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Member Spotlight
Hello, i-news readers! I’m Martin Mitsuo Saito and I’m one of the ALTs in Imabari city living in 
Hakatajima. I’ve lived here since August of 2013 and I will be returning to the US in August of this 
year, so this will serve as a self-introduction as well as a “thank you for the past two years of 
amazing memories!”. 

I was born and raised in the culturally rich and festive New Orleans, Louisiana and then moved to 
sunny California for college.  Thus, I really like music, Cajun food, and good weather.  A perfect day would be eating 
boiled crawfish (Cajun food) on a patio with friends and family listening to The Meters (New Orleans funk music) and 
drinking beer on a sunny yet breezy day.  This actually happens in New Orleans during carnival season or more 
commonly known as Mardi Gras. I hope you can visit New Orleans one day and enjoy these things too!  

These past two years in Japan have been an incredible experience filled with so much learning, travelling, eating, 
drinking, playing with elementary school students and trying to speak with junior high school students. I met old 
friends in Japan and I’ve made new life-long friendships. I’ve spent time with cousins I had never met and reunited 
with relatives that I hadn’t seen in 12 years.  Although I only have a few more months left in this beautiful land, I hope 
to have many more experiences and encounters. Thank you!  

i-News の読者の皆さん、こんにちは。私は マーティン・ミツオ・サイトウです。今治市のALTの1人で、伯
方島に住んでいます。私は2013年の8月からここに住んでいて、今年の8月にはアメリカに帰る予定です。です
から、これは私の自己紹介でもありますが、同時にこれまでの2年間の素晴らしい思い出のお礼も兼ねていま
す。私は、豊かな文化があり、陽気なルイジアナのニューオリンズで生まれ、大きくなりました。そして大
学進学のため、太陽の輝くカリフォルニアに引っ越しました。ですから、音楽と、ケイジャン料理と、良い
お天気が好きです。申し分のない日というのは、良く晴れているけれど、そよ風が吹いているような日に、
ゆでたザリガニ（ケイジャン料理）を友達や家族と、パティオで食べて、the  Meters(ニューオリンズのファン
クミュージック )聞いているということになるでしょう。これは実は、ニューオリンズでは、カーニバルの
シーズン、マルディグラとしてよく知られていますが、その期間にはよく見かけられる光景です。皆さんにも
いつかニューオリンズに来て、こんなことを楽しんでもらいたいです。
　日本での2年間で、多くのことを学んだり、旅行したり、食べたり、飲んだり、小学生と遊んだり、中学生
と話す努力をしたりと、信じられないくらい多くの経験をしました。日本で昔の友達に会ったり、生涯続く
と思われる新しい友情を育んだりしました。一度も会ったことのなかったいとことも、時間を共にしまし
た。また、12年間会っていなかった親類との再会も果たしました。この美しい場所で、残されているのは数
カ月ですが、もっと多くの体験と出会いができればと願っています。ありがとうございました！

訳: 世良 テル子 (Teruko Sera)

Martin Mitsuo Saito 

Will Chan  ウィル・チャン 
Daniel Hamilton  ダニエル・ハミルトン 
Emogen Isokangas エモゲン・イソカンガズ 
Nathan Prince  ネイサン・プリンス 
Martin Saito  マーティン・サイトウ 
Martin Samoy  マーチン・サモア 
Blanca van Hasselt ブランカ・ヴァン・ハッセルト 
Jeffrey Wong  ジェフェリー・ウォン 
Shigeo Tomita  富田　重雄 
Chie Akiyama  秋山　千絵 
Rie Hato  羽藤　りえ 

Haruka Hiasa  日浅　遥 
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 
Hiroko Usami  宇佐美　浩子 
Michie Yanagihara 柳原　美智恵 
Kris Line Toryu  鳥生　クリス 
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I don't really like writing about myself.   
I do, however, like writing about pretty much everything else, which is why, rather than give a short personal bio about all the basic information in 
my life, I'd rather just talk about my thought-processes as I was deciding what to write about for this month's book club review. For better or 
worse, it'll tell you a lot more about me than any dry facts about life would.   
Even though it is only about 30 pages long, the story has so much depth to it that I could have written the review from a number of different 
angles. For example, I could have written about the ongoing metaphor that associated Grant and Fiona's marriage with cold weather. Reflecting 
how their emotions lay frozen and dormant within themselves, we see many references to ice in the scenes where they are together. 
Or maybe I should have written about the underlying subject of feminism. Indeed, the beginning of the story focuses on Fiona's perspective, and 
we find out that she actually proposed to him when they were young. Contrast this with Grant's point of view when he becomes the focus of the 
narrative: his thoughts during the feminist revival in the 60's don't mention anything about the struggle for women's rights. Instead, he only notes 
with wonder and a bit of confusion that suddenly a lot more women seem ready to have an affair with him.  
There were more things that I could have written about, too, such as how non-judgmental the tone of the story was. Ultimately, though, I chose to 
focus on how the story relates to its title, as I thought that that might be the first question on most people's minds when they read the plot.  
So by now you've probably gathered that I over-analyze everything. If my geekiness hasn't scared you off yet, and you want to get a drink and talk 
art (any kind: painting, music, cuisine, film, TV, video games), politics, or the current state of education, feel free to contact me at imabarienglish 
at gmail dot com. 
  
僕は自分のことについて書くことが好きじゃない。 
書くことは好きだ。自分のこと以外であれば何でも書く。だから僕の人生について短く書くよりも、今月のブックレヴューに何を書
こうか考えているその思考の過程を書きたいと思う。そうすることの方が、僕の人生についての事実を書き連ねることよりも、僕自
身のことをよく伝えられると思う。それがいいことなのかどうかはわからないけれど。 
30ページほどしかない作品だけれど内容は深く、多角的な視点から作品のレヴューを書くことができただろうと思う。例えば、作
品全体にわたる「冬」というグラントとフィオナの関係を表したメタファーについて書くこともできた。作品中には二人の感情が凍
り付き、内側で静止してしまっていることを表す氷のメタファーがたくさん見られる。 
 あるいは僕は作品の裏に隠されたフェミニズムというテーマについて書くべきだったのかもしれない。作品の初めは、確かにフィ
オナの視点に焦点が合わされていた。フィオナはグラントにプロポーズをしている。フィオナの視点と、グラントが語り手の中心に
なった時のグラントの視点を比べると、グラントは1960年代の女性の権利のための闘争については触れていない。その代わりにグ

ラントは、突然周りに自分を求めてくる女性がたくさん現れたことについて不思議に思い
少し困惑する。 
僕はこの作品についてもっと多くのことを書くことができたと思う。例えば、作品が登場
人物の行動について批判的な雰囲気を有していなかったことについて書くこともできた。
けれど、最終的には僕は、作品とその題名がどのように関係しているのかということにつ
いて書くことにした。作品や話の筋を読んだ人が題名のことについて知りたがるのではな
いかと思ったからだ。 
ここまで読んでくれた人は、僕が何もかも過剰に分析をすることがわかったと思う。もし
僕のこのオタク具合にまだ興醒めしていないのであれば、そしてもし僕と飲みに行ったり、
芸術（絵画、音楽、料理、映画、テレビ、ゲームなどどんな種類でも）、政治や教育につ
いて話したりしたいと思ったら連絡をもらいたい。 連絡先はimabarienglish at gmail dot com 

訳: リヴェラ陽子 (Yoko Rivera)　

  Michael Rivera　　　マイケル・リヴェラ

Nathan Crocker  ネイサン・クロッカー 
Ryan Monahan  ライアン・モナハン 
Jessica Ogasawara                ジェシカ・オガサワラ 
Michael Rivera  マイケル・リヴェラ 
Yoko Rivera  リヴェラ・陽子 
Natalya Rodriguez                ナタリヤ・ロドリゲス 
Martin Samoy  マーチン・サモア 
Mbali Sexwale  ンバリ・サクァレ 
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 
Michie Yanagihara                 柳原　美智恵 
Kris Line Toryu  鳥生　クリス 
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