been picking up odd jobs and 

accumulating strange knowledge. 

I know where all the club keys are and how to retrieve the student tablets. I can help serve 

lunch and I help the students get theirs. I help set up the schedule boards for the teachers and 

students as well as make my own schedule sometimes. Then recently, I have translated papers from 

Japanese to English for the parents who cannot speak Japanese. They all seem like small things but 

together they make a difference. I thought I had one job but it turns out I have many. 

 Through these jobs, I have created more responsibility for myself and it’s satisfying to know 

that my co-workers, English teachers or otherwise, are able to rely on me for tasks outside of 

preparing for class. Not only is this good Japanese practice, but also I get to build deeper connections 

with the staff and students. And, to my surprise, at the annual meeting with the superintendent, 

my, now former, principal presented all the things I do in and out of class. I was moved to hear what 

his impression was of me, my classes and all my odd jobs. He had been taking notes about my actions. 

I didn’t think do those jobs to be noticed. I just thought they were fun. 

 All of these small things have left unintended impressions on my school and it’s been a very 

rewarding experience for me. I feel like I am truly a part of my school and I’m able to give valuable 

contribution to it. I would recommend anyone to learn the small things to get a big reward. 

                                                            （たくさんの）仕事 

水口中学校: 

  私はこの４年間を通して私は小さな仕事を引き受けることでたくさんの知識を得ていることがわか

りました。私は部活のカギがどこにあるか知っていますし、授業で使う生徒用のタブレットの借り方と

返し方も知っています。先生の給食を配膳し、生徒が給食の準備をすることも手伝います。時間割黒板

の準備をしたり、時々自分のスケジュールを作ったりもします。最近では、日本語を読めない保護者の

ために書類を日本語から英語に翻訳しました。それらはすべて小さなもののように見えますが、一緒に

すると違いが生じます。英語を教えることだけが私の仕事だと思っていましたが、その他にもたくさん

の仕事がありました。 

これらの仕事を通して、私の仕事に責任を持つようになり、同僚や英語の先生たちのことを知ること

ができましたし、授業以外のことでも私を頼ってくれるようになりました。日本語を学ぶための良い機

会になるだけでなく、同僚や生徒ともっと深い関係を築くことができます。ある会議で前校長先生が教

育長に私の授業や、授業以外での頑張りについても話をしてくださり、とても驚きました。校長先生の

私の仕事に対する印象について聞いてとても感動しました。私のしていることをメモしてくださってい

ました。気づいてもらっているとは思っていませんでした。私はこれらの小さな仕事がとても楽しいで

す。 

これらの小さなことすべてが私の学校に良い印象を残し、私にとってとてもやりがいのある経験とな

りました。私は学校の一員になれたと感じ、価値のある貢献ができたと思います。私は良い経験を得る

ために、どんな小さな仕事にも挑戦することをお勧めします。 

                                                                

                                            (訳 水口中学校：池内・真弓) 
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Life in Shiga: Nature and Beauty 

Shigaraki Junior High School: Sophie Nevel 

      I have only lived in Shiga for 7 months – I arrived here in October of 2021. However, I have 

had the immense pleasure of exploring quite a lot of it in my short time here. From Hikone Castle 

to Ishiyama-dera temple to Shigaraki’s Keimei Falls to Lake Biwa, Shiga prefecture is rich with 

abundant nature and gorgeous historical treasures. Life in Shiga is often slow and quiet, and as 

someone from Chicago, a massive metropolitan area in the United States, life in Shiga is 

wonderful. I feel so fortunate to live side-by-side with Japan’s four distinct and beautiful seasons 

while I acclimate myself to life and work here. I have dreamed of living in Japan, in a place like 

Shiga, for all of my life, and now, I am living in my dreams. Truly, I feel like the luckiest person 

in the world to live in Shigaraki, which has been an artists’ community in Shiga for hundreds of 

years, and to have the opportunity to experience all that Shiga has to offer. At work, I am comforted 

by gorgeous views of mountains and trees as I teach English with my fellow teachers. Walking to 

and from the schools that I teach at, I am amused by hundreds of tanuki statues and ceramic frogs 

as I wave hello to my friendly students. The land that I come from is completely flat, with no 

mountains at all. Because of this, every time I ride a train or drive my car through the rolling hills 

of Shiga, I am completely awe-struck. Maybe some of the people who have lived here all their lives 

don’t notice each little unique part of Shigaraki, but I would like them to take the time to look 

around sometimes and be as amazed as I am. Every day in Shiga, I learn something new, and I 

experience something very different from my life back home. Every day in Shiga, I try my best to 

have meaningful exchanges with everyone around me. Every day in Shiga is a gift, and I will 

cherish my time here for all my life.   

滋賀での生活について―自然と美― 

      信楽中学校： ソフィー・ネベル 

私は 2021年の 10月に滋賀に到着し、ここに住んで 7か月しか経っていません。しかし、ここでの

短い時間の中でかなりたくさんの滋賀を探検できてとてもうれしく思っています。彦根城から石山寺、

信楽にある鶏鳴の滝、琵琶湖まで、滋賀県は自然豊かで見事な歴史的財宝が豊富です。滋賀での暮ら

しはしばしばゆっくりで静かなため、アメリカの大都市圏であるシカゴ出身の身としては、滋賀での

暮らしは素晴らしいです。ここでの生活と仕事に慣れる間、日本の四季折々の美しい季節と隣り合わ

せで暮らせて、とても幸運に感じます。日本の滋賀のような場所に一生涯住むことを夢見てきたため、

今は夢の中で生きているようです。滋賀の芸術家コミュニティが何百年もいる信楽で暮らし、滋賀が

提供するすべてを経験する機会を持っているため、私は世界で一番幸運な人のように感じています。

仕事では、同僚の教員と英語を教えながら、見事な木々と山々の景色に慰められています。私が教え

ている学校から学校へと歩いて行き来していると、フレンドリーな生徒とあいさつを交わしている間

に何百もの狸やカエルの陶器を見て楽しんでいます。私の出身地は完全に平坦で、まったく山があり

ません。そのため、滋賀のなだらかな丘を電車や車で走るたびにすっかり心を打たれてしまいます。

おそらくここにずっと住んでいる人々の中には、信楽の持つそれぞれの小さな個性に気づかない人も

いるかもしれませんが、時々周りを見渡す時間をとって、私と同じように驚いてもらいたいのです。

滋賀での日々、私は新しいことを学び、そして私の故郷での生活と全く違うことを経験しています。

滋賀での日々、私の周りの人々と有意義な交流ができるように頑張っています。滋賀での日々は贈り

物であり、ここでの時間を一生大切にしていきたいです。 

(訳 信楽中学校: 中津春 ) 
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Elementary school 

 

Suijo elementary school: Devante Smith 

 

I have lived in Japan for five years. I should be leaving in this summer, but 

due the corona virus, my contract was extended by one year. I have had many fun 

experiences in Japan. I really enjoy teaching elementary school students. Being 

able to stay for one more another year makes me feel lucky. In this last year, I 

want to give the students many new experiences in English class. Not only related 

to English, but western culture as well. While these last two years have been very hard, I am happy I 

have had the chance to teach at elementary school. I look forward to my last year. 

 

                                    小学校      

                                    春照小学校:  デバンテ スミス 

私は日本に 5 年間住んでいます。今年の夏に帰国する予定でしたが、コロナウイルスの影響で契約が

1 年延長されました。日本では楽しい経験をたくさんしました。小学生に教えるのはとても楽しいです。

あと 1 年いられるのは幸せなことです。最後の 1 年は、英語の授業で子どもたちに新しい経験をたくさ

んさせてあげたいと思います。英語だけでなく、西洋の文化も含めて。この 2 年間はとても大変でした

が、小学校で教える機会を得たことを幸せに思います。最後の 1 年が楽しみです。  

                                                                

                                               (訳[春照小学校のデバンテ スミス]) 
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5th year in Japan and staying for another?  

Okinaga and Sakata Elementary Schools: Joshi Philips 

 

Even in my 5th year in Japan I am constantly learning new things and this is 

why I enjoy teaching so much. I like seeing new lesson plans and activities to use 

during class. Talking with my English teacher to make lessons better is always 

beneficial and helps improve future lessons. When a class goes well it makes it all worth it, because 

the activities were fun and engaging for the students to do. Life in school has seen some pre-COVID 

normalcy return but with COVID still hanging around we are not fully back to normal yet. I think 

the students have gotten used to the partitions and separation between their desks. But I do hope 

in the near future we can go back to what it was. I have decided to stay another year and I don’t 

think I would have if the people around me weren’t so warm and welcoming. I am very lucky to be 

placed in Maibara here in Shiga and I hope I can continue to make an impact here. 

 

『日本での５年目の年 そしてもう一年の滞在？』 

息長小学校・坂田小学校：ジョシ  フィリップス 

日本に来て５年目となる今年でさえ、私は常に新しいことを学び続けています。そして、それは私が英

語を指導していて楽しいと感じる理由でもあります。私は新しい授業案やアクティビティを見るのが好

きです。授業案改善のため、JTE と会話する時間はいつも有意義であり、話し合うことで未来の授業案

の向上に繋がります。子どもたちがアクティビティを楽しみ、やる気をもって活動すると、授業がスム

ーズに進行し、時間をかけて準備した甲斐があったと嬉しくなります。学校での生活はコロナ前の状態

へと戻りつつありますが、まだ完全に元通りにはなってはいません。子どもたちはもうパーテーション

や机の間隔をあけることに慣れてしまっています。しかし、私は近い将来、学校がかつての状態まで戻

れるよう願っています。私はもう一年、ＪＥＴプログラムの延長を決意しましたが、もし周囲の先生方

がこんなにも優しく、歓迎してくれなければ、その決断には至らなかったでしょう。私は滋賀県米原市

に配属されてとても幸運です。そして、これからも子ども達へ良い影響を与え続けられるよう願ってい

ます。 

訳〔息長・坂田小学校 竹本〕 
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Life in Shiga  

Ohara Elementary School: Kaleb Thompson  

Living in Shiga has been one of the best experiences of my life so far. I 

am so grateful and fortunate to be living in this beautiful prefecture. 

Some of the things I have enjoyed the most are the friendly people, 

delicious food and communicating with the enthusiastic students. 

When I first arrived in Japan 6 months ago I was very nervous and 

unsure if I will be able to make new friends and adapt to the new 

culture. However, in this short time I have managed to do both. I am 

constantly greeted by the kind teachers at my school and the funny 

students in class. Teaching has given me the opportunity to share my 

city, culture and country with the students and hopefully open their 

eyes to a new world. Secondly, the thing I enjoy about Shiga is its delicious range of food. I often go 

to Nagahama to eat Sushi, Shabuyou and Steak Gust. The waffles, salads, sauces, meat and rich 

curries are absolutely divine and I can’t stop sending photos of my food to my jealous friends back in 

New Zealand. Lastly, the thing I enjoy about Shiga is the kind, hard-working and dedicated teachers 

and students. The teachers around me are continuously pouring their heart and soul into teaching 

and I am honoured to be working with them to make enjoyable, practical and interesting lessons for 

the students. I look forward to exploring more places and teaching here next year! 

 

滋賀での生活について 

大原小学校: ケイリブ トンプソン 

滋賀での生活は今までの人生の中で一番楽しい経験となっています。この素晴らしい県に住むことが

できて本当に感謝しています。具体的には、優しい人に出会ったり、美味しい食べ物を食べたり、英語

の授業で熱心に取り組む児童たちとコミュニケーションができたことが楽しかったです。半年前に日本

に着き、新しい友だちを作ることができるかどうか、生活に慣れることができるかどうか、とても不安

でした。しかし、この短い間にも新しい友だちや仲間ができ、日本の生活にだいぶ慣れてきました。毎

日職場では優しく面白い先生たち、子どもたちが挨拶をしてくれます。ＪＴＥと教えることを通じて、

自分の街、文化、国を児童たちと共有し、児童たちが新しい世界に目を向けることができるといいなと

思います。他にも滋賀での生活で好きなところがあります。それは美味しい料理にたくさん出会うこと

ができることです。よく長浜の回転寿司、しゃぶ葉、ステーキガストへ行き、美味しいご飯を食べます。

ワッフル、サラダ、ソース、肉、そして濃厚なカレーは天国から来たように美味しくて、ニュージーラ

ンドにいる友だちに食べ物の写真を送っては羨ましがられます。もう一つ滋賀で楽しんでいることは、

親切で勤勉で献身的な先生と子どもたちとの生活です。私の周りの先生方は、心と魂を込めて教え続け

ており、そんな先生方とともに児童たちのために楽しく、実践的で、興味深い授業ができることを光栄

に思います。来年はもっと多くの場所を探索することや、またこの学校で教えることを楽しみにしてい

ます。                            

訳〔大原小学校 脇坂高志〕 
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From teaching in suburban America to rural Japan. 

Soyo Junior High School: Nadia Wendoline Rodriguez Ramos 

 Before coming to Japan in the midst of the pandemic, I 

taught American elementary school students in order to become a 

full-time teacher. However, I knew I had to complete my long-time 

goal of teaching English in Japan. My dream is to inspire and 

educate future generations about cross-cultural communication. 

Because of the coronavirus, I was on the verge of turning down an 

offer to teach English for the JET program. But I knew the pandemic 

was going to be here for a long time whether we like it or not.  

 Although my stay and experience in Japan was brief, my 

placement allowed me to teach grade levels I had never taught before, such as junior high school 

students and special needs students. For that I am grateful for the experience. While teaching in 

Japan, I came to understand that students are students no matter where they are in the world. 

Students have good days and bad days, and as teachers we need to understand our audience to 

provide them with the adequate material in order to help them advance. Working at Soyo JHS has 

inspired me to teach adolescence students, so when I return to the U.S.A. I will be working with 

high school students. I hope to incorporate what I learned in Japan into my American classroom. 

I will always cherish the wonderful memories I have of Shiga. 

 

                                       『アメリカ郊外での教師生活から日本の田舎町へ。』 

         双葉中学校：ナディア・ウェンドリン・ロドリゲス・ラモス 

パンデミックのさなかに来日する前は、専任教員になるためにアメリカの小学生を教えていました。

しかし、私の長年の目標である、日本で英語を教えるということをやり遂げなければならないと思って

いました。私の夢は、次世代にインスピレーションを与え、異文化コミュニケーションについて教育す

ることです。コロナウイルスのせいで、JET プログラムの英語教師としてのオファーを辞退する寸前ま

でいきました。でも、いやが応でも、パンデミックはずっと続くものだということを知りました。日本

での滞在期間と経験は短いものでしたが、私の配属先では、中学生や特別支援学校の生徒など、これま

で教えたことのない学年の生徒を教えることができました。その点では、この体験に感謝しています。

日本で教えているうちに、世界のどこにいても生徒は生徒であることを理解することができました。生

徒には調子のよい日とそうでない日もありますから、教師として聴衆である生徒を理解し、彼らが前進

するために必要な十分な教材を提供する必要があります。双葉中学校で働いたことで、思春期の生徒を

教えたいと思うようになり、アメリカに戻ったら高校生と一緒に働くことになりました。日本で学んだ

ことをアメリカの教室に取り入れていきたいと思います。滋賀での素敵な思い出は、ずっと大切にした

いと思います。       

       翻訳〔双葉中学校 教諭 林 香織〕 
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Teaching in Japan 

Maibara Elementary School:  

 

This year marks the beginning of my fifth and final year on the JET Programme. I have always 

enjoyed teaching English in Japanese elementary schools even though these past couple of years has 

been a little bit challenging because of Covid-19. As an elementary school ALT, the lessons usually 

involve more games to keep the children engaged. However, many of my go to English teaching 

activities and games needed to be changed or removed due to social distancing measures. 

Nevertheless, everyone has adapted and seeing the hard work that the children put in their studies 

makes it all worth it.   

Overall, my teaching experience in Japan has been great. Covid-19 has made a few things 

challenging but everyone has adapted well and seeing my student’s progress truly makes me happy. 

I look forward to teaching for another year. 

 

                                                           日本で教えること 

                       米原小学校:           

今年は、JET プログラムの 5 年目で最後の年です。日本の小学校で英語を教えるのはいつもたのしい

です。けれど、コロナでここ数年は教えるのが少し難しかったです。小学校の ALTとして、子どもたち

にゲームを楽しんでもらいたいと思っていますが、ソーシャルディスタンスに気をつけて行わなければ

なりません。それでも、子どもたちが一生懸命に取り組んでくれるので、私たちもうまく対応していま

す。 

全体的に私の日本での教育経験は素晴らしいものとなっています。コロナ禍で大変ではありますが、子

ども達の進歩はとても嬉しく思います。今後も楽しみながら英語教育に取り組んで行きたいと思います。                                                                    

 

（翻訳：本人） 
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Wildlife of Shiga 

Kosei Junior High School: Emma Harford  

I have lived in Shiga for three years now. Despite having grown intimately 

familiar with Japanese culture, I have not yet gotten used to the vast amount 

of critters here. Shiga is truly blessed with its wildlife, both big and small in 

their sizes.  

In the shallow waters of Lake Biwa, I have seen the funny whiskers of a 

catfish. Before a day of coming rain, I have seen swallows in flight swooping 

low. On the days pattering with rain, I have dutifully maneuvered around an abundance of leisurely-

paced snails with utmost care. Once in the thick mud of a rice paddy, to my astonishment, I have 

even seen the bubbling nose of a suppon. Within my apartment that I previously thought to be safe, 

I have felt true horror from a centipede rearing its monstrous head. Amongst the red leaves of 

autumn, I have seen crimson dragonflies and scarlet faced macaques. On hot days in the midst of 

summer, I have closed my eyes and let the nostalgic songs of cicadas whisk me back to childhood 

memories. On one particularly special day, I have felt the gentle giant that is the Japanese 

rhinoceros beetle crawl upon my hand with a docility I shall never forget.  

For these unforgettable experiences, I will be forever grateful for my time in Shiga.  

 

 

                滋賀県の野生動物 

高島市立湖西中学校 エマ・ハーフォード 

滋賀県に住んで３年になります。日本の文化に慣れ親しんできましたが、私は、ここのおびた

だしい数の生き物にはまだ慣れていません。滋賀県は、大小さまざまな野生動物に本当に恵まれ

ています。  

琵琶湖の浅瀬で、ナマズのおかしなヒゲを見たことがあります。雨が降る前に、ツバメが低く

飛ぶのを見たことがあります。雨が降る日には、 ゆっくり進むたくさんのカタツムリの周りを慎

重に歩いたことがあります。田んぼの中で、鼻から泡を吹いているスッポンを見て驚いたことが

あります。部屋の中で、怪物のようなムカデを見つけたことがあります。秋の紅葉の時期に、赤

トンボや赤い顔のサルを見たことがあります。夏の暑い日に、郷愁にかられるようなセミの鳴き

声を聞いたことがあります。ある特別な日に、私の手の上で大きなカブトムシのやさしい動きを

感じたことがあります。 

このような忘れられない経験をさせてくれた滋賀県に感謝します。      

                       (訳：本人) 
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Reflections on Lake Biwa 

Makino Junior High School : Ian Lake 

In my town of Makino, I pass Lake Biwa each and every day. Some 

days you can see the other side quite clearly. On others, the water lies flat 

and stretches onwards until its horizons blend with the sky. This is my 

favorite view of the water. It becomes a mirror and reflects without 

imperfection. I can see in it the cherry trees from Kaizu. I can see 

Chikubushima suspended atop itself in the blue of the sky. On still days 

just before it rains I can also see the lake grey as fog. My view of Lake 

Biwa cannot be separated from its surroundings. It is the sum of all that 

it reflects. 

 We are like a lake reflected. Our view across a lake is constantly changing. The lake puts 

on the vibrancy of the seasons, and takes on the movement of the birds and boats that skim across 

the water. So too is our image of ourselves changing with each new element of our lives. We should 

not see ourselves as removed from what is before us. Everything around us in some way defines 

our image. In my time here, the places I have been and the people I have met have greatly 

influenced me. I will carry these memories with me throughout my life, though I will continue to 

change. 

Some days when I gaze across Lake Biwa, the wind stirs up the surface. Nothing can be 

seen clearly in the waves. Then the wind settles, and all the colors of the sunset overhead are there 

in the water. As ALTs, we are but a part of the school’s wider picture, but we should not 

underestimate our impact on others. There are times when it seems that you have not made a 

difference. Then in a sudden moment, your own impact becomes apparent. These are the most 

gratifying parts of the job. Whether that impact is big or small, have faith that it is there. I will 

soon leave Makino, and leave behind Lake Biwa with that beautiful kaleidoscope of its reflection. 

But I will leave happy to have been – even briefly – part of that reflection. 

 

                      琵琶湖の思い出 

                       高島市立マキノ中学校 イアン・レイク 

私はマキノ町に住み、毎日琵琶湖のそばの道を通って学校へ行く。晴れの日、向かい側が明るく

見える。時々、水面は空と混ざるほど滑らかで水平線へ伸びている。これは一番好きな景色である。湖

面は鏡のように反射している。琵琶湖には海津の桜が見える。青空に浮いているような竹生島も見える。

雨が降る前の時、霧の灰色だらけの湖も見える。自分の琵琶湖の思い出は、湖の周囲から切り離せない。 

私たちは、映っている湖のようである。自分の湖への見方は常に変わっている。琵琶湖は、季節

の気配を受け取ったり、水面を進む鳥や船の活気をもらったりする。人生の変化によって、私たち自身

の見方は変わる。変化することが、目の前にある状況から削除されたということではない。私たちの周

りのすべては、私たちの自身の考えに影響を与える。マキノ町で働いている間に出会った人たちや訪れ

た場所から、大きな影響を受けた。私は変化を続けても、マキノ町での思い出は、永遠に記憶に留めて

おくだろう。 

琵琶湖を見る時、風は時々水面をかき回す。波の間に何も見えない。そして、風が止まって、日

の入りの色は水に反射している。ALT の私たちは所属している学校のたった一部分であるが、周りに与

える影響を軽く見すぎてはいけない。自分の努力は結果を出せないと感じる時があるが、突然、努力の

結果が現れることがある。これこそが、仕事のやりがいである。自分の影響が大きいか小さいかを気に

せず、影響があると信じてください。もうすぐマキノ町を去らなければならず、そのきれいに映る琵琶

湖も去る。悲しいことだが、３年間その一部分でいられたことが嬉しい。 

                                 (翻訳 高島市立マキノ中学校 教諭 髙田博美) 
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Life in Shiga ～ Home ～              

 Mitchell Guy Wilman 

“Home is where the heart is” – Pliny the Elder 

The importance of home to the wellbeing of a person is paramount. When we 

return from work, our home recovers us. When we leave, our home welcomes us 

back. When we struggle, our home is our haven. What makes a home a home is 

different for all of us. To some, it’s the people who love and support us. It can be 

the place all our needs are met. It can be these or more to us, but whatever it 

means, we know without ‘home’, we can’t be our best.  

“Home sweet home. This is the place to find happiness. If one doesn’t find it here, one doesn’t find it 

anywhere” - M. K. Soni 

When I joined the JET programme, I never expected my government to tell me to come home, that 

if I didn’t return now, I would not be able to return. I never thought I would be saying goodbye to 

my mum while she returned home back to Australia while I chose to stay, assuring my family that 

I would be safe. The past years have been years of loss. A loss of time. A loss of chances. A loss of 

life. All of our pain amplified by our sudden separation from our home nations – our original homes.  

“Home isn’t where you’re from, its where you find light when all grows dark” – Pierce Brown 

The pandemic has been hard on everyone, but it’s been a little easier with the support of my co-

workers and friends in Japan. Being able to work with great teachers, smile and laugh with my 

students, make memories with my friends, having a role. These experiences made the last year great 

despite all the challenges. But this all required effort and luck. ALTS need to reach out, and they 

need the luck that the people around them will reach back.  

So while my heart cannot return to Australia, Shiga has become a new home. Through the hurt of 

the pandemic, the support, love and kindness of my new home has allowed me to thrive. And even 

without such challenging circumstances, if ALTs are able to achieve the feeling of home, they will 

experience the same success. 

        滋賀での生活 ～ホーム～ 

高島市立今津中学校：ミッチェル ウィルマン ガイ 

「家は心のあるところです」–プリニウス長老 
私たちの幸せにとって家ほど大切なものはありません。仕事から戻ったとき、家庭は元気づけてく

れます。出かけるとき、帰りを待ってくれます。苦労しているとき、家は天国のようなものです。家
を安らぎの場とするものは人それぞれ異なります。人を愛し、支えてくれるのは人であるという人も
いれば、あらゆる欲求が満たされる場所であることもあります。それは私たちにとってこれら以上の
ものである可能性がありますが、それが何を意味するにせよ、「家庭」がなくては私たちが最善にな
ることはできないことがわかります。 

"家は安らぎの場。家庭は幸せを見つける場です。ここで安らぎの場が見つからなければ、どこにも
見つかりません」-M. K. Soni 
私が JET プログラムに参加したとき、オーストラリア政府が私に帰国するよう言うとは思いもしま

せんでした。私が今帰らなければ、帰国できないということでした。私が滞在することを選んだ時、
母がオーストラリアに帰国している間、母に別れを告げるとは思ってもみませんでした。家族には、
私が安全であることを保証しました。過去数年間は損失の年でした。時間の損失。チャンスの喪失。
命の喪失。私たちのすべての痛みは、私たちの母国、私の故郷の生家からの突然の分離によって増幅
されました。 
「家はあなたの出身地ではなく、すべてが暗やみのなかで光を見つける場所です」–ピアース・ブラ

ウン 
パンデミックは誰にとっても大変なことでしたが、日本の同僚や友人のサポートにより、少し楽にな
りました。素晴らしい先生と一緒に仕事し、生徒たちと笑顔で笑ったりできているので、役割を果た
しながら、友達と思い出を作っています。これらの経験は、あらゆる難題にもかかわらず、昨年を素

3 
      

Your 

     

Pictu

re 



44 

 

晴らしいものにしました。しかし、これにはあらゆる努力と幸運が必要でした。 ALTS は手を差し伸
べる必要があり、周囲の人々がそれに答えるという幸運です。 
ですから、私の心はオーストラリアに戻ることはできませんが、滋賀は新しい家となりました。パン
デミックの被害を通じて、私の新しい家へのサポート、愛、そして優しさのおかげで私は成長するこ
とができました。そして、たとえそのような困難な状況がなかったとしても、ALT が我が家のような
感覚を実感できれば、同じような成功を経験すると思います。  
                                (訳 高島市立今津中学校 上田藤市郎) 
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Public Service Announcement 

Ado Elementary School: Na-Kaydia Webb 

I, Na-Kaydia Webb, have a public service announcement to make: 

I LOVE MY STUDENTS!  

I truly believe I have the funniest students you’ll ever meet. I don’t think you’ll 

ever find students as hilarious as mine and this is not just one grade. No, I’m 

talking about every single grade of English classes that I teach. There is 

something unique about each class I enter, as I’m sure at some point to burst 

into laughter.  

 

Teaching is about imparting knowledge, but it is also about building a relationship with one’s 

students. I hope the memories they are currently making in our English class will motivate them to 

work harder both in junior and senior high school. There are days when my student, as well as 

myself, are tired. However, we still try to give our best. That is what is most important; that we are 

all trying our best. Teaching is especially rewarding when we are all working together to achieve 

each lesson’s goals as a team.  

 

I hope my time here in Takashima-shi will have a positive impact on my students' lives. I am 

thankful that I have the opportunity to teach at both Ado and Aoyagi Elementary School. I am 

grateful to my coworkers (my JTE, homeroom teachers and other members of staff) who help to make 

the lessons flow smoothly, therefore making my job easier. Finally, I absolutely appreciate my 

students who are willing to learn and add a little joy to my life each day when I enter their classrooms.  

 

    宣伝します 

                       高島市立安曇小学校 : ナケイディア ウェブ 

私、ナケイディア・ウェブが公共広告します。I LOVE MY STUDENTS! 

私の学校には、みなさんが今まで出会った中のだれよりも、面白い生徒がいます。1つの学年だけでは

なく、英語を教える各学年にいます。どんなクラスでもユニークな一面があって、大笑いすること間

違いなしです。 

教育は知識を伝授することです。しかし、それはまた生徒との関係を築くことでもあります。私は彼

らが現在取り組んでいる授業が、中学校や高校での原動力となることを望んでいます。生徒や私自身が

疲れている日もありますが、私たちはベストを尽くそうとしています。一番大事なのは、みんながベス

トを尽くそうとすることです。教育では、チームとして全員が授業の目標を達成しようと努力すること

が大きなやりがいとなります。 

 私が過ごす高島市での時間は、生徒の人生とってよい影響を与えるよう望んでいます。私は、安曇小

学校と青柳小学生の両方で勤められる機会に感謝しています。授業がスムーズに進むようにアドバイス

をくれ、仕事をやりやすくしてくれる同僚(英語専科、担任の先生方、その他の先生)に感謝しています。 

                                         

  (訳 高島市立青柳小学校 村田恵理子) 
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