Member Spotlight

Emmanuel Jamal Harper エマヌエル・ジャマール・ハーパー
エマヌエル ジャマール ハーパー

Howdy.
My name is Emmanuel Jamal Harper; most folks just call me “Manny” so feel free to do the same. An import of the American south, I was born and raised
in Charlotte, North Carolina, a state known for unhealthy soda, racing, and damn good barbeque. I reside on Uoshima in Kamijima, a collection of islands
in the Seto Inland Sea. We’re in Ehime but closer to Hiroshima-ken, so we like our okonomiyaki and oysters with some good ‘ol fashioned Carp flair. I
enjoy mountains, summer breezes, strong, bitter coffee, and loose-leaf tea. I am fascinated by nature, space, quantum physics, creepy things, abandoned
buildings, the way evening paints things in quiet, dying sunlight, and spirituality. I typically find normal things a drag. I
tried being normal once and it just felt weird.
Ironic.
Anyway. I’m obsessed with words. In high-school, when I drifted between sleep and consciousness, I often heard a book
being read. Upon waking, all memories vanished. Since then, I’ve held two things sacred: words and stories. Everyone is
a book, a story unto themselves. I have been many things in life: student, soldier, friend and fool. But this remains
unchanged: I am a writer – maybe not by trade but by raison d’etre.
Inspired by my Japanese teacher, I became a teacher to help kids see a piece of the world they may not have seen, and
help them use English to interact with our world in many ways.
Sorry if I rambled. Nice to meet you.
こんにちは。初めまして。私の名前はエマヌエル ジャマール ハーパーです。愛称は”マニー”です。気軽に「マ
ニー」と呼んでください。
私はアメリカの南海岸、ノースカロライナのシャーロットで生まれ育ちました。そこは炭酸飲料、レース、とっ
ても美味しいバーベーキューでよく知られています。
今現在、瀬戸内海の島の一つ、上島の魚島に住んでいます。一応愛媛県内なのですが、広島にとっても近いで
す。なので私たちは元祖広島名物のお好み焼きや牡蠣が好きです。
私の楽しみは、山、夏の心地良い風、苦味のある濃いコーヒーそしてティーバッグではない紅茶です。他には、
自然、宇宙、量子物理学、奇妙な物、廃墟、夕日が静かに街を染めていくさま、沈みかけの夕日、神秘的なものなどに興味関心があります。
私は普通のことが苦手で、一度、普通の人になろうと試みたのですが、皮肉にも自分自身にとても違和感を覚えました。
話は変わりますが、私はいつも言葉のことばかりを考えています。高校生の頃、授業中に睡魔と格闘しながら、たまに本を読んでいる声が
聞こえてきて、我に戻った時には全ての記憶が消えてしまったのです。それ以来、私は「言葉と物語」の2つを神聖なものとして考えるよう
になりました。人生は一冊の物語です。私も今まで学生、兵士、友達そして馬鹿をしたりといろんな経験をしました。それでも自分は作家
だということは変わっていません。職業ではなく、私の存在意義なのです。
私は日本語の先生に影響を受け教師になりました。子供達がまだ見たことない世界の一部を見られるように、様々な場面で英語を使って世
界と交流ができるように手助けをできればと思い教師をしています。話が長くなりましたが、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
訳: 本宮奈央子 (Naoko Hongu)
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