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新入園のお友達を迎え、新学期が始まりました。園生活が楽しく充実したものになるように、
職員一同張り切っています。子供たちの笑顔が私たちのパワーの源。子供たちに負けないくらい元気
いっぱいがんばります。
＜Bear クラス＞

担任：Thomas（トーマス）先生

Hi! My name is Tom Cretan and I am 29 years old this year. I come from Tasmania, Australia but have
lived in Japan for the past 2 years. This year is my 3rd year teaching at MEK as the Bear class teacher, and
I am very excited for another year of fun and learning with the lovely new Bears! In my spare time, I
enjoy karaoke, sports, exercising and video games. The things I love most about Japan are the food, the
people, and the culture. I really like how polite and respectful everyone is to each other. My favorite
Japanese food is yakiniku, but I enjoy all different types of food! This year, I am looking forward to get to
know all of the new Bears properly. I have met them before of course, during their time in the Panda class,
but I am excited to talk with them every day and help them learn and grow into excellent young students.
I hope I can develop a strong bond of trust and friendship with all of them and I am sure we will have lots
of fun together!

こんにちは！私の名前はトム・クレタン、29 歳、オーストラリアのタスマニア州から来ました。日
本へ来て 2 年経ちました。MEK でベアクラスの担任になって 3 年目になります。またみんなと学ぶ
のを楽しみにしています。自由時間にはカラオケやスポーツ、筋トレ、ビデオゲームなどを楽しんで
います。日本の一番好きなところは、日本の人々や料理、文化です。日本の人たちはみんなやさしく
て礼儀正しいです。お気に入りの料理は焼肉ですが、他の食べ物も好きです。今年はもっとベアのみ
んなのことを知りたいです。もちろんみんなとはパンダの頃に会っていますが、さらに信頼関係を築
き、楽しみながらもしっかりと教えていきたいと思います！
新入園児 1 名を迎え、14 名でのスタートです。ベアさんになってはりきっている子ども
達、入園式ではとてもりっぱでした。今週からミュージックレッスンも始まります。小学校に向けて
ピアニカの練習をしていきます。近々「もじ」のレッスンと「かず」のレッスンも始まりますので。
学ぶものがたくさんですが、一緒に楽しく学んでいきましょう。
＜英語アシスタント＞ Darian（デリアン）先生
My name is Darian, and I’m from Pensacola, Florida! I went to the University of West Florida
where I learned about Japan and Korea through International Studies. I love to travel and
experience new places and cultures. I also really love all kinds of flowers and the color pink. I look
forward to meeting you all and helping everyone improve their English skills this year! Let’s learn
a lot together!
私の名前はデリアンです。フロリダ州のペンサコラから来ました！西フロリダ大学で国際学を専攻
し、日本や韓国について学びました。旅行へ行ったり新しい場所や文化を体験するのが大好きです。
いろいろな種類の花が好きで色はピンク色が好きです。みんなに会って英語力向上のお手伝いが出
来ればうれしいです。楽しみにしています。一緒にたくさん学びましょう！
主に塾の生徒を教える先生ですが、コアラクラスのアシスタントとしても手伝ってくれて
います。デリアン先生のやさしい笑顔で子ども達も一安心しているようです。

