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Hello! My name is Hayley. I hail from sunny Sacramento, California. Back home, I love to take long road trips along the coast
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a growing suburban town about 30 miles 立大学の外国語学部日本語専攻を卒業
southeast of the capital city, Nashville. しました。日本語と日本の文化を4年間学
In May 2017, I graduated from Middle び、2016年の夏には千葉県の麗澤大学に
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、
Tennessee State University with a degree 1か月間留学もしました。今は、ボランティ
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
in Foreign Languages with a concentration アで大人向け英会話のクラスを各島で1つ
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
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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
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for one month during the summer クラスでは、私の言語や文化を教えるだけ
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
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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
prefecture.
Now, I volunteer teach two てより深く知ることもできることに感謝して
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
adult English conversation classes
(one on each island), but sometimes います。将来は、他の国でも英語を教え続
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。
けたいと思っています。
しかし最近になっ
we exchange our local dialects 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
too. I’m thankful for these classes because
て、たくさんの改善点を必要としてはいま
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、
not only do I get to teach my language
and culture, but I also gain a deeper
すが、自分のルーツの良さがわかるように
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
understanding of my new home
and neighbors. In the future, I wish to なりました。いつか私が日本で学んだこと、
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
continue to teach English in other
countries. Recently though I have come 特に教育についてをアメリカ人に伝え、成
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
to appreciate my roots despite the
many improvements they need. I hope 長するための必要な変化に結び付くとい
that one day I can share with my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
fellow Americans what I learned in Japan いなと思っています。
に。so that they can make the necessary
(especially concerning education)
訳: 松原加純 (Kasumi Matsubara)
訳: 世良テル子 (Teruko Sera)
changes in order to grow.
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