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 新入園のお友達を迎え、にぎやかな毎日が始まりました。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。 

 

＜Bear クラス＞  担任：Thomas（トーマス）先生 

My name is Thomas(Tom) Cretan and I am 27 years old.  I was born in Hobart, Tasmania AUS.  

I studied business at the University of Tasmania and majored in Entrepreneurship and 

Innovation.  I enjoy exercising, exploring new places, hiking and playing computer games.  A 

funny fact about myself is that despite my age, I really love Pokemon.  I love okonomiyaki, 

tempura udon and the kindness of Japanese people.  I am looking forward to exploring Shizuoka 

and getting to know all of my students.  This year, I want my students to learn while having fun 

so they look forward to it each day!  I’m really looking forward to meeting everyone and I think 

it’s going to be a fantastic year. 

私の名前はトーマス（トム）クレタン、27 歳です。オーストラリアのタスマニタ州ホバートで生ま

れました。タスマニア大学でビジネスを学び、企業家精神と革新を専攻しました。趣味は運動と新し

い土地の探索、ハイキング、コンピューターゲームです。実は、もう大人ですがポケモンが大好きな

んです。お好み焼きやてんぷらうどん、日本の人たちの優しさが大好きです。静岡を探索したり、生

徒たちと仲良くなるのを楽しみにしています。生徒たちが毎日楽しみながら学んでくれればうれし

いです。みんなに会えるのを心待ちにしています。きっとすばらしい年になるでしょう。 

 新しく 2 名のお友達を迎えてのスタートです。来週には英語の読み書きレッスン、ミュー

ジックレッスン、日本語の「もじ」レッスンに加え、「かず」のレッスンも始まります。 

 

＜Panda クラス＞  担任：William（ウィリアム）先生 

My name is William Riegert.  I am 32 years old and from Blacksburg, Virginia USA.  I attended 

the Rochester Institute of Technology and majored in New Media Publishing.  I enjoy drawing, 

computer programming and playing taiko on the weekends.  An interesting fact about myself is 

that I am afraid of swimming in the ocean.  I am interested in the architecture and historical 

design elements of Japan.  Next year, I look forward to traveling around Japan on my new bicycle 

and teaching my students to read and write.  I’m excited to start the new year with an 

experienced staff, supportive parents and wonderful students.  Let’s have fun and do our best! 

ウィリアム・リガートといいます。32歳でアメリカのバージニア州ブラックスバーグから来ました。

ロチェスター工科大学でニューメディア出版を専攻しました。週末には絵を描くことやコンピュー

ター・プログラミング、和太鼓を楽しんでいます。実は海で泳ぐのは怖くてできません。日本の建築

や歴史的デザインに興味があります。今年、日本を自転車で旅行しようと思っています。クラスでは

生徒たちに読み書きを教えるのを楽しみにしています。すばらしい生徒たちと経験あるスタッフと

一緒に新しい年度を迎えられるのが楽しみです。一緒に頑張りましょう！ 

 新入園児 3名を迎え、新しいスタートです。12日には早速スイミングが始まり、出かける



前には緊張していた子供たちも「楽しかった！」と明るい笑顔で戻って来ました。来週より日本語の

「もじ」のレッスンも始まります。 

 

＜Koala クラス＞  担任：Lesle（レズリー）先生 

My name is Lesle Matthews and I am 25 years old.  I am from Cap Town, South Africa.  I went 

to the University of Cape Town to study Linguistics.  I like sports such as running, swimming, 

tennis and most importantly, soccer.  My main reason for coming to Shizuoka is to go and see 

Shimizu S-Pulse soccer matches next year.  My other hobbies include watching movies, listening 

to music and singing karaoke.  I also play the keyboard and guitar.  I am a terrible cook, so the 

most interesting thing about Japan is the beautiful cuisine.  I want my students to enjoy English 

and to make learning fun.  I am looking forward to making many new friends in Shizuoka. 

レスリー・マシューといいます。25 歳です。南アフリカのケープタウンから来ました。ケープタウ

ン大学で語学を専攻しました。スポーツが好きで、マラソン、水泳、テニス、そして何よりもサッカ

ーが好きです。エスパルスのサッカー観戦がしたくて静岡へ来ました。映画鑑賞をしたり音楽を聴い

たりカラオケで歌うのも好きです。キーボードやギターも弾けます。料理は上手ではありませんが、

日本食はすばらしくてとても興味があります。生徒たちが英語を楽しみながら学習できることを願

っています。静岡でたくさんの新しい友達を作るのが楽しみです。 

 登園時はやはりママを恋しがって泣いてしまいますが、プレイグランドへ行けばみんな楽し

そうに遊んでいます。戻ってきてしばらくするとまた思い出して泣いてしまったりしますが、お昼に

なればまた普通に食事を楽しんでいます。3 日目にはすでに「帰りたくない！」と泣く子供もいて、

園としてはうれしい限りです。お母さんは朝明るく「いってらっしゃい！」と言葉をかけ、温かく見

守ってあげて下さい。来週にはミュージックレッスンも始まります。 

 

＜英語アシスタント＞ Tommy（トミー）先生 

Hello, I’m Tommy Delk.  I am 27 years old and from Memphis, Tennessee USA.  I attended the 

University of Memphis and majored in Japanese Language.  My hobbies include reading fantasy 

books and writing.  Oh, and I love karaoke!  My favorite television show is 月曜から夜更かし.  

I enjoy visiting temples and studying the Sengoku Jidai and Edo Periods.  This year I am looking 

forward to exploring Japan, making new friends and creating bonds with my students.  My goal 

is to help my students communicate their thoughts and ideas.  To the parents, students and staff 

adventure together!  一緒に頑張りましょう！ 

こんにちは。トミー・デレクです。27 歳でアメリカのテネシー州メンフィスからきました。メンフ

ィス大学で日本語を専攻しました。趣味はファンタジー小説を読んだり書いたりすることです。カラ

オケも大好きです！お気に入りのテレビ番組は「月曜から夜更かし」です。お寺へ行ったり戦国時代

や江戸時代について勉強したりすることも好きです。今年、日本を周って新しい友達を作りたいと思

っています。クラスでは生徒たちと絆を築き、生徒たちが気持ちやアイディアを英語で伝えるお手伝

いをしたいと思っています。生徒たち、保護者の方々、スタッフのみなさん、一緒に頑張りましょう！ 


