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Howdy everyone!
My name is Zeke. I am a high school ALT based out of Imabari North High School and I come from a small city in Texas called 
Willis. There isn’t much to do there, but we do have a nice lake (on a side note only the Westernmost tenth of Texas is desert; most 
of Texas is covered in hills, forests and even swamps)! Also, the city of Houston is only an hour’s drive south by car. You might 
know Houston because of NASA’s Johnson Space Center, but did you know that Houston is also home to the largest rodeo in the 
world? I like to think of Houston as my hometown, so I love to cheer for Houston’s many professional sports teams. My favorite 
sport is basketball, so the Houston Rockets are my favorite sports team, but like any good Texan I also love American football (in 
America we just call it ÒfootballÓ). YouÕll likely Þnd me at any local basketball events especially if 
any of my kids are competing. As a Texan I also think that we have some of the most delicious food 
in the world, including BBQ (Texan BBQ usually consists of lot’s of beef slow cooked with a hot 
spice  rub)  and Tex-Mex food,  a  fusion which blends  American food and the  food of  Northern 
Mexico  together  (think  tacos  and  fajitas).  I  also  absolutely  love  history,  especially  East  Asian 
history. If you ever see me around Imabari, please feel free to say hello! よろしくおねがいいたし
ます！

Zeke Fagan

みなさん、こんにちは！
僕の名前はジークです。今治北高校をベースにALT（英語助手）をしています。ウィリスと
呼ばれるテキサスの小さな町の出身です。目立つものはありませんが、すてきな湖がある
ところです。（少し付け加えておきますが、最西部の10％が砂漠なだけで、テキサスのほ
とんどは丘や森、湿地に覆われているんですよ！）
ヒューストンまでは車で南にたった1時間です。あなたはヒューストンは知ってるんじゃな
いかと思います。NASAのジョンソンスペースセンターがあるところです。
でも、ヒューストンは世界で最も大きなロデオの拠点もあるんです。ご存知でしたか？
僕はヒューストンを自分のふるさとのように思っています。ヒューストンにたくさんあるプロのスポーツチームを応援
するのが好きです。お気に入りのスポーツはバスケットボールで、ヒューストン・ロケッツはお気に入りのチームです。
でもほかのテキサス人同様、アメリカンフットボールも好きです。（アメリカでは単にフットボールと呼びます。）地
方のバスケットボールイベントでは僕を見かけるでしょう。特にこどもの大会では。BBQ（テキサスのBBQは辛いスパ
イスをこすりつけた、たっぷりのビーフをゆっくり調理します）やテクス・メクス料理、つまりアメリカと北メキシコ
の料理があわさった料理（タコスやファヒータのようなもの）を含む、世界中で最もおいしいものが並びます。
そして、僕は歴史も、特に東アジアの歴史が大好きです。もし今治周辺で僕を見かけたら、気軽に「ハロー」と声をか
けてくださいね。よろしくお願いします！

訳: 宇佐美浩子 (Hiroko Usami)

Deea Avram  デーア・アヴラム
Zeke Fagan  ジーク・フェーガン 
Daniel Hamilton  ダニエル・ハミルトン 
Martin Samoy  マーチン・サモア 
Mbali Sexwale  ンバリ・サクァレ 
Blanca Van Hasselt ブランカ・ヴァン・ハッセルト 
Maki Kato  加藤　真希 
Yuki Morino  森野　雄樹 
Shigeo Tomita  富田　重雄 
Chie Akiyama  秋山　千絵 
Nobuko Kamimura 神村　伸子 

Fumi Kogoe  小越　二美 
Kasumi Matsubara 松原　加純 
Chiyoko Miyazaki 宮崎　千代子 
Sawako Sasama  笹間　佐和子 
Teruko Sera  世良　テル子 
Akiko Tokura  藤倉　晶子 
Ayumi Ueno  上野　鮎美 
Hiroko Usami  宇佐美　浩子 
Michie Yanagihara 柳原　美智恵 
Kris Line Toryu  鳥生　クリス


