
 Hello, my name is Jose Catalan. I’m currently an ALT at Imabari Higashi. I am 26 years old. I was born in 
Montclair, California, but was raised in Atlanta, Georgia. One thing you need to know about Georgians is that we love to drink 
Coca-Cola and southern sweet tea. I was born in America, but my parents are from Mexico. Therefore, I can speak English 
and Spanish. Also, at the moment, I am trying to learn Japanese. I have three wonderful sisters. My major is international 
business. In the future, I will try to work for an international company like Coca-Cola or Starbucks. Every morning, I go for a 
forty minute run and after that, I do fifteen minutes of jump rope. Since I have a different lifestyle in Japan, I like to be active. 
Also, I play sponge tennis with Japanese friends twice a week. When I am not working or exercising, I like to relax by 
watching anime, movies or Japanese dramas. My favorite anime are Fairy Tail, Saint Seiya, and Dragon Ball. When I have 
time off from work, I like to travel. I am planning to visit all the prefectures in Shikoku. I listen to many kinds of music which 
include English, Spanish, and Japanese songs. My favorite Japanese artists are Mizuki Nana and LiSa. I have joined a hiking 
club and once a month, we go to different places to hike, hang out, and meet new people. Living in Japan has changed my life 
because never in a million years, would I have joined a club. I do enjoy my life here because I get to do new things. Let’s see 
what new adventure awaits me! 

こんにちは、私の名前はホセ・カタランです。現在、今治東中、高のＡＬＴをしています。２６歳で、カリフォル
ニア州モントクレアで生まれ、ジョージア州アトランタで育ちました。ジョージア州人は、コカコーラや南部の
甘いお茶を飲むのが大好きだということを知っておいて下さい。私はアメリカで生まれましたが、両親はメキシ
コ出身です。それで、私は英語とスペイン語が話せます。また今は、日本語を習得しようとしています。私には３
人の素敵な姉妹がいます。私の専門は国際ビジネスで、将来はコカコーラやスターバックのような国際的な企業で

働こうと思っています。毎朝、ランニングと縄跳びをしています。日本で異文化に触れて
以来、活動的になりました。日本人の友達とスポンジテニスもしています。仕事やトレー
ニングがないときは、アニメや映画、日本のドラマを見て、のんびり過ごしています。好
きなアニメは、フェアリーテイル、聖闘士星矢とドラゴンボールです。仕事が休みのとき
は旅行に行きます。四国４県全部を訪れようと計画しています。また英語、スペイン語、
日本の歌など色々なジャンルの音楽を聞いています。日本の好きな歌手は、水樹奈々とリ
サです。私はハイキングクラブに入っていて、１ヶ月に１度色々な所へ出かけ、ハイキン
グをしたり、新しい人々と一緒に過ごしたり、会ったりしています。日本での生活は、私
の人生を変えてしまいました。なぜなら、私がクラブに入るなんて事は絶対にあり得な
いからです。新しいことができるので、ここでの生活を楽しんでいます。私を待ち受ける
新しい冒険に出かけましょう！ 

訳：宮崎千代子 (Chiyoko Miyazaki)
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Jose Catalan  ホセ・カタラン 
Kelsey Cooknick  ケルシ－・クックニック 
Nathan Crocker  ネイサン・クロッカー 
Andrew Hofmann                 アンドリュー・ホフマン 
Martin Samoy  マーチン・サモア 
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Rie Hato                  羽藤　りえ 
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Kasumi Matsubara                松原　加純 
Chiyoko Miyazaki                宮崎　千代子 
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Akiko Tokura  藤倉　晶子 
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Michie Yanagihara                 柳原　美智恵 
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