
Until next time….
Every year at this time, ALTs, who have been working in schools around the city and are often actively involved in their schools, 
Þnish their contracts and head home to their respective countries. This year, Mbali, Jessica and Natalya are leaving after 3 years in 
Imabari. They have been so generous with their time helping at iNews and ICIEA events, writing articles without complaint and 
have made special connections with the community. They will be missed by many! Here are their parting messages:
また会う日まで･･･
毎年この時期になると、市内の学校に勤務したいてい積極的に関わっているＡＬＴたちは、契約が終わりそれぞれの国
へと帰っていきます。今年は、ンバリ、ジェシカとナタリアが今治での３年間を終えて旅立ちます。彼女たちは、iNews
やICIEAのイベントを気持ちよく手伝ってくれ、何の不満も言わずに記事も書いてくれて，私たちと特別な繋がりを築
きました。彼女たちはたくさんの人に惜しまれることでしょう。そうした３人のお別れのメッセージです。

Jessica Ogasawara
It’s really difficult to find the words to describe these past 3 years in Imabari. My favorite Japanese word is 一期一会; “once-
in-a-lifetime encounter, reminding us to treasure every moment for it may never reoccur”. Throughout my time here, I was 
able to meet many amazing people and experience many new things. I’m eternally grateful for all the life lessons, even the 
ones disguised as “bad days”. Taking that leap and moving abroad by yourself is not something everyone can do, and it does 
come with some hardships and regular doses of homesickness. I’m so thankful that I was placed here because the hospitality 
is just incredible and it made being away from home that much easier. The people are so genuinely kind, friendly and helpful. 
I was able to take on new challenges, overcome some of my fears, improve my Japanese, travel the world, and make lifelong 
friends. Watching my students grow both academically and personally has also been a rewarding experience.  
It saddens me to know that my adventure in Imabari is coming to an end, but I’ll forever remember the experiences and the 
people I’ve met during my time here. I would like to take this time to thank the following people (in no 
particular order): Imabari City Board of Education, the members of ICIEA/i-News, my FM Radio 
BariBari family, my amazing students, my Eikaiwa family, and all the Japanese friends I made here. A 
special thank you goes out to all the teachers and faculty, especially at Tachibana ES, Tachibana JHS, 
and Toriu ES. It has been a privilege working alongside such amazing educators who really put in 
countless hours to help move the students and raise them to be respectful members of society. You 
have my sincerest respect and admiration. Lastly, thank you to my fellow ALTs and the foreign 
community, both past and present. You are all very motivated and driven individuals who will do 
tremendous things. If it weren’t for your inspiration and support, I wouldn’t have been able to stay for 
as long as I did.　 
In Hawaii, for times like this, we say, “a hui hou”. There are no goodbyes, only “until we meet again”.  
So, to all the people who have made an impact in my life here in Imabari, thank you for everything. I 
will truly miss you all.
A Hui Hou. <3 

ジェシカ・オガサワラ
今治での三年間を表す言葉は簡単には見つけられません。でも、私の好きな言葉は「一期一会」です。一生に一
度の出会い。もう二度と同じ瞬間は訪れないかもしれないから一瞬一瞬を大切にしようという意味です。ここで
の生活で、たくさんの素晴らしい人々に出会い、たくさんの新しいことを経験することができました。良かった
ことも悪かったことも含めて、ここで学んだ人生の教訓すべてに感謝しています。チャンスを生かして海外に一人
で住むことは誰もができる事ではなく、辛いことがあったり、ホームシックになったりすることもあります。私
は今治が赴任先であってよかったと思います。人々のおもてなしが素晴らしく、故郷から離れて暮らしていても、
かなり楽に思えました。人々は本当に親切でフレンドリーで、困っているといつも助けてくれました。私はここ
で新しい挑戦ができたり、自分の恐怖心に打ち勝てたり、日本語が上達したり、世界を旅したり、一生の友人を
作ることができました。また、自分の生徒たちの学習面での成長と、人としての成長を見ることができたのは、
とてもやりがいのある経験でした。 
今治での生活が終わりに近づいているということはとても悲しいことですが、ここでの経験や出会った人々を一
生忘れないでしょう。私はこの場で感謝の気持ちを伝えたいと思います。（順不同）今治市教育委員会、今治国
際交流協会、i-Newsメンバー、FM ラヂオバリバリのみんな、私の素晴らしい生徒たち、私の英会話ファミリー、
そしてここで出会った日本人の友達のみんな、ありがとうございます！さらに立花小学校、立花中学校、鳥生小
学校のすべての教職員の方々には心から感謝しております。素晴らしい教育者である皆さんは、生徒たちを敬意
ある社会の一員として育てるために多大なる時間を費やしています。私は皆さんに心からの尊敬と称賛の気持ち
を持っています。最後に、現在の、そして過去のALT仲間と、外国人コミュニティにも感謝の気持ちを伝えたいで
す。あなたたちはやる気に満ちあふれていて、素晴らしいことをしている人たちです。もしみなさんの激励やサポー
トがなければ、私はこんなに長く滞在していなかったでしょう。ハワイではこんな別れのときは「ア　フイ　ホ
ウ」と言います。さよならではなくて、ただ、「また会う日まで」という意味です。今治で私の人生に影響を与
えた人たちへ、本当にありがとうございました。みんなに会えなくなると思うと寂しいです。 A Hui Hou♡ また
会う日まで。 

訳:上野鮎美 (Ayumi Ueno)
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Mbali Sexwale
Saying goodbye is one of the toughest things to do in life, however, as tough as it is, it must be done 
properly. Three years ago I was blessed with the incredible opportunity to move from sunny South Africa 
to the land of the rising sun! I found it charming that my name sounded like the place I was moving to. 
Mbali moves to Imabari. I had a feeling that Imabari was going to be a good place and I couldn’t wait to 
begin my new life journey. ***cues Black-eyed Peas***
I must have had some good karma from my past life because the universe placed me in the best place 
possible. I couldn’t have asked for a better placement! I will miss the tranquil beauty of the countryside. 
Biking everywhere, especially after enkais, the gorgeous castle, the Shimanami Kaido bridges, my ferry 
rides on the Setonaikai to Sekizen, being in close proximity to the sea and mountains, Hamazushi, and 
most importantly, the kindness and the hospitality of all the people that I was lucky enough to cross paths 
with. Living in Imabari was effortless because I had an impeccable network of people. I know that I have 
to pay it forward someday, thank you for teaching me how. #omotenashi  
I  loved being teacher.  You learn how to listen,  acknowledge and respond to multiple students telling you about their  families,  pets, 
allergies and favourite food, all at once. You learn how to watch them skip, ride unicycles, climb monkey bars while simultaneously 
counting to 100 with them on the school grounds. In short, you learn how to multitask like a pro. And the best part was hearing their 
laughter. It’s the greatest sound in the world!
ItÕs difÞcult for me to close this chapter of my life because so much of me is made from I what learned from Imabari. I wish I had studied 
Japanese harder but my limited ßuency of the language taught me to listen, because we all know how loud and chatty I am. I would often 
get scolded by the Obaachans for singing too loudly on my way home from school. 笑 #urusai But when you are happy, you sing and 
Imabari was alive with the sound of my music!! 
I have so many people to thank for these 3 unforgettable years in Imabari. ALL my school teachers, for all their patience and warmth, & 
the Chikami-chu Ladies  Squad for  the wonderful  atmosphere in  the teacher’s  room and our  long lunches at  the udon restaurant  in 
Hashihama. My kids (I call my students my kids because they are a part of my heart) for making every day special, for teaching me how to 
be happy EVERY DAY, and for all the fascinating questions that I did not always have the answers to. My heart is bigger because of the 
love that I have for them. The angels at the ICIEA for all their help and the enjoyable events that they organized, and the wonderful 
Japanese teachers. Akiko-san, you are the Mary Poppins of Imabari, I don’t know how I would have survived without you! To my patient 
Japanese teacher and mother, Koike sensei, thank you for putting up with me and for making my Wednesdays so cheerful. I love you! And 
to my wonderful family of friends from Imabari and abroad, I am grateful to have met such vibrant people. Thank you for making my time 
in Imabari unforgettable and for celebrating so many milestones with me. Please visit me in South Africa or wherever in the world I may 
wandering. Imabari, osewa ni narimashita, you will always be my second home! 
Thank you iNews! 

ンバリ・サクァレ 
さよならを言うことは人生において最も辛いことの1つです。しかし、大変なことであるが故に、きちんとお別れをしなけ

ればなりません。私は、3年前に太陽の国、南アフリカから、陽の昇る国、日本へ来るという信じられない機会に恵まれまし
た。私の名前は、私が来た場所の名前と似ているという素敵なことに気づきました。ンバリがイマバリに来た。今治は良い
ところになるだろうと思い、新しい人生の旅が始まるのが待ちきれませんでした。＊＊＊ブラック・アイド・ピーズ＊＊＊ 
天地万物が私を最良な場所に配したのは、私の過去の人生からの宿命に違いありません。ここより良いところは望めなかっ
たでしょう！田舎の穏やかな美しさを忘れません。自転車に乗ってどこにでも行き、特に宴会のあと、豪華なお城、しまな
み海道の橋、関前へ行くために乗った瀬戸内海のフェリー、海にも山にも近接していること、はま寿司、そして1番良かった
のは、幸運にもそこで出会った人たちがみんな親切で歓待してくれたことでした。私には完璧なネットワークがあったので
苦労することはありませんでした。この先いつの日か、それをお返ししなければと思っています。”おもてなし”の心を教えて
くれてありがとうございます。 
先生であることは大好きでした。様々な生徒たちの家族、ペット、アレルギーや好物のことを一斉に言われたときに、ど
のようにして聞き、知り、答えるかを学べるからです。また、校庭で生徒と一斉に100を数えながらスキップをしたり、一輪
車に乗ったり、うんていに上ったりする生徒を見る方法も学べます。つまり、プロのように同時に物事を処理する方法が習
得できるのです。そして最も素敵なことは、子供たちの笑い声を聞けることです。世界で1番すばらしい音です。 
私の人生の中のこの章を閉じるのは難しいことです。なぜなら、私の多くの部分が今治で学んだことから作られているか
らです。もっと日本語を勉強したいと思っていましたが、流暢に日本語を話せないことが、私に聞くことを教えてくれました。
みんな、私の声が大きくておしゃべりだということを知っているので。学校からの帰り道、私があまりにも大きな声で歌っ
ているのでよくおばあちゃんたちに叱られたものです。「うるさい」って(笑)。でもみんな幸せな時には歌いますよね。今治
は私の音楽で満ちていました。 
今治での忘れられない3年間に、お礼を言いたい人たちがたくさんいます。忍耐と温情で接してくれた学校の先生方、そし
て職員室で、波止浜のうどん屋の長いランチで和やかな雰囲気を作り出してくれた近見中学の女性職員のみなさん。毎日を
特別な日にしてくれ、幸せな毎日の過ごし方を教えてくれ、また私が答えられないこともあった魅力的な質問をしてくれた私
の子供たち（私の心の一部である生徒たちをこう呼んでいます）。みなさんから受けた愛情で、私は大きく成長できました。
助けてくれたり、楽しいイベントを企画してくれたりしたICIEAのスタッフのみなさんと日本語の先生。晶子さんは今治の
メアリーポピンズです。あなたがいなければ、私は耐えられなかったでしょう。忍耐強い日本語の先生であり、またお
母さんでもある小池先生。辛抱強く教えてくれ、楽しい水曜日にしてくれました。みんな大好きです。今治や海外から
来た素敵な仲間のみなさん。元気いっぱいのみなさんに会えたこと、大変嬉しく思っています。今治での忘れられない
時間やたくさんの心に残る思い出を作ってくれたことに感謝します。南アフリカへ、あるいは世界のどこかにいる私を
訪ねて下さい。お世話になりました。今治は私の第2の故郷です。 
ありがとうi-News! 
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訳: 宮崎千代子 (Chiyoko Miyazaki)


