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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。これから元気いっぱい、一緒に楽しんでいきたいと思います。
よろしくお願い致します。
＜Bear クラス＞

担任：Tom（トム）先生

Hi! My name's Tom Cretan and I am 32 years old this year. I come from Tasmania, Australia but
have lived in Japan for the past 5 years. This year is my 6th year teaching at MEK as the Bear
class teacher! I can't wait for another year full of fun and learning with the new Bear class!

I

enjoy sports, exercising and video games. At work, I enjoy teaching (of course!) and having as
much fun as possible during learning. I am looking forward to get to know all of the new Bears, I
am familiar with them from the Koala and then Panda classes but I am excited to talk with them
every day and help them learn and grow into excellent young students. Let's all do our best!
こんにちは！私はトム・クレタン、32 歳です。オーストリアのタスマニア州からきましたが、日本へきても
う 5 年になります。MEK で 6 回目のベアクラス担任となります。今年も新しいベアクラスの子供たちと
たくさん学んで楽しく過ごすのを楽しみにしています！スポーツ、筋トレ、ビデオゲームなどが好きで
す。教えるのは大好き（もちろん！）ですし、とにかく一緒に楽しく学べるようにと考えています。新しい
ベアクラスのみんなの事はコアラクラス、パンダクラスの時から知っていますが、毎日たくさん話しても
っと知り、教え、成長していく手助けをしていければと思っています。頑張りましょう！
今年は 17 名でのスタートです。ベアさんになってみんなのお兄さん、お姉さんとして
はりきっています。今週からミュージックレッスンも始まり、小学校に向けてピアニカの練習を
メインにがんばっていきます。近々「もじ」と「かず」のレッスンも始まります。たくさん学び、
小学校の準備をしていきましょう。
＜Panda クラス＞

担任：Tommy（トミー）先生

My name is Tommy Delk and I'm from Memphis, Tennessee. I am 32 years old, and this is my
sixth year at MEK! Wow!! I love going to onsens, reading and video games in my spare time. I
have lived in cities all over the world, but Shizuoka is one of my absolute favorite places. I look
forward to another fun and educational year here at MEK!
アメリカのテネシー州メンフィスから来ましたトミー・デルクです。32 歳、ＭＥＫではもう 6 年目になりま
す！温泉や読書、ビデオゲームが好きです。世界のいろいろな都市に住んだことがありますが、静岡

が特に好きです。また MEK 楽しく教えていきたいと思います。
新入園児 3 名を迎え、23 名での新しいスタートです。制服姿がまだ初々しく、初日は
まず着替えてきちんと洋服をたたんでしまうことを教わりました。給食では早速おはしを使っ
て食べ、テキストを使ったレッスンも始まり、お兄さんお姉さんとしてがんばっています。スイ
ミングや日本語の「もじ」のレッスンも始まります。楽しみですね。
＜Koala クラス＞

担任：Rebekah（レベッカ）先生

Hello! My name is Rebekah Sopher and I am 25 years old. I am originally from America
(California), but I grew up mainly in Mexico. This will be my third year at MEK, and I am so
excited to be teaching Koala Class! My hobbies include: traveling, hiking, reading, baking, and
playing board/card games.
I hope we can all get along and have fun learning English!
こんにちは！レベッカ・ソファ、25 歳です。アメリカのカリフォルニア州出身ですが、メキシコで育ちまし
た。MEK へ来て 3 年になります。コアラクラスの担任になって楽しみです。趣味は旅行やハイキング、
読書、料理、ボードゲーム、カードゲームです。楽しく一緒に英語を学んでいきましょうね！
新入園児を迎えて、合計 17 名でのスタートです。ママやパパと離れる時はさみしくて
泣いてしまってもその後は泣かずに初日から先生と一緒にお歌を歌ったりプレイグランドで遊
んで楽しく過ごすことができました。音楽のレッスンも始まります。これからが楽しみです。
＜英語アシスタント＞ Alex（アレックス）先生
Hello!

I’m Alex Saint-Paul from Mobile, Alabama.

states, as I grew up in multi-lingual household.

I’ve lived in seven different countries and

I grew up speaking French and English at

home and was always around people of many different backgrounds. In terms of my
undergraduate studies; I graduated from the university of South Alabama. For my masters, I
graduated from the Katholiek Universiteit Leuven in Leuven, Belgium. My hobbies include
reading, discovering new places and learning about other cultures.
こんにちは！アメリカのアラバマ州モービルから来ましたアレックス・セイント‐ポールです。多言語を話
す家庭で育ち、今まで 7 つの国や州に住んだことがあります。家ではフランス語と英語を話し、多くの異
なるバックグランドを持つ人たちと関わりながら育ちました。大学は南アラバマ大学を卒業し、その後ベ
ルギーのルーヴェンにあるルーヴェン・カトリック大学の大学院で学びました。趣味は読書や新しい場
所や文化について学ぶことです。
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。ベアクラスの英語サークルでも教えてくれます。明るくおおらかな先生で子ども達も
喜んでいます。

