
このコーナーは、ALT（外国語指導助手）による
エッセイを、英語と日本語で紹介します。

思い出
　初めて会う方に「なぜ日本を選んだのですか」と、よく質問され
ます。
　私が初めて日本に来たのは、2018年です。そのときは、日本のこ
とをあまり知らなかったのですが、祖母に「日本を見てみたい」と
言われたことがきっかけで来ました。
　祖母はハワイで生まれ育ちましたが、祖母のおじいさんとおば
あさんは沖縄出身です。祖母は今まで日本に来たことがなく、祖
先の故郷である日本を見てみたい、という思いがあったのです。
2018年当時、祖母は82歳でした。彼女が元気なうちに、日本へ連
れて行ってあげたいと思いました。
　そして、叔父と一緒に休暇のプランを立て、東京へ１週間、沖縄
へ１週間滞在することになりました。
　日本へ来て感じたのは、日本の都市がとても発展していること、
自然の雄大さ、そして日本の人たちの親切で温かい姿勢です。
　この旅行で私がいつも思い出すのは、渋谷（東京）でネオンのま
ぶしい明かりに照らされた祖母の嬉しそうな表情と、彼女が沖縄
で初めて出会った「いとこたち」とハグをした姿です。
　そんな驚きと喜びにあふれた日本の滞在が終わった時、私は「ま
た素晴らしい思い出を作るために、日本へ戻ってきたい」と感じ
たのです。
　そして今、その機会を得ました。伯耆町に来ることができて、と
ても嬉しく思っています。伯耆町におられる「思いやりのある優し
い人々」のおかげで、素晴らしい思い出ができました。これからも
ずっと、伯耆町で過ごした時間を大切にします。皆様、いつも親切
に接してくださり、ありがとうございました。心から感謝します。

イーサン

Memories

When I first meet someone, they often ask me 
“Why did you choose Japan?”
 I came to Japan for the first time in the summer 
of 2018. I did not know much about Japan, but I 
came because my grandmother wanted to see 
Japan.
My grandmother was born and raised in Hawaii, 
but her own grandmothers and grandfathers 
were from Okinawa, Japan. She had never been 
to Japan before, and she wanted to see her 
ancestral homeland. She was 82 in 2018, so I 
wanted to take her while she was healthy 
enough to travel.
My Uncle and I planned the vacation - one week 
in Tokyo and one week in Okinawa. 
When I was with my grandmother in Japan, I 
d iscovered how g reat the cit ies a re,  how 
beautiful the nature is, and how wonderful the 
people are here in Japan. 
I will always remember seeing my grandmother’s 
face in the shining lights of Shibuya, and seeing 
her hug her Okinawan cousins for the first time. 
After such a wonderful vacation filled with so 
many great memories, I knew I needed to come 
back and make more wonderful memories. 
And I have. I am so grateful for my time in 
Houki-Cho because I have made so many great 
memories with so many kind and caring people. 
I will always cherish my time in Houki-Cho, so 
thank you all for being so kind to me.　

Ethan

イーサン先生は、溝口中学校で１年間、英語の指導をされました。
７月27日に最後の授業をされます。
イーサン・ウェン先生から、最後のメッセージです
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伯耆町人権
啓発講座

と き ７月10日（金）10：00～ 11：30

と こ ろ 二部公民館 講 　 師 鳥取大学医学部　地域医療学講座
医師　紙本　美菜子 氏

演 題 高齢者の人権

６月に開催した第１回目の講座「新型コロナウイルスの３つの顔を知ろう！」を収録したDVDが、
図書館・公民館・文化センター・教育委員会にあります。貸し出しもできます。ご活用ください。

伯耆町教育委員会事務局　人権政策室　TEL：0859－62－0713問い合わせ先
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