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Basketball Is Life 
Zeke Fagan 

Hello, or should I say Howdy everyone! I suppose I should introduce myself. My name is Zeke. I’m from Houston Texas and 
I’m currently the ALT (Assistant Language Teacher) of several schools in the local area, with the main one being Imabari 
North High School. If you could describe me in three things, it would be a basketball, a Golden Retriever and a BBQ brisket. 
Today, I want to talk about one of those things: basketball, the greatest sport that was ever created (that's not hyperbole). 
Basketball is one of the greatest loves in my life, and I want to talk a little about how it has given me a way to interact with 
the local community. 

Of course, as a lover of basketball, one of the first things that I did once I came to Imabari was visit Imabari North’s 
basketball club. Since then, I have been an active participant in my teams’ basketball practices, as well as an active, rabid fan 
at all of their games. Through this, I've gotten to know the members of the basketball team well, and as a bonus gotten the 
chance to practice basketball as much as I want. Through cheering at their games, I've also gotten the chance to meet with the 
families of the team members. Because of this, I've gotten a better view of my students, their personalities and the 
backgrounds that they come from, as well as someone to chat with about the NBA. Also, I've had the pleasure of experiencing 
the highs of victory, but also the lows of defeat, including the sadness of when the third years inevitably play their final game. 
All things said, the time that I've spent with my basketball clubs is something that I will always treasure and I will never 
forget and that I wouldn't trade for anything.  

Wow, I got a little emotional there for a moment *deeply inhales, then exhales*. Okay! An important thing that all ALTs must 
keep in mind is their position as an international member of the community. I personally think it's important to get involved 
with the local community in order to foster cultural exchange. And as lover of basketball, I need to hoop. So when I 
discovered that there was a local basketball club that I could join, I immediately jumped at the chance. I will admit I didn't 
completely know what to expect when I first joined the group, and I'm sure they didn't either. In fact, they probably still don't. 
But still, throughout the past 10 months or so of being involved with IBC (Imabari Basketball Club) I’ve been able to form 
friendships with many different people in the local community, from office workers to Filipino fabrication apprentices to 
college students. This has been really important for me, because as an ALT, it's very easy to get caught in a routine of going to 
work and then going straight home. This insulated bubble can be a very isolating, so having that connection to the local 
community is truly a blessing. 
  
Another amazing opportunity that I've had along the same lines is participating in the 3x3 basketball tournaments. For those 
who don't know, 3x3 is basketball played using teams of 3 people instead of the normal number of 5. It's played using only a 
half court and the official women's size basketball. The pace can be a lot faster, since both teams use the same half court, and 
the time that you have to shoot the ball is shorter than in a regular basketball game. Several times a year, there are 3x3 
basketball tournaments held in Matsuyama. I have been participating in them since last year with a few other ALTs. Many 
people come from all over Ehime to attend these tournaments, so I've gotten the chance to talk to people from many different 
places and different walks of life. It's also given me a chance to play a different kind of basketball, which has been a fun and 
interesting opportunity for me.  

When I really think about it, for me, basketball isn't just a 
sport. It's something I can go to when I'm at my lowest 
moments, a way to lift myself up when I'm feeling down. 
It's something to help me cope with the daily stress of life 
as well as the more serious problems that periodically 
come up. Thankfully, the people I've met through it are 
some absolutely wonderful people in the world, and 
they've played no small part in getting me through some 
tough times, whether they know it or not. For that I will 
always be grateful. I'd like to finish by citing an ancient 
basketball proverb that has never let me down. Ball is 
love, ball is life. Now I'm starting to sound like a Golden 
Retriever.
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バスケットボールは人生 
ジーク　フェーガン 

こんにちは、と言うより、やぁ、みんな！ と言った方がいいか
な。まずは自己紹介をしたいと思います。名前はジークと言い
ます。テキサス州、ヒューストン出身です。主に今治北高校と他
のいくつかの学校でALTを務めています。僕を表す三つの単語
は、バスケとゴールデンレトリバーと肩バラ肉のBBQ。今回は
その中の一つ、バスケットボールについて書きたいと思います。
バスケは今までにつくられてきた中で最も素晴らしいスポーツ
です。（大げさではありません）僕が人生で最も愛するものの
一つです。そのバスケを通じて、僕は地域の皆さんと交流する
ことができています。そのことについて書いていきたいと思い
ます。 

バスケをこよなく愛する僕が、今治に着いてまずしたこと、そ
れはもちろん今治北高校バスケ部を訪れることでした。以来、
僕も練習に参加させてもらっています。試合のときには、熱狂的なファンになります。そうして僕は、バスケ部の
みんなのことを徐々に知ることができました。期待していた以上にバスケの練習ができるというおまけつきです。
試合の応援に加わることで、彼らの家族とも顔なじみになりました。そして、性格や育ってきた環境など、彼ら
のことをより深く知ることができました。NBA について語り合える仲間もできました。勝利に歓喜する最高の瞬
間を経験することもできましたし、負ける悔しさ、3年生には避けられない最後の試合の切なさもまた、ともに経
験させてもらうことができました。バスケ部のみんなと一緒に経験したこと全てが僕の宝物です。この何物にも
代えがたい経験を、僕は一生忘れることはないでしょう。 

おっと、ちょっと感傷的になってしまいましたね。そんなときは深呼吸、深く吸って、深く吐いて。OK! すべて
のALTが心に留めておかなければならない大切なこと、それは、その地域の国際交流の役割を担っているという
自覚です。文化的な交流を育むためには、地域の皆さんと触れ合うことが大事だと僕は考えています。そして、バ
スケを愛する僕にはバスケのゴールが必要です。ですから、僕も参加できる地元のバスケクラブがあると知った
ときは、そのチャンスに飛びつきました。僕がチームに参加することでどんなことが起こるのか、僕自身まった
く予想していませんでした。それはクラブの皆さんも同じだったと思います。 おそらく、今もまだわからないま
まです。しかし、それでも、IBC（今治バスケットボールクラブ）に入って約10ヶ月、地元の皆さんとの交流が深
まったことは確かです。会社員の方、フィリピンから製造見習いに来られている方、大学生など、さまざまなメン
バーがいます。学校に仕事に行き、終わればまっすぐ家に帰るという単純な繰り返しに陥ってしまいがちなALTの
僕にとって、このクラブはとても大切なものです。外の世界と切り離された日々はとても孤独です。だから、学
校外で地元の方とつながりが持てることは本当にありがたいことです。 

もう一つ、バスケを通じて得られた素晴らしい機会がありました。3×3 のトーナメントに出場することです。ご存
じない方のために説明すると、3×3 とは、通常5人でプレイするところを、三人でプレイするバスケのことです。
コートの半分だけを使用し、ボールは女性用の公式ボールを使います。両方のチームが同じゴールを狙うことにな
るので、ゲームのペースはかなり速く、通常の試合よりも、シュートにかけられる時間が短くなっています。年に
数回、松山市で3×3のトーナメントが開催されています。僕は、他のALT と一緒に去年から大会に参加していま
す。大会には、愛媛県全域から多くの方々が参加しています。ですから、色々な地域のさまざまな立場の人と知
り合うことができます。また、通常とは違った形式でプレイできるので、楽しくて興味深い経験となっています。 

こうして考えると、バスケットボールは僕にとって単なるスポーツにとどまりません。落ち込んでいるときに行く
ことができる場であり、沈んだ気分を上げてくれるものでもあります。日々のストレスや、定期的にやって来るもっ
と深刻な問題に対処する手段なのです。ありがたいことに、バスケを通じて出会ったみなさんは、本当に素晴ら
しい方々ばかりで、辛いときに彼らの存在がどれほど励みになったかわかりません。彼らはそのことに気付いて
いなかったかもしれませんが。そのことに対する感謝の気持ちを、僕は忘れることはありません。最後に、僕を
決して裏切ることのないバスケの古いことわざを紹介して締めくくりたいと思います。ボールは愛、ボールは人生。
あ、ゴールデンレトリバーのセリフみたいになってしまいましたね。 

訳: 小越二美 (Fumi Kogoe)

                                     I-News 117 August/September 2017 The Late Summer Issue                                     4


