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Member Spotlight

I-NEWS Staff & Contributors
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Andrew Hofmann アンドリュー・ホフマン 
Ryan Monahan  ライアン・モナハン 
Martin Samoy  マーチン・サモア 
Blanca Van Hasselt ブランカ・ヴァン・ハッセルト 
Anna Whiteman  アナ・ホワイトマン 
Yoko Rivera  リヴェラ・陽子 
Yui Fujii   藤井  優衣 
Wakako Saito  斉藤  和歌子 
Shigeo Tomita   富田　重雄 
Rie Hato  羽藤　りえ 

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 
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 
Chie Akiyama  秋山　千絵

My name is Anna, like アナと雪の女王. I am from Michigan in the U.S.A. I am a practicing Christian, and have 

been my whole life. I always try to implement the teachings of Jesus in every aspect of my life, which definitely 
shapes who I am as a person. It is very much worth it, but I must be honest and say that it is also very difficult 
and sometimes I fail. I have also enjoyed being active my whole life, but my activities are usually based on 
individual performance.  As a child, I never joined teams like basketball or volleyball, but instead did sports like 
swimming, track and field, and fencing. After high school, I took up activities like dancing and Krav Maga. Now 
that I live in Imabari, I sadly cannot find anyone to practice Krav Maga with. So, since I cannot practice Krav, I 
now like to spend my active time cycling and doing yoga. Another one of my passions is traveling. I enjoy 
meeting new people and trying new things. Recently I have tried an “escape the room” game, 
scuba diving, petting tigers, canoeing with bioluminescent plankton, and preparing Tai fish for 
taimeshi. When I want to relax, I enjoy reading, napping, and watching shows on Netflix. I 
don’t enjoy watching sports unless a friend is playing. My secret talent is peeling oranges. My 
current goal is to keep studying Japanese and improve. Have a fabulous day! 

私の名前は、「アナと雪の女王」でお馴染みの名前、アナです。アメリカのミシガン州出身で
す。生まれてからずっと、敬虔なキリスト教徒です。日々の暮らしの中で、キリスト様の教え
と共に暮らしています。これが私です。教えは、とても大切なことですが、正直にいうと、と
ても難しい事もあり、失敗する事もあります。積極的になんでもやってみるのが好きですが、
たいていは個人競技のように思います。子供のころは、バスケットボールとかバレーボールのような団体競技はし
たことはありませんが、水泳、陸上競技、そしてフェンシングのようなスポーツをしました。高校卒業後は、ダン
スやクラブマガ（近接格闘技）をしていました。今は、今治で暮らしています。残念ながら、クラブマガを一緒に
してくれる人を見つけることはできていません。クラブマガができていないので、今はサイクリングやヨガを楽し
んでいます。そしてもう一つの趣味は旅行です。新しい人達に出会えたり、新しい事に挑戦したりするのはとても
楽しいです。最近したのは、脱出ゲーム、スキューバダイビング、発光性プランクトンがいる中でのカヌー、トラ
に触る事、鯛飯用の鯛の準備などです。リラックスしたい時は、読書をしたり、昼寝をしたり、ネットフリックス
（動画配信）で番組を見たりしています。友人がやってなかったらスポーツを見るのを楽しんだりすることはあり
ません。隠れた才能は、ミカンの皮を剥くこと。今の私の目標は、日本語の勉強を続けて、もっと上手になるこ
とです。では、素晴らしい一日を。

訳：柳原美智恵 (Michie Yanagihara)

 Anna Whiteman - アナ・ホワイトマン


