
登別市のＡＬＴを紹介します 

ＡＬＴ（Ａｓｓｉｓｔａｎｔ Ｌａｎｇｕａｇｅ Ｔｅａｃｈｅｒの略）とは「外国語指導助手」のこ

とで、現在、登別市では英語圏の２カ国から４人を採用し、市内の小・中学校に配属しています。 

活動内容は、児童・生徒の英語教育の補助、教育教材の準備や英語暗唱大会のサポートなどの外国語活

動を行っているほか、一般市民向けの国際理解講座や英会話教室などの講師として、市民の方々との国際

交流活動も積極的に行っています。以下は、ＡＬＴ４人の自己紹介です。 

 

 

氏名 Name マージョネット リー Marjonette Lee 

任用開始日 

Date of Employment 

平成２９年７月２４日～ July 24, 2017 

出身地 Hometown アメリカ カリフォルニア州  Eastvale, California, USA 

趣味 Hobbies 読書、絵を描くこと、アニメ、ゲーム Reading books, drawing, watching anime, 

playing games 

登別市の印象 

Impression of 

Noboribetsu 

登別の印象は去年とあまり変わっていませ

ん。 

私は今でも森や山の緑の風景が美しいと思

うし、緑の多さに驚きます。 

それほど自分の故郷を思い出すことはなく

なって、懐かしく感じることもなくなって、 

代わりにここが３番目の故郷のように思え

ます。 

私は今までに多くの人と出会い、親切な人

と出会うことができました。 

登別で過ごす２年間が魅力いっぱいの年に

なるのを楽しみにしています。 

 

My impression of Noboribetsu hasn’ t 

really changed much in the last year: 

I still think it’s beautiful, and the 

amount of green in the scenery still 

surprises me to this day. It no longer 

reminds me so much of my old home in 

the Philippines, however, so it feels 

less nostalgic for me to be living here. 

Instead, I might be on my way to feeling 

like this could be a third home for me. 

I’ve also met many new and kind people 

in the past couple of months, which I’

m very thankful for. I’m looking forward 

to how much more of Noboribetsu I can 

discover in this upcoming second year! 

生年月日 

Date of Birth 

１９９３年１０月２１日 October 21, 1993 

最終学歴 

Academic 

Background 

カリフォルニア大学、リバーサイド校 University of California, Riverside 

自己紹介 

Self-introduction 

こんにちは！私はフィリピンで生まれ、ア

メリカに引っ越し、７月までにカリフォル

ニアに住んでいました。大学で日本語と美

術を専攻したので、授業で習った事を直接

見たくて日本に来ました。趣味は絵を描い

たり、本を読んだり、バドミントンをした

りする事です。今年、学校で先生方と生徒

Hello! I was born in the Philippines but 

moved to and lived in America up until 

July of this year. I majored in Japanese 

and Art in university, so I wanted to 

personally see the things I learned about 

in class and came to Japan. My hobbies are 

drawing, reading books, and playing 



 

たちと授業をするのを楽しみにしていま

す。よろしくお願いします。頑張ります！ 

badminton. I’m looking forward to doing 

class with the teachers and students here 

this year. I’ll try my best! 

 

 

 

氏名 Name コージ ウメザワ Koji Umezawa 

任用開始日 

Date of Employment 

平成２９年７月３１日～ July 31, 2017 

出身地 Hometown カナダ オンタリオ州 トロント  Toronto, Ontario, Canada 

趣味 Hobbies ハイキング、料理、映画鑑賞 Hiking, Cooking, Watching Movies 

登別市の印象 

Impression of 

Noboribetsu 

私はこれまで登別に住んで楽しんできまし

た。 

みんなとても親切で、子どもたちに教えるこ

とはとても楽しいです！ 

季節ごとに登別を見てきたので、冬の間はま

ちを散策したいと思います。トロントはとて

も寒くて雪が多いので、登別はとても住みや

すいです。再び雪を見るのが待ち遠しいで

す。 

I have enjoyed living in Noboribetsu so 

far. The people are very kind and 

teaching my students is very fun! Now 

that I have seen Noboribetsu in every 

season, I would like to explore the city 

during winter. Toronto is much colder and 

gets more snow, so Noboribetsu is much 

easier to live in. I can't wait to see 

snow again! 

生年月日 

Date of Birth 

１９９４年１２月１８日 December 18, 1994 

最終学歴 

Academic 

Background 

カールトン大学 Carleton University 

自己紹介 

Self-introduction 

 

 

私は日本に住んで仕事をすることができて

嬉しいです。日本人のハーフなのに、父親が

生まれたこの国を旅行したことがありませ

んでした。私の授業のなかで、英語に興味を

持ってもらい、私の美しい国に来てもらえた

ら嬉しいです！ 

I’m excited to be living and working in 

Japan. Although I’m half Japanese, 

I’ve never had the opportunity to 

explore the country where my father was 

born. I hope I can get students 

interested in English, and maybe I can 

convince them to visit my beautiful 

country! 

 

 



氏名 Name ザッカリー テネス Zachary Thoennes 

任用開始日 

Date of Employment 

平成３０年７月３０日 July 30, 2018 

出身地 

Hometown 

アメリカ カリフォルニア州  

ベーカーズフィールド 

Bakersfield, California, USA 

趣味 

Hobbies 

音楽、料理、ハイキング、旅行、 

新しいことに挑戦すること 

 Music, cooking, hiking, traveling, trying new 

things 

登別市の印象 

Impression of 

Noboribetsu 

登別は見どころがたくさんある美し

い場所です。子どもたちが元気で活

気に満ちていることに驚きました。 

日本での生活に移行することに対し

て親切に助けてくれて本当にありが

とうございます。災害時、誰もがお

互いを助ける光景は素晴らしかった

です。 

Noboribetsu is such a beautiful area with plenty 

to see and do. I was surprised by how energetic 

and lively the students are! I’m very lucky and 

thankful that everyone has been so kind in 

helping with the transition to life in Japan. In 

times of crisis it was beautiful to see everyone 

helping one another. 

生年月日 

Date of Birth 

１９９５年４月３日 April 3, 1995 

最終学歴 

Academic 

Background 

カリフォルニア大学 

ロサンゼルス校 

University of California-LosAngeles 

自己紹介 

Self-introduction 

 

 

私は、第１専攻でオーボエ演奏、第

２専攻で日本語を学んだカリフォル

ニア大学の卒業生です。 

私は全ジャンルの音楽が好きです

が、特にクラシック音楽が大好きで

す。私はここにいる間、皆さんから

多くの日本の歌を学びたいと思って

います。 

私は学校で子どもたちみんなと新し

い楽しい生活を送ることを楽しみに

しています。 

 Howdy! I’m a UCLA graduate, majoring in oboe 

performance with a minor in Japanese. I love all 

types of music, but especially classical music. 

I hope to learn many Japanese songs from you all 

while I’m here! I’m very much looking forward 

to school with all the students and to a bright 

new life in Japan. 

 



 

氏名 Name カイラ カーウィルソン Kyla Kerr-Wilson 

任用開始日 

Date of Employment 

平成３０年８月６日～ August 6, 2018 

出身地 Hometown カナダ アルバータ州 カルガリー Calgary,Alberta,Canada 

趣味 Hobbies 読書、ハイキング reading, hiking 

登別市の印象 

Impression of 

Noboribetsu 

登別の皆さんはとても親切で助かりまし

た。 

私は登別の人たちからとても暖かい歓迎を

受けていることを感じています。 

私は山と海が大好きです。全てが緑で美し

いです。 

Everyone in Noboribetsu has been very 

kind and helpful. I feel that I have 

received a very warm welcome from the 

people 

here. I love the mountains and the ocean. 

Everything is so green and 

beautiful! 

生年月日 

Date of Birth 

１９９４年１０月１２日 October 12, 1994 

最終学歴 

Academic 

Background 

カルガリー大学 University of Calgary 

自己紹介 

Self-introduction 

 

 

 

こんにちは！私はカナダ出身です。 

私はハイキングや自然の中で過ごす時間が

大好きで、登別では両方ができます。 

私はここに派遣されたことに満足していま

す。ここにいる間、私は日本語や日本文化

についてさらに学びたいです。私は登別や

登別以外の北海道について特に興味があり

ます。 

Hello! I’m from Canada. I love hiking and 

spending time in nature, both of which I 

can do in Noboribetsu. I am very happy to 

have 

been placed here. During my stay, I hope 

to learn even more about the Japanese 

language and culture. I am especially 

interested in learning more 

about Noboribetsu and the rest of 

Hokkaido. 

 


