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Member Spotlight

I-NEWS Staff & Contributors

Hello! My name is Hayley. I hail from sunny Sacramento, California. Back home, I love to take long road trips along the coast 
and going camping in the mountains. I miss Northern California scenery, but have found a new love in the sprawling rice 
fields and unique mountain backdrop in Imabari. 
When I was a child, I would watch anime in Japanese because I found the language incredibly beautiful, but never had the 
opportunity to formally study it. Moving to Japan definitely fulfilled a life-long dream, but it has been rather crazy since my 
Japanese level is low. I fill my evenings with studying so that I can have actual conversations with my students and coworkers. 
I am also taking lessons in tea ceremony and am very interested in studying kendo and　Japanese dance. When I'm not 
studying, I'm usually reading, cooking, watching tv or going on walks with my camera. It’s my hope to visit every prefecture 
in Shikoku to enjoy the varied landscapes, cultures, and cuisines. 
Though I do get homesick, I have really come to love my life in Imabari. I look forward to the adventures this next year has in 
store. 

こんにちは！私の名前はヘイリーです。カリフォルニアのサクラメントからやってきました。サクラメントでは、
海岸沿いの長い道を旅することや、山へキャンプに行くのが大好きです。私は北カリフォルニアの風景を懐かしく

思っていますが、今治での見渡す限りの田んぼや、ユニークな山並みが大好きになっ
てきました。 
子供のころ、私は日本語でアニメを見ていたものです。なぜかというと、その言
葉が信じられないくらい美しかったからです。しかし、ちゃんと学ぶ機会は一度
もありませんでした。日本へ引っ越すことで、私の長年の夢がついに叶いまし
た。しかし私の日本語のレベルは低いので、ずいぶん無分別なことでした。生
徒たちや同僚と、実際に会話ができるように、毎晩欠かさず勉強をしています。 
私は茶道のレッスンも受けていて、今は剣道や日本舞踊の勉強にも、とても興味
があります。勉強をしていないときは、たいてい読書をしたり、お料理をしたり、
テレビを見たり、カメラを持って散歩に出かけたりしています。今の夢は四国の
すべての県を訪れて、変化に富んだ風景や文化や料理を楽しむことです 
ホームシックにかかることもありますが、今では今治での生活が大好きになり
ました。今これから始まる、ここでの一年が冒険に満ちたものでありますよう
に。 

訳: 世良テル子 (Teruko Sera)

 Hayley Cox

Jose Catalan  ホセ・カタラン 

Hayley Cox  ヘイリー・コックス 
Zeke Fagan  ジーク・フェーガン 

Andrew Hofmann                 アンドリュー・ホフマン 
Ryan Monahan  ライアン・åモナハン 

Martin Samoy  マーチン・サモア 
Chris Seatris  クリス・シアトリス 

Blanca Van Hasselt                ブランカ・ヴァン・ハッセルト 
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 

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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