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Member Spotlight

I-NEWS Staff & Contributors
Kelsey Cooknick  ケルシ－・クックニック 
Nathan Crocker  ネイサン・クロッカー 
Hayley Cox  ヘイリー・コックス 
Andrew Hofmann                アンドリュー・ホフマン 
Nathan Prince  ネイサン　プリンス 
Martin Samoy  マーチン・サモア 
Blanca Van Hasselt ブランカ・ヴァン・ハッセルト 
Rina Murakami  村上　梨奈 
Shigeo Tomita   富田　重雄 
Chie Akiyama  秋山　千絵 
Rie Hato                 羽藤　りえ 

Naoko Hongu  本宮　奈央子 
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 
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Hello! My name is Kelsey and I’m from Sacramento, California. My hobbies include shopping for clothes, taking 
pictures of flowers, reading, and YouTube. It might be a little childish, but my favorite foods are oyakodon, 
hambaagu, and omurice. If my aura had a color, it would be pink. Although my love for all things pink and girly 
might give me a cute and sweet image, it might surprise you that I am in love with horror movies and my 
favorite holiday is Halloween. I enjoy manga and anime, with my favorites being Sailor Moon, Cutie Honey, and 
Cardcaptor Sakura. When I was a child, I wanted to grow up to be a strong and beautiful heroine like Sailor 
Moon (I still do!!!). Aside from the previously mentioned hobbies, I enjoy learning about Japanese history and 
culture (it was my major, after all). My favorite period of Japanese history is the 
Heian Period and my favorite work of Japanese literature is the Tale of Genji. 
These days, I am studying tea ceremony and I was studying ikebana as well. I 
want to try studying kitsuke and Japanese dance as well, to keep refining my 
“hanayome shugyou” skills (lol). I hope to keep enjoying learning more about 
Japanese language and culture during my time here in Imabari. Have a super 
sparkly day~ 

こんにちは。私の名前はケルシーと言います。カリフォルニア州サクラメントから
来ました。私の趣味は洋服の買い物、花の写真を撮ること、読書、YouTubeなどで
す。ちょっと子供っぽいかもしれませんが、好きな食べ物は親子丼、ハンバーグ、
オムライスです。私のオーラに色があるとすればピンクでしょう。何でもピンクや
女の子っぽいものが好きなので、私にかわいくてスイートなイメージがつきそうで
すが、私はホラー映画が大好きだし、大好きな休日はハロウィーンなのです。驚き
でしょう？私はマンガやアニメが好きで、中でも大好きなのはセーラームーン、
キューティー・ハニー、カードキャプターさくらです。子供のころから、セーラームーンのような強くて美しいヒ
ロインになりたかったし、今もそうなりたいと思っています。さきほど触れた趣味とは別に、日本の歴史と文化に
ついて学ぶことを楽しんでいます（結局これが一番の関心事です）。私の大好きな時代は平安時代で、好きな文
学は『源氏物語』です。前は生け花を習っていて、今は茶道も学んでいます。花嫁修業の技能を磨くために、着付
けと日本舞踊も学んでみたいと思います。今治で生活している間に、日本の言語や文化についてもっと楽しく学び
たいと思います。きらきらとすばらしい日をお過ごしください。 

訳: 羽藤りえ (Rie Hato)

Kelsey Cooknick・ケルシー・クックニック


