
登別市のＡＬＴを紹介します

ＡＬＴ（ＡｓｓｉｓｔａｎｔＬａｎｇｕａｇｅＴｅａｃｈｅｒ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 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 ofNoboribetsu

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 hasbeen

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.



氏名 Name アシュリー ラレイン マーサ― Ashely Laraine Mercer

任用開始日

Date of Employment

令和３年６月２７日～ June 27, 2021

出身地 Hometown アメリカ アリゾナ州 Arizona，United States of America

趣味 Hobbies 手芸、絵を描くこと、ハイキング、釣

り

Arts & crafts, drawing, hiking,

fishing

登別市の印象

Impression ofNoboribetsu

登別市は静かで自然がいっぱいなき

れいな町だと思います。私の出身と違

って、登別はサボテンの代わりにたく

さんの樹木があります。登別の温泉と

地獄谷の美しさで感動しました。時々

分からなくて困る時もありますが、毎

回親切な人々が助けてくれます。登別

に引っ越して本当に良かったと思い

ます。これから登別にいる期間を楽し

みにしています。

Noboribetsu is a very quiet and

beautiful place filled with

nature. Unlike my hometown which

is very orange, Noboribetsu has a

lot of green trees and gardens.

Onsen and Jigokudani are so

beautiful I was in awe. I have had

a few troubles when going about

town, but people are very friendly

and willing to help. I am very glad

I moved to Noboribetsu and I look

forward to my time here.

生年月日

Date of Birth

1999 年 08 月 23 日 1999 August 23rd

最終学歴

Academic Background

アリゾナ州立大学、早稲田大学 Arizona State University, Waseda

University

自己紹介

Self-introduction

私には大家族がいます。4 人姉妹と 4

人兄弟と両親で、私を入れると 11 人家

族です。私は動物が好きで、私の家族

はペットをたくさん飼っています。犬

6匹、猫 2 匹とオウム 1匹を飼ってい

ます。

私は大学で日本語を勉強して、中級の

レベルで話せます。日本語能力試験Ｎ

2の証明書を持っています。間違った

ら、声をかけてください。

I have a very large family

including 4 sisters, 4 brothers,

my parents, and myself. There are

11 people total. I really love

animals and my family has a lot of

pets. I have 6 dogs, 2 cats, and

1 parrot ． I studied Japanese in

college, and I can speak at an

intermediate level. I also hold a

N2 certificate of fluency from the

JLPT (Japanese Language

Proficiency test). If I make any

mistakes, please let me know.



氏名 Name トレヴァー ジョセフ ヨホン Trevor Joseph Yohon

任用開始日

Date of Employment

令和３年１０月４日～ October 4, 2021

出身地 Hometown アメリカ カンザス州 オーバーラ

ンドパーク

Overland Park, Kansas, America

趣味 Hobbies ゲームをする、本とマンガを読む、日

本語を勉強する、クラシック音楽を聞

く、多くの物を集める、物語を書く

Playing video games, reading books

and manga, studying Japanese,

listening to classical music,

collecting many things, and

writing stories.

登別市の印象

Impression ofNoboribetsu

カンザスと登別は全然違います。カン

ザスはアメリカの真ん中で平地なの

で海も山もありません。それで、登別

に住むことがとても楽しみです。登別

はとても美しいと思います。

Noboribetsu is very different from

what I am used to: since Kansas is

completely flat and has no oceans

nearby, it is quite surprising to

live somewhere with so many

mountains and near the ocean. But

it is incredibly beautiful.

生年月日

Date of Birth

１９９９年１０月２６日 October 26, 1999

最終学歴

Academic Background

カンザス大学, 日本語専攻 University of Kansas, Japanese

Language Major

自己紹介

Self-introduction

ずっと前から、日本と日本の文化につ

いて興味を持っていました。ここ登別

での日本の生活を体験する機会にと

ても興奮しています。そして、私自身

のアメリカ文化の多くの側面をここ

に住む人達と共有できることを嬉し

く思います。よろしくお願いします！

I have been interested in Japan and

Japanese culture for a very long

time, so I am very excited by the

opportunity to immerse myself into

and experience the Japanese way of

living here in Noboribetsu.

Likewise, I am excited to share

many aspects of my own American

culture with the residents living

here. I am looking forward to the

future!



氏名 Name ケイマン エリス ボーナム Cayman Ellis Bonham

任用開始日

Date of Employment

令和３年１１月２９日～ November 29, 2021

出身地 Hometown アメリカ ジョージア州 アトラン

タ

Atlanta, Georgia, United States

趣味 Hobbies 私の趣味は写真を撮ったり、絵を描い

たりゲームをすることです。

My hobbies are taking photos,

drawing and playing games!

登別市の印象

Impression ofNoboribetsu

登別の印象は、行ってみたいところが

たくさんあるとても美しい場所だと

お思います。新しくお会いする人々や

登別でしか経験できないことを今か

ら待ちきれない気持ちでいます。

My first impression of Noboribetsu

is that it’s a very beautiful city

with lots of places to explore. I

can’t wait to meet new people and

experience everything Noboribetsu

has to offer!

生年月日

Date of Birth

１９９９年５月３日 May 3, 1999

最終学歴

Academic Background

コンコルディア大学 Concordia University

自己紹介

Self-introduction

みなさん、こんにちは！私は登別市に

新しく来た ALT のケイマンといいま

す。カナダのコンコルディア大学で言

語学を学びました。カナダとアメリカ

国籍を持っていますので、両方の国に

ついて遠慮なくお尋ねください。ポラ

ロイドカメラで写真を撮るのが好き

ですので、登別の美しい写真を撮るの

を心躍る気持ちでいます。みなさまと

働けることを楽しみにしています。

Hello everybody, my name is Cayman

and I’m a new ALT in Noboribetsu!I

studied Linguistics at Concordia

University up in Canada. I’m both

Canadian and American so please

feel free to ask me anything about

either country. I like taking

photos using my polaroid camera so

I’m excited to take some beautiful

photos of the city. I’m looking

forward to working with everybody!


