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WELCOME TO JAPAN, 
AND WELCOME TO      
           MAGAZINE!

日本へ、そしてConnect誌へようこそ!

　今回、AJET Connect誌の東京オリエンテーションについ
てお話しできることを嬉しく思います。毎月、Connectは日
本全国にいるJETたちの日本での生活についての特色や体
験談をお届けします。ですが、今回は少し違います。これは
新しいメンバーとなる皆さんのためのものです。私たちが
皆さんにオリエンテーションを通して懸命な言葉と有益な
情報をお教えすることができるように、そしてまたそれ以上
に、皆さんがここで過ごされる時間の中でAJETが要点につ
いてお話しできることを願っています。私たちは今皆さんが
いるところにいます。不思議に思えるでしょうが、一休みし
て、席について、ページをめくってみてください。

　このページでは、皆さんのAJETに対する疑問にお答えす
ると同時に、National Councilについて紹介します。National 
Councilとは、皆さんに個人的、かつ本格的な策を教えたり、
地域活動の指揮をとったり、ボランティアの機会を提供した
りと、皆さんの活動時間の質をたゆみなく向上させてくれる
素晴らしい方々のことです。彼らの素敵な笑顔を見て、彼ら
のメールアドレスをメモしておいてください。そうすれば皆
さんの質問、または何かに参加したいなどの要求に熱心に
答えてくれます。

　今年は毎月、私たちConnectは皆さんが行うことすべてを
日本全国、そして世界各国にいるJETたちと共有します。皆さ
んのコメントに目を通し、疑問にお答えし、体験談に言及し
ます。誰でも、そしていつでも私たちに連絡を取ってもらう
ことが可能です。私たちはただ皆さんの役に立ち、それを共
有したいのです。この用紙の後ろを見て、どのようにして記
事、俳句、そして写真を寄稿することができるのか確認して
ください。そして、一番初めの読者用アンケートに答えるこ
とを忘れないでください。

９月には、Connectは皆さんが作るJET中心の月刊誌の発行
を再開します。今回は初めて、皆さんのコメントと“編集者に
質問”に掲載された質問を印刷し、回答します。ですので、決
定されたらすぐに私たちに連絡をください。

よろしくお願いします。

編集長、スティーブン・トンプソン

We’re proud to present the Tokyo Orientation edition of AJET 
Connect magazine. Each month, Connect brings you features 
and stories about life in Japan written by JETs all across the 
country. This edition is a little different, though. This one’s for 
you, the new guys. It’s our hope for this issue that we can offer 
you some wise words and helpful hints for Orientation and 
beyond, along with explaining key points about all that AJET has 
to offer you during your time here. We’ve all been where you are 
right now, and know how crazy it is. Take a breather, have a seat, 
and flip through. 

In these pages, we’ll answer some of your AJET questions and 
introduce your National Council: the marvelous men and women 
who provide you with personal and professional resources, 
organize community events, point you toward volunteering 
opportunities, and work tirelessly to improve your time on the 
program. Take a look at their smiling faces and make note of 
their emails, because if you have any questions or want to get 
involved, they’re eagerly awaiting word from you. 

Every month this year, we here at Connect will take everything 
you guys are doing and share it with JETs across Japan and 
all over the world. We’ll listen to your comments, answer your 
questions, and give voice to your stories. Anyone can write to 
us or for us at anytime, we are here solely to serve and share! 
Check out the back of this issue for information about how 
you can contribute articles, haiku, and photographs. Also don’t 
forget to check out our very first reader poll! 

In September, Connect will resume its monthly format of JET-
centered content provided by you. For the first time, we’ll be 
printing and responding to your comments and questions in our 
“Ask the Editors” section, so get in touch with us as soon as you 
get settled in. 

We’re eagerly waiting to hear from you, and we’ll see you next 
month. 

Very best regards,

Steven Thompson, Editor

CONNECT
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Letter from the Editor of Connect　
編集者からの一言
Kay Says: A Letter from your AJET Chair　
ケイ：AJET会長より
What is AJET?　
AJETとは？
Get Connected: AJET at Tokyo Orientation 
コネクトしよう：　東京オリエンテーションにおけるAJET
The 2013-2014 AJET National Council
2013－2014年　全国AJET協議会
AJET Blocks and Representatives 
各ブロックと代表の紹介
Meet the Connect Magazine Team!
コネクト」チームの紹介
Tokyo Travel Guide
東京観光案内
Your First Weeks in Japan
日本での生活の始まりについて
Summer Survival Guide
夏をどう乗り切るか
Volunteering in Japan
日本でのボランティア活動について
Special Interest Groups
専門部会
AJET Products and Publications
AJETの商品と出版物
Sempais Say
先輩方の声
AJET Partners
AJETの協力企業など一覧
Connect Contests, Contributing, and Reader Poll

「コネクト」コンテスト、投稿について、読者アンケート
Contributors　寄稿者

• Tash Austin  ターシャ・オースティン
• Rich Basile　リチャード・ベゾー
• Caroline Bellinger  キャロライン・べリンガー
• Ariane Bobiash　アリアン・ボビアッシュ
• Lukas Bosnick　ルーカス・ボズニック
• Nic Bunce　ニコラス・バンス
• Michelle Castro　ミシェル・カストロ
• Sandy Cheng　サンディー・チェン
• Chelsea Cook  チェルシー・クック
• Hugo Dragonetti　ヒューゴ・ドラゴネッティ
• Yolanda Espiritu  ヨランダ・エスピリツ
• Penny Fox　ペニー・フォックス
• Jacy Garant　ジェイシー・ガラン
• Jessica Geil   ジェシカ・ガイル
• Aaron Gilling　エロン・ギリング
• Mairi Holtzner　マーリ・ホルツナー
• Lineng Huang　リネング・ホワン

• Matthew Jones　マシュー・ジョーンズ
• Caitlin Kirkman　ケイトリン・カークマン
• Julia Mace　ジュリア・メイス
• Kelly Merks　ケリー・マークス
• Tom Morin-Robinson　トム・モリンロビンソン
• Jennifer Murawski　ジェニファー・ムロ―スキー
• Nick Nguyen  ニック・ニュウェン
• Michelle Noyes　ミチェル・ノイズ
• Tiffani Zalinski   ティファニー・ザリンスキー
• Danny Porter   ダニエル・ポーター
• Jackie Rzeczkowski   ジャッキー・レスカウスキー
• Tamara Rytter　タマラ・リッター
• Marcus Springer  マーカス・スプリンガー
• Sarah Stout　サラ・スタウト
• Sabbi Topal　サビー・トパル
• Thomas Wanebo　トーマス・ワネボ
• Xan Wetherall　ザン・ウェザオール

Editor　編集者
Steven Thompson スティーブン・トンプソン

Graphic Design and Layout   

Melinda Lange　メリンダ・ランゲ

Translation　翻訳
• Eriko Stronach (lead)   ストロナック絵里子（担当者）
• Donny Anderson　ドニー・アンド―ソン
• Sandy Cheng　サンディー・チェン
• Mark Garratt　マーク・ゲェレット
• Kristen Hansen　クリステン・ハンセン
• Phillippa Harvey　フィリッパ・ハービー
• Mark Hykes　マーク・ハイクス
• Leroy Krind　リーロイ・クラインド
• Sarah Lewis　サラ・ルイス
• Christine Maeda　クリスティーン・マエダ
• Danielle Markewicz ダニエル　マーカウィッツ
• May Vo　メイ・ヴォ

• Sally Walls　サリー・ウォールズ

Cover Photograph　表紙写真
Mark Noizumi マーク　野泉 

This edition, and all past editions of AJET 
Connect, can also be found online at http://
ajet.net/ajet-connect.

最新号及びバックナンバー一覧は
http://ajet.net/ajet-connectでご覧い
ただけます。
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So, haiku contest.
You gonna enter or what?
I can’t write them all!
 - Xan Wetherall

グラフィックデザインと設計

*This magazine contains original photos as well royalty-free stock 
images downloaded under a general license from Shutterstock.com.
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Congratulations! Welcome to the JET Programme and to AJET—
your JET community!

AJET, consisting of over four thousand current JETs, is one of 
the most extraordinary communities I’ve ever belonged to. Our 
diverse backgrounds as JETs allow us to create a collective positive 
energy that really influences our communities. Two years ago, 
when I was at my Tokyo Orientation, I didn’t realize how powerful 
that was. Now, I am truly grateful to be a part of it and humbly 
serving JETs—including you—to make AJET even better! I hope 
some of you will decide to contribute back to the national JET 
community by running for AJET National Council one day, too.

Whether you’ve been to Japan countless times before or 
you’ve never left your hometown until now, I guarantee you 
that the JET experience will bring you new adventures. Before 
you head to your new homes, I have a few pieces of advice.

Connect with fellow JETs. Attend your block welcome events, 
join your AJET block Facebook group, and make an effort to 
introduce yourself to others nearby—especially your block 
representative. Your block rep and everyone on the AJET 
National Council are volunteer JETs who want to welcome 
you and help make your time on JET the best it can be!

Get involved. Try to get involved in and outside of your workplace, 
especially in the beginning. Join your local cultural or sports 
groups, attend your work parties, and volunteer. The more 
involved you are, the more you will get out of your experience.

Remember that you are not alone. Many JETs encounter 
challenging times, but this is part of the experience. After all, we 
wouldn’t be able to enjoy the ups without knowing the downs. 
During those rough patches, remember that you are not alone! 
The AJET Peer Support Group, Prefectural Advisors, and CLAIR’s 
JET Line are just a few of the resources created to support us.

Your JET career is finite, so live in the moment. Explore, dream, 
discover and repeat. Once again, a warm welcome to your new 
adventure!

Yours in service,

Kay Makishi, Chair
AJET National Council 2013-2014

おめでとうございます。JETプログラムと、JETコミュニティであ
るAJETにようこそ。

AJETは4000人以上のJETで構成され、私が今までに所属した
中でも最もすばらしい団体の一つです。JETとしての様々な背
景は、私たちの社会に真に影響を及ぼす前向きなエネルギ
ーを生み出すことを可能にしています。２年前、東京のオリエ
ンテーションに参加した時に、私はそれがいかに強力なもの
であるかに気付きませんでした。今、私はその一員であること
に本当に感謝しています。そして、AJETをさらに良くするため
に、あなたを含めてJETに謙虚に奉仕していることに感謝して
います。あなたがいつかAJET全国協議会を運営することによ
って、全国のJETコミュニティに寄与しようと思ってくれること
を願っています。

何度も日本に来たことがあっても、あるいは今まで一度も故
郷を離れたことがなくても、JETの経験があなたに新たな冒険
をもたらすことを保証します。これから新しい住まいに向かう
前に、いくつかのアドバイスがあります。

J E T 仲 間と連 絡を取ってください。地 区 の 歓 迎 会 に参 加
し、AJETのFacebookグループに参加し、近くにいる人たちに

（特に地区代表の人に）t自己紹介する努力をしてください。
地区代表とAJET全国協議会はみんな、あなたを歓迎しており
JETにかける時間を最善にする手助けをしたいと願うJETのボ
ランティアなのです。

かかわり合ってください。特に最初は職場の内外を問わずに
かかわってください。地元の文化やスポーツのグループに加
わり、職場のパーティーに参加し、ボランティア活動をしてくだ
さい。あなたがかかわり合いになればなるほど、益々多くの経
験が得られます。

決して一人ではないことを忘れないでください。多くのJETは
困難な時期に出くわしますが、これも経験の一部なのです。結
局のところ、マイナス面を知らずにプラス面を享受することは
できないのです。そのような困難な時期の間でも、一人では
ないことを忘れないでください。例えば、AJETの仲間支援グル
ープ、県の顧問、CLAIR JET Lineなどが私たちを支援するため
に設置されている援助の例です。

あなたのJETとしての経歴には限りがあります。だからその時
々を大切に過ごしてください。模索し、夢を持ち、発見し、繰り
返してみてください。最後にもう一度、あなたの新しい冒険を
温かく歓迎します。

会長 恵　真喜志
2013-2014年AJET役員会

KAY SAYS...
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w
hat is

?
The Association for Japan Exchange and Teaching (AJET) is 
JET Participants’ support network and representative 
body. It’s a Community, a Resource and a Voice for JETs. 
AJET is here to help make your time on JET the best it 
can be!

On the national level, the AJET National Council serves as JETs‘ liaison to 
MIC, MOFA, MEXT and CLAIR, the Programme’s government sponsors. The 
AJET National Council conducts biannual surveys and reports on 
participants’ experiences to suggest future improvements for the 
Programme.

National AJET organises professional development opportunities and 
teaching resources to help JETs grow as they work in Japan. It also 
serves as a network for Prefectural AJET Chapters, to promote ties 
between JETs no matter where their placements take them. 
Regionally, with Prefectural Chapters, National AJET promotes 
social events and volunteer opportunities through the AJET 
block system.

Stop by the AJET Centre at Tokyo Orientation and  meet this 
year’s AJET National Council.  The Executive Officers, Block 
Representatives and appointed council members will all be 
available to help during the orientation session.

Be sure to sign-up for monthly eConnect Newsletters 
and AJET Connect Magazine at Orientation or on our 
website.   Smartphone users can also download the 
AJET iConnect app for block event and travel 
information.

Find National AJET online today at http://ajet.net 
or on Twitter and Facebook as “NationalAJET”.

Event Listings
Peer Support Group

Volunteer Opportunities
Local Prefectural Chapters

Special Interest Groups & Networks

AJET Publications
Teaching Materials

Professional Development
Educational Grants & Awards

AJET Corporate Affiliates & Special Offers

JET Biannual Surveys
AJET Opinion Exchanges

National Representation
Local Block Representation

AJET Connect Magazine

The JET Programme is sponsored by the Japanese government and administered by the 
Council of Local Authorities for International Relations (CLAIR) in conjunction with

the Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC); the Ministry of Foreign Affairs (MOFA)
and the Ministry of Education, Culture, Sports, Science, and Technology (MEXT).

VOICE

RE
SOURCE

C
O

MMUNITY

CONNECT with AJET
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NO MATTER WHERE YOU’RE HEADED...

NATIONAL AJET IS THERE FOR YOU!
The prefectures of Japan are divided into geographical “blocks” for AJET’s 
networking, events and representational needs. Each block has a Block Rep that’s 
there to help you be an active member of the national JET community during your 
time on the JET Programme.

*Asterisks denote your Block Rep’s home prefecture.

BLOCK 1
Yolanda Espiritu
yolanda.espiritu@ajet.net

Hokkaido, Aomori*,
Iwate, Akita

BLOCK 2
Xan Wetherall

xan.wetherall@ajet.net
Miyagi, Yamagata,

Niigata, Fukushima*

BLOCK 3
Aaron Gilling

aaron.gilling@ajet.net
Ibaraki, Tochigi, Gunma,

Saitama*, Nagano

BLOCK 4
Sarah Stout

sarah.stout@ajet.net
Chiba, Tokyo, Kanagawa,

Yamanashi*, Shizuoka

BLOCK 5
Thomas Wanebo
thomas.wanebo@ajet.net

Toyama, Ishikawa,
Fukui, Gifu*, Aichi

BLOCK 6
Sandy Cheng

sandy.cheng@ajet.net
Shiga, Kyoto, Hyogo*

BLOCK 9
Michelle Castro
michelle.castro@ajet.net

Tottori, Shimane*, Okayama,
Hiroshima, Yamaguchi

BLOCK 7
Jacy Garant

jacy.garant@ajet.net
Mie, Osaka, Nara,

Wakayama*

BLOCK 8
Julia Mace

julia.mace@ajet.net
Tokushima, Kagawa*,

Ehime, Kochi

BLOCK 11
Tamara Rytter

tamara.rytter@ajet.net
Kumamoto, Miyazaki,
Kagoshima, Okinawa*

BLOCK 10
Penny Fox

penny.fox@ajet.net
Fukuoka, Saga*,
Nagasaki, Oita

These eleven Block Reps are only half of the members of the AJET National Council! Please visit the Voice section of AJET.net to learn 
more about Block Reps, the CIR Rep, the Executive Officers and appointed council members.

Planet Eigo and Foxy
Phonics combo: over 400 
pages of teaching materials 
available  at Tokyo 
Orientation and online.

Whether you’re an ALT assigned to five elementary schools, a CIR 
teaching an adult Eikaiwa class or just someone who’s looking for 
a guide to vegetarian food in Japan, AJET has books to make your 
life easier.

AJET PUBLICATIONS

AJET Peer Support Group
Con�dential Listening & Referral Service

050-5534-5566
Skype: AJETPSG
8pm - 7am, every night

The AJET Peer Support Hotline (PSG) is a listening and 
referral service available to all JET participants every night of 
the year, from 8:00 pm to 7:00 am.

Whether you’ve had a bad day at work, need to vent about 
your neighbors or just want to speak English with someone, 
the JET volunteers at PSG are available to listen.

For more information on counselling services available to 
JETs, please visit the PSG Wiki at http://ajet.net/psg/

From everyday kanji guides to 
lesson plans to speciality topics-- 
they’re all JET-vetted books set to 
be useful!  

Find more about our print publications on the AJET.net website or 
browse through our books at the AJET Centre at Tokyo 
Orientation.
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GET CONNECTED

AJET WORKSHOPS

These workshops are led by 
experienced JETs on a variety of topics 
about your new life in Japan. We’ve 
selected speakers who know what 
they’re talking about, and who can 
give you real information to use in 
the year ahead.  More information, 
including schedules and detailed 
descriptions, can be found in your 
CLAIR Tokyo Orientation Handbook.

AJET INFORMATION FAIR

Want to get your internet set up as quick as possible? 
Want to get involved in grassroots volunteering? Want 
to subscribe to a fancy English language newspaper 
or ask about Japanese study resources? The AJET 
Information Fair has all this in one room! At the 
Information Fair, you can meet and chat with exhibitors 
ranging from non-profit organisations to commercial 
groups. Their representatives can not only answer your 
questions, but set up solutions for down the road. 
You can also come say hello to the Connect staff!

AJET CENTRE
This is the place to meet your AJET 
representatives and tell us about yourself! All 
day during Orientation you can find us here 
to answer any questions, chat if you’re feeling 
stressed, point you in the right direction 
and help you make free Skype calls home 
to check in. We’ll have lots of information 
about your soon-to-be home prefecture, and 
can introduce you to your representative. 
This is also the place to buy any AJET 
publications you’re interested in! If nothing 
else, just come say “Hello!” We’re here to 
help you make the most out of Orientation!

The Information Fair is 
located on the 4th Floor of 

the South Tower in the Nishiki 
room.

OPEN HOURS
       Monday: 12:00 - 13:15              
        14:45 - 18:00

The AJET Centre is located 
on the 4th Floor of the South 
Tower, in the Natsume room.

OPEN HOURS
     Sunday:  11:00 - 21:00
     Monday:    7:00 - 18:30
   20:00 - 21:30
     Tuesday:    7:00 - 21:00
    Wednesday:    7:00 - 13:00
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JETプログラム参加者の会（AJET）とは、JETプログラムの現参
加者の自主支援組織・代表団です。JET参加者のつながりを深
め、参加者のために役に立つ情報を届け、参加者の声にな
るAJET。あなたのJETでの経験が最高のものになるように
応援します！

全国規模ではAJET全国役員会がJETプログラムの実施機関である総務
省、外務省、文部科学省との連絡役を務めています。役員会は年2回ア
ンケート調査を行い、JET参加者の経験談や意見をまとめて調査結果
を報告し、当プログラムを向上させるための提案をします。

参加者が働きながら成長できるよう、全国AJETは継続教育や研
修の情報と教材、学習指導に有用な資料を提供しています。ま
た、各都道府県支部と日本各地に配置された参加者をつなぐ
役割を担っています。都道府県支部主催のイベントの広報や
ボランティア活動の情報はAJETブロック制度で管理していま
す。

東京オリエンテーションのAJETセンターにお立ち寄りくださ
い!AJET全国役員会一同で待っています。全国役員、ブロッ
ク代表、任命代表が全員、今年のオリエンテーションで皆
さんのお手伝いをするために待機しています。

オリエンテーション会場の端末、またはAJET公式ホー
ムページから月報「eConnect」と月刊の「コネクト」に
購読してください！スマートフォン向けのアプリ「
iConnect」のダウンロードで、各ブロックのイベン
ト案内や旅行案内が一目で分かります。

インターネットでもつながろう！
AJET公式ホームページ　http://ajet.net
Facebook・Twitterは”National AJET"で検索。

【つながり】

イベント一覧
ピアサポートグループ (電話傾聴サービス)

ボランティア活動の情報
都道府県支部

専門部会・ネットワーク

【情報・資料】

AJET出版
教材

研修・専門能力開発(PD)
資格取得の補助金

AJET賞
提携企業

JET参加者限定の特典

【JET参加者の代表】

年2回のアンケート調査
AJET全国役員意見交換会

AJET全国役員
ブロック代表

AJETコネクト雑誌

語学指導等を行う外国青年招致事業（JETプログラム）とは、日本の地方公共団体（地方自治体
とも）が、総務省（MIC）、外務省（MOFA）、文部科学省（MEXT）及び財団法人自治体国際化協会 

（CLAIR）の協力の下に実施する招致事業のこと。
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AJETとつながろう！　

とは？
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これからの行き先がどこであっても、
全国AJETが応援しています！

全国AJETは日本の都道府県を広域的な「ブロック」に分けて、JET参加者の交
流を図り、イベントを主催しています。各ブロックには「ブロック代表」を設置
しています。ブロック内に住む参加者が積極的に様々な活動に参画できるよ
うに手助けすることがブロック代表の役割です。

*はブロック代表の在住都道府県を示す

第1ブロック
ヨランダ・エスピリツ

yolanda.espiritu@ajet.net
北海道、青森県*、
岩手県、秋田県

第2ブロック
ザン・ウェザオール

xan.wetherall@ajet.net
福島県*、宮城県、
山形県、新潟県

第3ブロック
エロン・ギリング

aaron.gilling@ajet.net
茨城県、栃木県、群馬県、
埼玉県*、長野県

第4ブロック
サラ・スタウト

sarah.stout@ajet.net
千葉県、東京都、神奈川県、

山梨県*、静岡県

第5ブロック
トーマス・ワネボ

thomas.wanebo@ajet.net
富山県、石川県、福井県、
岐阜県*、愛知県

第6ブロック
サンディー・チェン

sandy.cheng@ajet.net
滋賀県、京都府、兵庫県*

第9ブロック
ミシェル・カストロ

michelle.castro@ajet.net
鳥取県、島根県*、岡山県、

広島県、山口県

第7ブロック
ジェイシー・ガラン
jacy.garant@ajet.net
三重県、大阪府、奈良県、

和歌山県*

第8ブロック
ジュリア・メイス

julia.mace@ajet.net
徳島県、香川県*、
愛媛県、高知県

第11ブロック
タマラ・リッター

tamara.rytter@ajet.net
熊本県、宮崎県、
鹿児島県、沖縄県*

第10ブロック
ペニー・フォックス
penny.fox@ajet.net
福岡県、佐賀県*、
長崎県、大分県

以上11名のブロック代表はAJET全国役員会のほんの一部です！CIR代表、全国役員、任命代表についてさらに知る
ためにはAJETの公式ホームページにアクセスしてください。

「Planet Eigo・Foxy Phonics」
セット：400ページ以上！
教材満載！お買い求めは
東京オリエンテーション
会場または全国AJETの公式ホームページで！

5校の小学校を掛け持ちしているALTでも、大人向けの英会
話教室で教えているCIRでも、ただ日本でベジタリアン食生
活を送るためのガイドブックを探している方ででも、AJET出
版の書籍はあなたの生活に役立ちます。

AJET出版

AJET ピア・サポート・グループ
Con�dential Listening & Referral Service

050-5534-5566
Skypeなら: AJETPSG
毎晩午後８時から午前７時まで

AJETピア・サポート・グループはJET参加者への聞き取り・
照会・寄り添いサービスとなっております。一年中、毎晩
午後8時から午前7時まで行っています。

仕事が良くいかない日、近所との良くない関係、英語を誰
かと話したいという時こそPSGを利用してください。

JET参加者のカウンセリングサービスに関してはPSG Wikisの
サイト、 http://ajet.net/psg/ 、までご確認ください。

日常漢字の早分かりからやや
専門的な内容まで、JET参加者
が選定した書籍ですから役に
立つに違いありません！  

詳しくはAJETの公式ホームページをご覧ください。また、東
京オリエンテーション期間中はAJETセンターで書籍を閲覧し
ていただけます。
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GET CONNECTED

AJET主催の分科会
日本での新生活にまつわる様々な話題
について、日本に住み慣れた先輩のJET
参加者が発表します。発表者は、日本で
の生活に詳しいことから選ばれ、あなた
がこれから日本で1年間過ごす上で役に
立つ情報を提供します。日程表や発表内
容の詳細は東京オリエンテーションの
資料を参照してください。

AJET主催のインフォメーションフェア

一刻も早くインターネットにつなげたい！草の根
ボランティア活動に参加してみたい！英字新聞を
購読したい！日本語の学習資料について聞きた
い！AJET主催のインフォメーションフェアでは新
生活に必要なアレコレが１か所に揃っています。
フェアで提携企業や特定非営利活動法人の代表
と会って、話したり相談したりすることができま
す。今抱えている質問に答えてもらうだけではな
く、これからのための「解決」について相談もでき
ます。AJETコネクト雑誌のスタッフにも声をかけ
てくださいね！

AJETセンター
全国AJETの代表と交流できる場所です！東
京オリエンテーション期間中、私たちはセ
ンターで皆さんが立ち寄るのを待っていま
す。質問があれば気軽に聞いてください。
ストレスが溜まっているなら、しばらく一緒
におしゃべりしませんか？行き先までどう
行けばいいのか分からないときは、私たち
が喜んで案内します。スカイプによる無料
通話も提供しているので、簡単に帰郷に電
話して無事に日本に着いたことを伝えられ
ます。あなたがこれから住むことになる都
道府県に関する情報も用意しているし、あ
なたのブロック代表を紹介させてもらいま
す。AJET出版の書籍の買い求めもAJETセ
ンターでどうぞ！特に用事がなくても、遠慮
なく立ち寄ってください。皆さんにとってオ
リエンテーションがより充実した時間にな
るように応援しています！

AJET主催のインフォメーショ
ンフェアは南館4階にしきにありま
す。

開室時間
月曜日: 12:00-13:15

 14:45-18:00

AJETセンターは南館4階
なつめにあります。

開室時間
日曜日           11:00-21:00
月曜日   7:00-18:30

               20:00-21:30
火曜日   7:00-21:00
水曜日   7:00-13:00
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Welcome to the JET Programme! Allow us to introduce ourselves. We’re your 2013-2014 AJET 
National Council. What’s AJET? It’s all of you! And like you, we’re all current JETs who volunteer our 
time and efforts to make sure that you’re always connected, informed, supported, and represented. 
We wanted to let you know what it is we do on the council to make your JET experience better and 
better. If you have any questions, or just want to say hello, contact us or feel free to find us while 
you’re here at Orientation!

JETプログラムにようこそ！自己紹介をさせていただきます。我々は今年のAJET役員
会です。AJETはどういう存在ですか？皆さんと同じように、私たち役員はJETプログ
ラムの参加者で、皆さんがJETコミュニティーに繋がるように新たな情報を通知し、
サポートを与え、提案・意見などを受け取っています。　JETプログラムの経験がよ
り良いものになるようにAJET役員会の役割を説明します。質問がある方や、もっと
詳しく知りたい方はいつでも声をかけてください。もしくは下記問い合わせは先ま
でご連絡下さい。

 COUNCIL

KAY MAKISHI      
• CHAIR              

As your chief executive officer, my role as National AJET Chair is to be the face of AJET and your 
primary representative to the ministries of Japan, media groups and other organisations. Working 
with the Executive Officers, I set AJET’s agenda for the year and work with all members of the 
National Council to help achieve these goals. If you ever have a question, concern, or want to talk 
about AJET/JET, please contact me at kay.makishi@ajet.net.

恵　真喜志
•	会長
AJET役員会長の役割はJET参加者の代表として総務省、外務省、文部科学省でメデ
ィア、様々な組織と関わります。AJETの目的や計画を立て、達成するためにAJET役
員会と協力して一生懸命がんばっています。もし質問などがありましたら、いつでも 
kay.makishi@ajet.net まで連絡ください。

2013-2014
AJET
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MARTIN BARRY      
• VICE CHAIR         

The Vice Chair works together with the Chair and Treasurer to ensure an efficient executive 
body. My duties include running National Council meetings where the Chair is not present, 
preparing agendas, organising the minutes for meetings and managing AJET conferences and 
orientations, such as Tokyo Orientation. You can contact me at martin.barry@ajet.net.

マーテン・ベリー
•	副会長
副会長は会長及び会計係と協力し、より有効な重役会を持つために活動してい
ます。会長が出席できないときには様々な会議の運営をしています。何かあった
ら連絡してください。

ALAN INKSTER       
• TREASURER         

As National AJET Treasurer, I work with the Executive Officers to administer and supervise 
the AJET budget, including all financial transactions. I also play a supervisory role in matters 
pertaining to the function and productivity of the National Council. Contact me at alan.inkster@
ajet.net if you have any questions. 

アラン・インクスター
•	会計係
AJET会計係として、会長、副会長と協力しながらAJETの予算案を管理する役割
です。企業のチームと一緒に協力しながら、役員会の役割や組織を監視していま
す。もし質問などがありましたら、いつでも連絡ください。

PHILLIPPA HARVEY             
• CIR REPRESENTATIVE       

I work to ensure that JET Programme CIRs are effectively represented in AJET and that their 
voice is heard by CLAIR and the Japanese Ministries that administer the JET Programme. To 
achieve this, I liaise with the other National Council members, the CIR Network National 
Representatives and AJET block representatives as necessary.

I’m also your Head of Japanese Sales and Marketing, a member of AJET’s corporate team 
whose goal is to establish and negotiate relationships with Japanese organisations and 
sponsors. I work to provide special offers and discounts for current JETs and JET alumni and 
recruit organisations for Tokyo Orientation and the After JET Conference.  You can reach me at 
phillippa.harvey@ajet.net.

フィリッパ・ハービー
•	国際交流員代表・営業担当
ALT達の意見などをCLAIRや省などの機関に伝える役割をしています。AJETブロ
ック代表やCIR National Networkや、AJET役員会のメンバー達と協力していま
す。日本の団体やスポンサーなどとの協力依頼を行っています。JET参加者やJET
経験者に特別なオファーや割引を提供してもらうために活動し、JET会議と東京
オリエンテーションのスポンサーを探しています。
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PENNY FOX                      
• PROJECT MANAGER      

As AJET’s Project Manager, I’m chiefly involved with the research aspect of AJET. This includes 
supervising the AJET report teams, setting project timelines, and helping to maintain relations 
within the National Council and with CLAIR and the Japanese ministries. Additionally, I work to 
support and promote the activities of Block Representatives and Prefectural Liaisons.  For questions 
or comments, contact me anytime at penny.fox@ajet.net. 

ペニー・フォックス
•	営業担当マネージャー
営業担当マネージャーは主にAJETの研究プロジェクトの活動をしています。翻訳
書を研究するチームを監視し、報告書の締め切りを調整し、AJET内の関係、3省、と
CLAIRの関係を保つように努めています。これに加えて、ブロック代表者と都道府県
の支部の活動をサポート・促進しています。質問やコメントがありましたら、いつで
も penny.fox@ajet.netまで連絡してください。 

HAL EDMONSON       
• PEER SUPPORT GROUP (PSG) NATIONAL COORDINATOR

The AJET Peer Support Group Hotline (PSG) is a listening and referral service which operates on 
the principles of confidentiality and anonymity. My responsibilities are recruiting, training and 
organising PSG’s many volunteers, as well as liaising to the National Council and acting on behalf 
of the interests of PSG and its callers. You can contact me at ajetpsg.vc@gmail.com or contact the 
PSG Hotline directly at 050-5534-5566 and via Skype at AJETPSG.

ハル・エドモンソン
•	ピア・サポート・グループ担当
匿名性や秘密保持の原則に従って聞き取りや照会サービスを行っています。責任
はボランティアグループへの募集、訓練や編成を運営しています。PSG関係者の代
表として、ピア・サポート・グループとAJET役員会間の連絡係をしています。ajetpsg.
vc@gmail.com まで連絡してください。または直接PSGホットライン050-5534-5566か
スカイプ名AJETPSGで連絡が取れます。

ERIKO STRONACH       
• TRANSLATION AND INTERPRETATION COORDINATOR

My main job as Translation and Interpreting Coordinator is making AJET-related materials available 
in Japanese. I also serve as the Japanese voice between AJET and CLAIR, the Japanese ministries, 
and other AJET-affiliated organisations. I work to translate the bi-annual Opinion Exchange reports, 
interpret at the Opinion Exchange meetings and translate AJET website and Connect magazine 
content. I work together with a group of volunteer translators and interpreters as well as native 
Japanese speakers.  If you have questions about AJET’s bilingual resources or if you are interested 
in assisting, please get in touch with me at eriko.stronach@ajet.net. 

絵里子・ストロナック
•	翻訳・通訳コーディネーター
翻訳・通訳コーディネーターとしてAJET関係書類を日本語に訳します。AJETと
CLAIR、総務省、文部科学省、外務省の交信を実行しています。AJETコネクト誌の
容、AJETのウェッブサイト、意見交流会、意見交流会の報告書などを翻訳・通訳して
います。ボランティアとして活動する日本人、翻訳者、翻訳者の集団と協力していま
す。AJETリソース関係の質問、または翻訳者・通訳者の集団に参加したい方々はい
つでもeriko.stronach@ajet.netまで連絡してください。 
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STEVEN THOMPSON                         
• ONLINE PUBLICATIONS EDITOR     

As Online Publications Editor, I oversee AJET’s community publications, primarily AJET’s 
monthly magazine, AJET Connect. I manage magazine content, actively seek and screen new 
contributors, promote new features, and determine AJET’s publication schedule. Connect is 
constantly on the lookout for new contributors to both engage and represent the diverse 
JET community. If you’d like to get involved with AJET Connect, you can reach me at steven.
thompson@ajet.net. 

スティーブン・トンプソン
•	電子出版編集者
電子出版編集者として毎月提供するコネクト誌やAJETの出版を監視していま
す。雑誌の内容、新しい寄稿者の募集・評価を行って、AJETの出版物のスケジュ
ールを担当します。多様性のあるJET参加者を代表し、もっとJET参加者の興味を
引くことができる新しい寄稿者を常に募集しています。JETコネクトのチームに入
りたい方、他に質問がある方は steven.thompson@ajet.net まで連絡してください。

MELINDA LANGE                 
• HEAD OF VISUAL MEDIA   

As AJET’s Head of Visual Media, I’m responsible for presenting a consistent image of AJET both 
in printed and digital media. My goal is to keep the clean, current look while adding a warm 
and inviting feel to AJET publications. Keep an eye out for AJET Connect, AJET’s monthly mag-
azine! Please contact me if you have any visual media-related enquiries at melinda.lange@
ajet.net. 

メリンダ・ランゲ
•	ビジュアルメディア担当
ビジュアルメディア担当としてAJETの「イメージ」を一貴性に描くことです。それ
を達成するには、AJETの出版物にはすっきりした、現代的なイメージを保ちなが
ら、魅力と暖かさを感じられるように目指しています。画像メディアの関係の問
い合わせの方は、melinda.lange@ajet.netまで連絡してください。

TIFFANY COOPER                 
• WEBSITE COORDINATOR    

My role as Website Coordinator is to design, manage, and update the AJET website. I also 
provide IT support for the AJET National Council, manage e-mails, back up the database and 
find web, hardware and software solutions for AJET. You may contact me at tiffany.cooper@ajet.
net regarding any of these services or if you experience any problems with the AJET website.

ティファニー・クーパー
•	ウェブサイト開発・デザイン・ITコンサルタント
AJETのウェブサイトのデザイン・管理・更新を担当しています。AJET役員会のＩ
Ｔサポート、メール管理、データベースの予備複製を行い、AJETインターネット、
ハードウェア、ソフトウェアに関する問題も処理しています。AJETウェブサイトに
関しての質問や問題がありましたら tiffany.cooper@ajet.net まで連絡してください。
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BLOCK 1 REPRESENTATIVE
YOLANDA ESPIRITU

BLOCK 2 REPRESENTATIVE
XAN WETHERALL

 Welcome to the North, Block 1! My name is Yolanda. I also go by “Yoyo.” I am currently living in a little town 
called Imabetsu in Aomori-ken. I like to travel, play sports, and hang out with my JET buddies.

As Director of Resources, I take care of AJET’s publications and put practical resources for the classroom and 
everyday life in your hands. Email me anytime at yolanda.espiritu@ajet.net. I’m looking forward to this 2013-
2014 JET year!

日本の北、第１ブロックへようこそ！私の名前はヨランダです。ニックネームは「ヨヨ」です。現
在青森県の今別に住んでいます。JETの友達と旅行をしたり、スポーツをしたり、遊ぶことが好
きです。

AJETの出版物担当です。第１ブロック代表と出版物ディレクターとして、JETコミュニティーの
皆に出版物、イベント、さまざまな機会を与えることができることに興奮しています！いつでも
yolanda.espiritu@ajet.netにメールを送ってください。このJET の2013～2014の1年間を楽しみに
しています！

 Yokoso, and welcome to Japan! I’m the gregarious glutton of Fukushima, Xan Wetherall! I’m all about two 
things: capybaras (the large, Amazonian, aqueous rodent) and food: eating, creating, writing about, and 
researching it! I even run a gastronomical Facebook group for JETs called JETfood! When not eating local 
izakaya out of house and home, I tend to be bouncing around Fukushima and Tohoku! 

 I’m also your Director of Community Relations! That means I’m in charge of Special Interest Groups (SIGs) like 
Stonewall Japan and VegJET. I also run AJET’s regularly updated events calendar. Hit me up any time at xan.
wetherall@ajet.net! ★

日本へようこそ！私は福島県の社交的な大食家のザン・ウェザオールです！私のとても大切な
物の2つがカピバラ（大きくてアマゾンの水生の齧歯類）と食べ物です。食べ物といえば、食べ
たり作ったり書いたり研究したり、何でも好きです！「JETfood」というJETのための美食のフェ
ースブックのグループさえも運営しています。たいてい現地の居酒屋でいっぱい食べていま
す。食べていない時には、福島と東北をよく旅行しています！

また皆の コミュニティー関係担当者になりました。つまり、ストーンウォール日本、ヴェージェ
ット,　アジア・太平洋諸島（API）グループのような専門部会の世話をしています。そして
AJETが定期的に更新しているイベントカレンダーを運営しています。いつでもxan.wetherall@
ajet.netまで連絡してください！
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BLOCK 4 REPRESENTATIVE
SARAH STOUT

Welcome to Japan!  I’m a 5th-year ALT in lovely Yamanashi prefecture.  I love traveling, finding the best cup of 
coffee in town, watching “nerdy” TV shows, and talking with my students! In the winter, I can be found falling 
down the slopes on my snowboard. I love traversing around the prefectures here in Block 4, so I am keenly 
excited to serve you this year.

I’ll also be working as the Director of Professional and Education Development to bring you new opportunities 
that will help you in your life as a JET and beyond!  Contact me anytime with your ideas and suggestions at 
sarah.stout@ajet.net!

日本へようこそ！私は美しい山梨県の5年目のALTです。アジアを旅行したり、町の一番美味しい
コーヒーを見つけたり、オタクのテレビ番組を見たり、生徒と喋ることが好きです！冬にはたい
ていスノーボードをつけて雪の斜面を転がっています。第4ブロックの各県を旅行して周るの
が好きなので、今年AJET第4ブロック代表として皆のために働くことを非常に楽しみにしていま
す。

そして、人材育成・教育支援活動担当者としての生活及びそれ以後の生活に役立つ新しい機会
を提供するために、人材育成と教育開発ディレクターとして働いています。いつでもアイデアや
提案があれば、sarah.stout@ajet.net にメールを送ってください。

BLOCK 3 REPRESENTATIVE
AARON GILLING

Hello there Block 3! I am a cheeky English chappie in wonderful Saitama prefecture. I enjoy reading, cooking and 
am a total fiend for sport. I love travelling around Japan, feasting upon amazing local foods. I am excited to be 
serving as Block 3 Representative this year and hope to meet as many of you as possible!

As AJET’s Director of Corporate Advertising, I help in getting companies and organisations to sponsor AJET and 
encourage these companies to offer discounts and initiatives to you! Please do get in touch with me anytime at 
aaron.gilling@ajet.net if you have any questions.

こんにちはブロック3！埼玉県のALTとして活躍している、明るくて、生き生きしているイギリスか
ら来たアーロン・ギリングです。本を読んだり、料理をしたり、スポーツをすることが楽しいです。
日本内の旅行しながら、様々な現地のおいしい料理を食べることが好きです。今年のブロック3
代表の活動を通して皆さんとお会いできることを楽しみにしています。

企業広告担当者としてAJETのスポンサーを募集し、JET参加者に特別なオファーや割引を提供
してもらうために活動しています。質問や提案がありましたら、いつでも aaron.gilling@ajet.net ま
で連絡してください。

BLOCK 5 REPRESENTATIVE
THOMAS WANEBO

My name’s Tom, and I’m your Block 5 AJET Rep. I’m a 5th-year ALT in Takayama in beautiful northern Gifu. When 
I’m not teaching, I’m cramming friends into my car and exploring Japan. I’ve hit 43 of Japan’s 47 prefectures, 
with the remaining four squarely in my sights. I strongly recommend it; there is something amazing to see, do, 
eat, or experience in every prefecture in the country. 

As the Director of Analytics, it’s my job to collect and crunch the numbers that AJET presents to the government 
ministries that oversee the JET Programme. If you’d like to contact me, don’t hesitate to email me at thomas.
wanebo@ajet.net. 

私の名前はトムです。第５ブロック代表です。美しい岐阜県の北部、高山に住む５年目のALTで
す。休みの時は、たくさんの友達と車で日本中を探検しています。日本の４７都道府県のうち４
３までを訪問しました。残している４つも絶対に行きます。皆にもこういう経験をぜひお勧めし
ます。日本の各県には見て、して、食べて、体験してすばらしい物がたくさんあります。

データ分析責任者として、AJETがJETプログラムを監督している外務省・総務省・文部料学省の
３省に発表、提出するデータを集めて分析するという仕事をしています。AJET関係でもその他
何でも私に尋ねたいことがあれば、ぜひthomas.wanebo@ajet.netにメールを送ってください。
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BLOCK 7 REPRESENTATIVE
JACY GARANT

BLOCK 8 REPRESENTATIVE
JULIA MACE

Welcome to Japan! I am a 4th-year ALT in Wakayama prefecture. I love travelling abroad and around Japan. Japan 
is to thank for allowing me to try many new hobbies: jogging, hiking, scuba diving, canyoning, snowboarding 
and hula dancing. When I am not off on some adventure, I enjoy reading a book under the sun, ideally by the 
ocean, or playing video games. 

As the Director of Social Media, I love meeting new people, and I am active on Facebook and Twitter. You can 
also get in touch with me via email at jacy.garant@ajet.net.

日本へようこそ！今年で４年目のALTとなります。海外・国内旅行が好きです。日本で様々な新
しい趣味を取り入れることができました。ジョギング、ハイキング、スキューバ・ダイビング、キ
ャニオニング、スノボーやフラダンス。外で活動をしていない日は本を読んだりテレビゲーム
をすることが多いです。

ソーシャルメディア担当として様々な人と会うことが好きです。フェイスブックとツウィッター
も利用していますのでぜひ声をかけてください。メールでも届きますので連絡はjacy.garant@
ajet.netまでお願いします。

Hi y’all! I’m a 5th-year ALT in the countryside of Kagawa, known for organizing stellar events and baking 
awesome banana bread. To balance out all the homemade sweets, I go hiking, to the gym, and practice 
Japanese archery (kyudo). When I’m not on the go, I’m enjoying a cup of tea and a good book on my veranda. 

As your Director of Public Relations, if you have something to say that you think the rest of the JET community 
should hear, email me at julia.mace@ajet.net!

こんにちは！香川県で５年目のALTとして活躍しています。県内で最高のイベントの計画を立
てたり、美味しいバナナケーキを作ることでよく知られています。甘いもの食べるほど体操をし
ます。健康のためにハイキング、ジム、弓道をやっています。外で活動をしていない日は美味し
いお茶を作ったり、ベランダで本を読んでいます。

広報担当者になり、JETコミュニティーの人々に聞いてほしい情報がありましたらぜひ連絡し
てくださいjulia.mace@ajet.net。

BLOCK 6 REPRESENTATIVE
SANDY CHENG

G’day! My name is Sandy Cheng and I’m a 3rd-year ALT in Kobe. I’m obsessed with karate, and enjoy baking, 
making character bentos, and everything delicious! I love adventures, and enjoy camping and scuba diving. 
I’ve also been bungee jumping and skydiving, and they were great fun, but I must admit I won’t be jumping 
out of a plane again!

This year, I’ll serve as Director of Sales and Marketing for AJET. I hope to make this year a great JET experience 
for all!  If you have any questions or concerns, don’t hesitate to contact me at sandy.cheng@ajet.net.  

こんにちは！私の名前はサンディー　チェンです。神戸市に住んでいる3年目のALTです。私は
空手のは何でも大好きです。パンやケーキを焼いたり、キャラクターのお弁当を作ったり、お
いしいものが好きです。アドベンチャーが大好きで、キャンピングやスキューバダイビングも
楽しみます。バンジージャンプもスカイダイビングもしたことがあります。それはとても楽しか
ったですが、もう一度は飛行機から飛ばないでしょう！

今年は、AJETの営業担当になりました。JETの同僚との緊密な協力を通して、今年を皆にとって
経験豊富な年にしたいと思っています。質問や問題があれば、ぜひsandy.cheng@ajet.netにメー
ルを送ってください。
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BLOCK 9 REPRESENTATIVE
MICHELLE CASTRO

BLOCK 10 REPRESENTATIVE
PENNY FOX

BLOCK 11 REPRESENTATIVE
TAMARA RYTTER

Welcome to Block 9! My name is Michelle Castro and I am a 3rd-year ALT living in Shimane. When I am not 
running or biking around Japan I like to fill up my car with friends and go on weekend road trips to the 
prefectures in and around Block 9. 

 As the Director for Volunteering and Aid on the AJET National Council, I help JETs get the information they 
need to volunteer in their local communities and for national-level relief and aid. I am also the section editor 
for Volunteering in AJET Connect magazine, where I want to showcase all the hard work that JETs have been 
doing in their communities. Contact me anytime at michelle.castro@ajet.net.  

ブロック9へようこそ！島根県で３年目のALTとして活躍しています。ジョギングやサイクリン
グをしていない週末は友達と一緒にブロック9県内を車でドライブに行きます。

AJET役員会のボランティア担当者としてJET参加者に地域共同体でのボランティア活動や国
内救済に関する情報を提供しています。ボランティア担当者以外にConnect magazine のボ
ランティア編集者として実行して、JET参加者が一生懸命計画を立てて行う地域行事を提供
しています。いつでも連絡してくださいmichelle.castro@ajet.net。

Hi to everyone in Block 10! I’m a 5th-year ALT in Saga prefecture who loves cooking, travelling, outdoor 
activities and working in my veg patch! I love kids, and get a buzz out of seeing them enjoy themselves—be 
it learning English through fun games and activities at school, or interacting with foreigners during our 
regular orphanage visits.

 As the Project Manager on the Council, I will oversee the reports that AJET produces and presents to CLAIR 
and the Ministries that support the Programme. Please be sure to fill out the surveys when you see them, as 
they can lead to real and meaningful change for all JETs! Hit me up anytime: penny.fox@ajet.net

こんにちは、ブロック10の皆さん！佐賀県で５年目のALTとして活躍しています。料理、旅行、
アウトドア活動、家庭菜園が大好きです。
子供たちと触れ合ったり、国際教育活動を楽しむ子供たちの明るい姿を見るのが私にとって
一番幸せです。

事業担当マネージャーとしてAJETが自治体国際化協会（CLAIR）やJETプログラムを応援して
いる三省に出版する報告書を運営しています。アンケート調査が出版された時には回答を
よろしくお願いします。未来のJETに影響を与える大切な機会です。いつでもご質問やご意見
がありましたら連絡先まで伺いお願いします。penny.fox@ajet.net

Haisai and welcome to Southern Japan! I moved to the beautiful island of Okinawa two years ago. I love 
travelling and climbing mountains. I would recommend climbing Mount Fuji since it is right here in your own 
backyard and the view from the summit at sunrise is indescribable! I also enjoy dance, music, diving and 
chilling out (with ice coffee)! 

As your Director of Corporate Events, I organized the Tokyo Orientation Information Fair, so please come say 
hello and meet all the great companies, charitable organizations and special interest groups we have for you! 
I am here to help, so if you have any questions, contact me at tamara.rytter@ajet.net 

ハイサイ！南日本へようこそ！私は2年前、美しい沖縄へ引っ越しました。旅行と登山が大好き
です。富士山が私のおすすめです。なぜならば、その山はすぐそこにあるし、山頂からの日の
出の景色はとても言葉には表せません。私の他の好きなことは踊り、音楽、ダイビング、リラッ
クスすること（アイスコーヒーとともに）です！

企業イベント担当として、東京オリエンテーションのインフォメーションフェアを組織しまし
たので、ぜひ参加してその会場に集まった各会社、慈善組織、専門部会の人たちと話しをし
てください！私はいつでもお手伝いしますので、もし質問があれば、tamara.rytter@ajet.netにメ
ールを送ってください。
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BLOCK 1  Apart 
from the winter snow and nationally 
recognized festivals—Aomori’s Nebuta, 
Sapporo’s snow festival, Akita’s fireworks 
festival—our area is also known for being 
full of nature and greenery. Nature hikes, 
camping, beach outings along Iwate’s 
coast, the best ski and snowboarding 
resorts, our region has a lot to offer. 
It’s rich in history and offers a variety 
of historical, cultural, and scenic must-
see locations as well. We have samurai 
houses in Akita, Ainu preservation sites 
in Hokkaido, World Heritage sites in 
Aomori, and the golden temple in Iwate. 

BLOCK 2 Witness 
a rural town transform into an arena of 
modern art or visit the serene island of 
Sado in Niigata Prefecture. Ascend the 
rocky heights of Yamadera or face the 
“snow monsters” of Zao in Yamagata 
Prefecture. Stroll the tree-lined streets 
of Sendai during Tanabata or visit the 
only place to strike Basho speechless, 
Matsushima, in Miyagi Prefecture. Explore 
the samurai stronghold of Tsuruga castle 
or hula beneath waterslides in Fukushima 
Prefecture. Block 2 is an open and active 
JET community spanning and mixing all 4 
prefectures! Check us out on the Block 2 

Facebook page!

BLOCK 3 Block 3 is as 
diverse in terms of culture, feel and setting, as 
it is close to the urban heart of Japan, Tokyo. 
We have Tochigi, with great festivals in the 
countryside. We have Gunma, with outdoor 
activities, traditional Japanese culture and city 
life. We have Nagano, with skiing and outdoor 
baths with monkeys. We have Saitama, concrete 
jungle at one end and idyllic nature at the 
other. We have Ibaraki, with heaps of festivals 
and a view of Japan seen from atop Buddha. 
Ultimately, what makes Block 3 great is the 
JET community with whom we make the great 
memories. Keep in touch with all things Block 3 
at our AJET Block 3 Facebook group.

BLOCK 4 There is 
always something to do here.  You can shop in 
Harajuku, visit the Amida Buddha in Kanagawa, 
climb Mt. Fuji, ride record-breaking roller 
coasters in Yamanashi, pick tea in the famous 
fields of Shizuoka, or have a beach party in 
Chiba.  Why not try it all? This block is very 
active and geographically small; there’s always 
someone to join you and all the activities are 
only a short trip away.  You can find more 
information on AJET Block 4’s Facebook page!

BLOCK 5 Our five prefectures, Aichi, Fukui, Gifu, Ishikawa, and 
Toyama, have everything great Japan has to offer. Enormous metropolis? Isolated rural 
villages? Great skiing? Amazing beaches? Great hiking with amazing mountain and ocean 
views? Incredible festivals featuring all-night dancing, giant fires, hundreds of mostly-
naked drunk men? Beautiful lanterns, incredible fireworks, ice sculptures, snow sculptures, 
and more? Look no further. To top it all off, Block 5’s JET community is as amazing and 
diverse as our region is, full of great people who are as keen to explore as you are.

BLOCK 6 From 
the legendary temples and shrines of Kyoto 
to the stunning beauty of Lake Biwa, you’ll 
never be far from a breathtaking sightseeing 
experience.  Venture to Kobe in Hyogo, the 
hub for international exchange and fashion, 
and never forget to try that famous Kobe beef! 
In this amazing part of Kansai, you’ll find 
everything you want from mountain to sea 
to city to country. We have a very active JET 
community, so get in touch with us through 
our Facebook page to keep up-to-date with 

all the fun!

BLOCK 7
Block 7 offers the best of beaches 
and mountains both. For shopping 
or great food, there are the bustling 
streets of Osaka. If you like ninjas, 
or even want to become one, head 
to Iga-Ueno in Mie. There is also 
the famous Ise shrine! Next door, 
in Wakayama, you can scuba in the 
Kii peninsula, home to some of the 
northernmost coral reefs and edible 
squid postcards for underwater 
mail. In Nara, you can see one of 
the biggest bronze statues of the 
Buddha at Todai temple or enjoy a 
picnic under the blooming cherry 
trees on Mount Yoshino. 

BLOCK 8 A little-known 
part of Japan, Shikoku is rich in history, culture 
and natural wonder. From the original Dogo hot 
spring in Ehime, to the beaches of Kochi and 
vivacious Awa Odori Dance Festival of Tokushima, 
Shikoku is a picture of authentic Japan.  Kagawa 
prefecture completes the block as rolling plains 
flow into the island-studded sea—now adorned 
with contemporary art!
The JETs of Shikoku are a diverse and friendly 
bunch! Be it biking, hiking, musicals, game nights, 
poetry readings, or volunteering, you’re sure to find 

what you’re looking for!BLOCK 9 If you 
like outdoor adventures, try kayaking 
to Miyajima Island off the coast of 
Hiroshima then reward yourself with 
Hiroshima-style okonomiyaki. Visit Tottori 
and ride a camel on the sand dunes, or 
go paragliding on the beach. Be daring 
and test your palate by eating puffer fish 
from Yamaguchi before strolling through 
Akiyoshido, Japan’s largest limestone 
caves. In Okayama, take a dip in the island 
waters and swim with bioluminescent 
phytoplankton. But let’s not forget 
Shimane, which has Izumo Taisha, the 
preferred vacation spot of the gods. Off 
the coast are the Oki Islands where you 
can hike alongside wild horses. Join the 
Block 9 Facebook group and stay up to 

date!

BLOCK 10 
Dive into the rich Dutch and Chinese-
influenced history and culture of 
Nagasaki in the west, or the world-
famous onsen and gorgeous mountains 
of Oita in the east. In between, you can 
enjoy the International Balloon Festival, 
or visit the historic ruins of Yoshinogari 
in Saga. Get your fix of foreign foods and 
nightlife in the bustling city of Fukuoka, 
while the rest of the prefecture offers 
excellent hiking opportunities and 
beautiful beaches. 

We hope you will love being a part of 
the Block 10 community. Don’t forget 
to join our Facebook group to keep in 

touch with what’s happening.

BLOCK 11 Okinawa is 
home to 160 tropical islands! Coral reefs offer 
bountiful ocean life, great diving and white sand 
beaches. World heritage sites and indigenous 
Ryukyu culture come together to create a truly 
unique prefecture. Kagoshima and Kumamoto are 
home to two of Japan’s gigantic active volcanoes, 
Sakurajima and Mt. Aso, which drives the hot spring 
business.  

Off the coast of Kagoshima are the old growth 
forests of Yakushima, a UNESCO world heritage 
site, that is a must see for any nature enthusiast. 
One Miyazaki’s most famous sites is Takachiho, 
which boasts a stunning gorge, as well as countless 
shrines. Find out more information on our AJET 

Block 11 Facebook page. 
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第１ブロック冬の雪
と全国的に有名な祭り（ねぶた祭
り、札幌雪祭り、秋田の花火祭り）以
外に、ここには自然と緑がいっぱい
あることで有名です。例えば、ハイ
キング、キャンピング、岩手県の海
岸沿いでの行楽、日本一のスキー
やスノーボードのリゾート地など、
ここはたくさんのものを提供してく
れます。歴史が深く、さまざまな歴
史的な文化的な場所、そしてまた
見るべき景勝地もあります。秋田県
には侍屋敷、北海道にはアイヌ保
護区、青森県には世界遺産、岩手
県には中尊寺があります。

第２ブロック地方のある
村が現代アートの展示場へと変化する
さまをぜひ目撃してください、あるいは
新潟県の平和な佐渡島を訪れてくださ
い。山形県の山寺の岩山を登り、蔵王
の樹氷を目の当たりにしてください。七
夕の季節に仙台の並木道を散歩してく
ださい、また、宮城県の芭蕉に言葉を
失わせた唯一の場所、松島を訪れてく
ださい。福島県ではサルバドール・ダリ
の作品に首を傾げてください、また、侍
の拠点であった鶴ヶ城を探検し、ウォー
タースライドの下でフラダンスを踊っ
て下さい。第２ブロックは開かれた活
動的なJETコミュニティーです。第２ブ
ロックのフェイスブックのページをチェ
ックしてください。

第３ブロックブロック3
は日本の県内で顕著な地域だと思い

ます。栃木県は地方での最高なお祭り
が行われ、群馬県では日本文化、アウト
ドア活動、都市を同時に楽しめます。長
野県は温泉に入る前にスキーを楽しめ
ます。埼玉は都会のコンクリートジャン
グルの世界、一方田舎地域では素晴ら
しい景色が観えます。茨城県ではお祭
りや仏像の上から地域の景色が観えま
す。最後に、イベントの企画を立て、思
い出を作ってくれるブロック3のJETコ
ミュニティーのおかげで素晴らしいブ
ロックに成り立っています。ブロック3
の様々な活動やイベントの最新情報を
AJETフェイスブックグループで最新情
報を取り込んでください。第４ブロックここで

はいつも何か出来ます。東京の原
宿で買い物したり、神奈川県の高
徳院の大仏を見たり、富士山に登
ったり、山梨県の記録破りのジェッ
トコースターに乗ったり、静岡県の
有名な茶畑で茶を収穫したり、千
葉県でビーチパーティをしたりす
ることが出来ます。それらを全部し
てみませんか？このブロックはとて
も活動的な小さなブロックです。一
緒に遊べる人がいつもいます。ま
たすべての活動は近くで出来ます。
第4ブロックのフェイスブックのペ

ージにはもっと情報があります。

第５ブロックは愛知県・福井県・岐阜県・石川県・富山県からなり、
日本が提供できるすべての素晴らしいものがあります。大きな町は？人里離れ
た村は？素晴らしいスキー場は？素敵なビーチは？素敵な山や海の景色の素晴
らしいハイキングは？夜を徹しての踊り、巨大な焚火、数百人ものほとんど裸の
酔っぱらった男性の信じられない祭りは？美しい提灯、信じられない花火、氷の
彫刻、雪像、その他は？第5ブロックにはすべてありますよ。何よりも、第5ブロッ
クのJETコミュニティーはこの地域と同じくらい素晴らしくて、多様性に富んで

います。

第６ブロック京都の伝
統的な神社仏閣から琵琶湖の見事な
美しい景色まで、驚くほど素敵な観光
体験が身近にあります。国際交流やフ
ァッションの中心地、兵庫県の神戸市
に行って、もちろんあの有名な神戸牛
を食べてみることを忘れないようにし
てください！この関西の素敵な地には
山から、海、町、田舎まで、望むものは
何でもあります。第6ブロックは活動的
なJETコミュニティーです。すべての楽
しい新しい情報を得るためにフェイス

ブックで連絡してください。

第７ブロックブ
ロック７は最高の浜辺と山
に囲まれています。大阪のに
ぎやかな街はおいしい食べ
物やショッピングもあります。
忍者が好きな方々は三重県
の伊賀上野 忍者村をお勧め
します。三重県の隣の和歌山
県の紀伊半島でスキューバ・
ダイビングができ、サンゴ礁
を見ることができたり、「する
めーる」というハガキを送れ
ることができます。奈良では
東大寺盧舎那仏象をみること
ができ、吉野山の桜の下でピ
クニックもできます。

第８ブロック四国はあんまり
知られていないようですが、豊かな歴史、
文化、自然があります。愛媛県の道後温泉、
高知県の様々な砂浜、徳島県の明るい阿波
踊り祭り、四国は日本の独特な島です。香川
県では起伏のある平野が小島で囲まれる
海へ続きます。四国のJET参加者は優しくて
多様な人々です。四国ではサイクリング、ハ
イキング、ミュージカル劇場、作詩の集会、
ボランティア活動もあります！ブロック8の
四国では様々な活動で身につけることがた
くさんあります。

第９ブロックアウトド
ア活動が好みでしたら、宮島のカ
ヤックをした後の広島風お好み焼
は悪くないですよ。鳥取の砂丘でラ
クダに乗ったり、地域で一番高い大
山を登る前にパラセールで滑空し
てみたらどうですか。山口県のフグ
を食べ、日本最大の秋芳洞に冒険
行くのはどうでしょう。岡山県の小
島で夜光虫と泳げます。様々な神
が休暇の目的地、島根県にある出
雲大社も観光地としておすすめで
す。荒馬がいる隠岐の島でハイキ
ングができ、闘牛も楽しめます。ブ
ロック9のフェイスブックグループ
に参加して、ボランティア活動の最
新状態・情報・イベント機会を提供
し続けます！

第 １ ０ブロック
西九州には長崎と中国やダッチ

との交流の歴史と文化があり、東
九州に世界優秀の温泉と大分山
があります。国際提灯祭りを楽し
めますし、佐賀県の吉野ヶ里では
歴史的史跡が残っています。海外
の食品は福岡で買いますし、夜も
遅くまで楽しめます。その他はハ
イキングや美しい砂浜が北九州
地域にあります。

たくさんなイベントや機会を取り
組んでいるブロック10を楽しんで
もらえると嬉しいです。ブロック10
のフェイスブックグループに参加
して、我々の最新情報を提供して
いるのでぜひ見てください。

第１１ブロック沖縄は太平
洋と東シナ海に点在する160の熱帯の島か
ら出来ています。豊富なサンゴ礁が豊かな
海の生き物を育み、素敵なダイビング、白い
砂浜を提供してくれます。世界遺産と琉球
文化があいまって、特にユニークな県にな
っています。鹿児島と熊本には日本の大き
な2つの活火山桜島と阿蘇山があります。そ
の火山の周辺では温泉が活況を呈していま
す。

鹿児島県沖にはユネスコ世界遺産、太古の
森林を持つ屋久島があります。それは自然
の愛好者にとって、ぜひ行かなければなら
ない所です。宮崎の有名な場所の１つは、
数え切れないほどの神社だけでなく、素敵
な渓谷がある高千穂です。第11ブロックの
フェイスブックのページにはもっと情報があ

ります。

あ
な

た
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見つけてを
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HUGO DRAGONE
TTI

STEVEN
THOMPSON

MELINDA
 LANGE

XAN WETHERALL

ARIANNE 
BOBIASH

meet the

team!

Welcome to Japan! I’m Hugo from 
the UK, and I’m Connect’s new Sports 
Editor!  
I’m beginning my fourth year in beautiful 
Kumamoto Prefecture, which is famous for 
its raw horse meat, hot springs and rosy-
cheeked bear mascot. I love challenges, 
which explains why my hobbies here include 
marathon running and wakeboarding. I’ve 
found that sports in Japan are a fantastic 
way to overcome the language barrier and 
build friendships. Over the coming year, I’ll 
be showing you a variety of sports that you 
can try here. If you have a sports-related 
story to tell, I’d love to hear from you. 
Please contact me at connect.sports@ajet.

net. 

Hi!  I’m Melinda, the brand new designer for the magazine I 
know you’ll be waiting for every month this year!  I’m a second-year 
ALT in Saitama and I like to jam at karaoke, watch movies, jog, and 
inadvertently choreograph strange tap dances while standing on jerky 
trains.  I hope you enjoy your time in Japan just as much as I do!  You 
never know what kind of awesomeness you’ll be seeing next, so be 
sure to check out the new issues every month!  If you have any art or 
cool things you want to share, hit me up at melinda.lange@ajet.net.

Are you seeing double? No! Yes! …Maybe? 
There’s definitely two intros from Xan Wetherall 
in this Connect guide, and two food editors, too! 
I’m a 3rd-year Fukushima JET, the meat-eating 
half of the Connect Food team, and the Block 2 
Representative/Director of Community Relations on 
the AJET National Council! I also run the JETFood 
group on Facebook, a hotspot for recipe-trading 
and Instagramming for like-minded foodie JETs! 
Listen, you know how sharks have to keep moving, 
or they die? That’s me, except replace “moving” 
with “cooking, researching, and talking incessantly 
about food.” I live to eat, and hold steadfast to my 
belief that food can be the common denominator 
that connects everyone: learn of your food, and you 
learn of your culture. Got a recipe or tip you’re dying 
to share with the rest of the community? Ariane 
and I are always available to take submissions at 
connect.food@ajet.net!

 Hello new JETs, and welcome to Japan! I’m Ariane, one of the 
two resident Connect foodies and have been part of the team since 
last fall. I’m originally Canadian, and currently reside in picturesque 
Tokushima prefecture on Shikoku. I live for food. Eating it, cooking it, 
reading about it, you name it! I love trying out new restaurants and 
learning about local ingredients and specialties, which I hope you all 
will do too. Food is truly a great way to bring people together across 
cultures! If you’re vegetarian, make sure to check out the VegJET 
group on facebook! There is also the fantastic JETfood group for all 
you foodies.  If you want to write about ANYTHING grub-related, 
definitely hit Xan and me up at connect.food@ajet.net.

Welcome welcome! I’m 
Steven, and I’ll be your pilot for 
this here Connect flight. I’m starting 
my third year in the quiet inaka of 
Fukushima, where I spend my time 
video-gaming, book-reading, friend-
enjoying, and late-night-loud-music-
driving. I love learning about new 
places to see, food to eat, events 
to join, and festivals to get naked 
at, which is why  I’m as ridiculously 
excited as I am honored to be your 
Connect editor this year. We want 
to hear from you—all of you—no 
matter where you go or what you 
do in Japan. Send us your stories, 
tips, opinions, comments, questions, 
responses, musings, felicitations, or 
rambling nonsense! You can reach 
me anytime at connect.editor@ajet.
net. 
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TOM MORIN-ROBINSON

KELLY MERKS 

Hola! I’m Michelle, the new 
Volunteering Editor for Connect 
magazine. I am a second-year ALT 
from Los Angeles, living in Shimane 
Prefecture. Outside of work, I 
spend my time taking pictures 
and training for marathons. On 
the AJET National Council, I am 
your Director of Volunteering and 
Aid, so this is going to be a great 
partnership! As a kid, I would 
volunteer as a float decorator for 
the Pasadena City Rose Parade and 
fundraise for the American Red 
Cross. Since then, volunteering and 
charity work has been a passion of 
mine. If you know of any volunteer 
opportunities that aren’t already 
on http://ajet.net/opportunities-
to-volunteer/ please send that 
information my way. I look forward 
to sharing your stories with the 
JET community. Shoot me an email 
anytime at connect.volunteering@
ajet.net

Hello everyone, this is your Travel Editor speaking. I’d like to welcome you 
on board Connect for the next year. Please fasten your seatbelts—this is going 
to be one helluva ride. Originally from Australia, I’m embarking on my third year 
as an ALT in beautiful Yamagata Prefecture. When I’m not flinging myself down 
a mountain on a snowboard or kicking back in an onsen, I’m off exploring this 
wonderful planet. My adventures have seen me crawl through a pyramid in 
Egypt, hang-glide over the jungles of Brazil, swim with alligators and piranhas 
in Bolivia, dance on tables at Oktoberfest in Germany, sail the Mediterranean in 
Turkey and nearly get killed—yes, really!—by a hippopotamus in Uganda. Over 
the next year, I’ll be bringing you great tips and tales from Japan and around 
the globe, so if you have any questions about local or international travel, or 
want to share your own adventures, drop me a line at connect.travel@ajet.net. 
Now, sit back, relax and enjoy the year ahead!

Hey! I’m Tom, a second-year 
ALT hailing from Montreal, Canada. 
When not teaching the youth of 
Tochigi the many curiosities of the 
English language, I typically find 
myself wandering the streets of Tokyo. 
With a great love for all things odd 
and a crippling fear of doing the same 
thing twice, I’m always on the lookout 
for the sketchiest izakayas, the most 
outlandish karaoke joints, the loudest 
live houses, and the best exhibits. 
From CGI pop stars to esoteric train 
statistics, the entertainment section 
of Connect will be a place for you to 
get acquainted with the diversions 
that make Japan click. Be sure to let 
me know how you get your kicks at 
connect.entertainment@ajet.net.

ようこそ! I’m your friendly neighborhood Events Editor. July starts my third year as an 
ALT in the suburban paradise of Saitama City. I moved to Japan from Central Texas, so when I’m 
not at school I’m searching for the best Mexican food in the Kanto area and wishing I could float 
down the Arakawa in an inner tube with an Asahi in my hand. Visit the Events section of Connect 
for monthly goings-on in your area and wherever you may travel in Japan. Whether you live an 
urban or inaka lifestyle, I encourage you to join local happenings and try something completely 
new (learn taiko! stomp rice for mochi!)—make the most of your time as a JET. And if there’s 
an event you want to have more exposure in the JET community, don’t shy from leaving me a 
note at connect.events@ajet.net. I’m here to showcase the best of what you and this beautiful 

country have to offer!

Hi there, I’m a second-year ALT in Nagasaki City, and I’m taking the cultural 
reins for Connect this year. When I’m not climbing mountains or exploring the 
back streets in my city to find new restaurants or things to do, I’m planning my 
next big adventure! One of my favourite things to do when I’m in a new city is 
to just walk around, getting a feel for it and hunting for something interesting. If 
you’re of a similar mind, or you want to highlight something special in your area 
or even just Japan in general, don’t hesitate to get in touch with me at connect.
culture@ajet.net

Hi everyone! It’s been a lovely two 
years for this Singaporean in Yamanashi, 
where the grapes taste like wine and the 
view of Fujisan is spectacular. Besides all 
things kawaii, I also enjoy hiking, gardening, 
indie films and science fiction. Do you reckon 
fashion is elitist or democratic? Whether you 
prefer the vintage, hipster, preppy or rock-n-
roll look, favour comfort and practicality or 
love bespoke tailoring, let’s talk! If you have a 
beauty-related question, cool outfit you’d like 
featured or are keen to pen fashion articles 
for your fellow JETs, please get in touch at 
connect.fashion@ajet.net!
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ヒューゴ・ドラゴネッチ

スティーブン
トンプソン

メリンダ・ランゲ

ザン・ウェザオール

アリアン・ ボービアシュ

日本へようこそ！イギリスから
来た、今期コネクト誌のスポーツ編
集者のヒューゴです。今年で熊本県
に四年間、働いていることになりま
す。熊本県は馬刺し、温泉、ほっぺが
赤いクマさんのゆるキャラで有名で
す。趣味はマラソンやウェイクボー
ド、何もかもチャレンジすることが大
好きです。スポーツを通して言語障
壁を乗り越え、友達を作れます。この
一年間、皆さんが参加できる色んな
スポーツを紹介します。スポーツに
ついて、何か面白い話・思い出話を
雑誌に提出したければ、いつでも連
絡ください: connect.sports@ajet.net 
楽しみにして待っています。

こんにちは！今年も皆さんが毎月待っているマガジンの
新人デザイナー、メリンダです。よろしくお願いします。埼玉県
でALTとして２年間働いています。カラオケに行ったり、映画
を見たり、ジョギングをしたり、電車に乗りながら踊ったりす
るのが好きです。皆さんも日本にいる間、愉快に時間を過ご
してくださいね。皆さんはどのような素晴らしいものに出会う
のかをまだ知らないので、ぜひコネクトを毎月読んでくださ
いね。もし皆さんが芸術や素晴らしいこととかがある場合、私

にメールしてください　melinda.lange@ajet.net。

皆さんは物が二重に見えています
か？いいえ！はい！たぶん？コネクトガイドに
は，確かにザン・ウェザオールの自己紹介
は２つあり、美食家欄の編集者も２人いま
す。福島県の３年目のALTで、２人いるコネ
クト美食家チームの肉食の一人で、AJET全
国会議の共同関係主事とブロック２代表と
して働いています。私はまたレシピ交換や
インスタグラムを使う人向けのフェイスブ
ックのJETFoodグループを運営しています。
さて、皆さんはサメは動き続けないと死ん
でしまうことを知っていますね。私は「動く」
代わりに「料理することや，食べ物について
調べたり，たえ間なく話していない」と死ん
でしまうという意味でサメと同じです！食べ
るのために生きて、生きるために食べて、食
べ物は皆さんと繋がっている共通項だと堅
く信じています：食べ物を学ぶことは文化
を学ぶことです。あなたがJETコミュニティ
に紹介したいレシピや便利な情報があるな
ら、私かアリアンにいつでもメールしてくだ
さい：　connect.food@ajet.net。

新人JETの皆さん、こんにちは！日本へようこそ。２人いる地域コネ
クトの美食家の一人で、昨年の秋からコネクトチームの一員のアリア
ンです。カナダ出身で、現在四国にある、景色の美しい徳島県に住んで
います。よろしくお願いします。食べ物を熱烈に愛しています。食べるこ
と、料理すること、食べ物について何か読むことも大好きです。新しい
レストランで食べてみることや地域の食材、名物について学ぶことが
大好きです。皆さんも同じでしょうか？あなたがベジタリアンなら、フェ
イスブックのVegJETグループを見てね！美食家向けのフェイスブックの
JETFoodグループもあります。食べ物に関するのことを何か書きたいな
ら、私かザンに、ぜひメールしてください： connect.food@ajet.net。

日本へようこそ！コネクト
編集者として働きます。よろし
くお願いします。今年は福島の
静かな田舎で３年目のスター
トをきりました。暇な時、ビデ
オゲームをするとか、本を読む
とか、友達と遊ぶとか、夜更け
に大きな音で音楽を聞きなが
ら運転するとかをします。新し
く訪ねる場所、食べるべき料
理、参加したらいいイベント、
楽しめるお祭りなどについて
知るのが大好きです。というわ
けで、今年コネクト編集者とし
て働くことにわくわくしていま
す。皆さんの話、役立つ情報、意
見、コメント、質問、応答、考え
に耽ったこと、うれしい出来事、
くだらない話などを送ってくだ
さい。私をいつでも連絡して下
さい　connect.editor@ajet.net
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カロライン
ベリンジャー

ミシェール・カストロー

マシュー・ジョーンズ
リーナ・ホワン

トムモリンロビンソン

ケリー・マークス

オラ、皆さん！コネクト誌の
ボランティア編集者のミシェルで
す。ロサンゼルスからきた、島根
県で二年目のALTです！仕事をし
てない時はマラソンに向かっての
トレーニングや写真を撮るのが
趣味です。AJET役員会ではボラン
ティア・ディレクターとして活躍し
ています。小さい頃はパサディナ
市ローズパレードの山車デコレ
ーターやアメリカン・レッド・クロ
スのために義援金を募りました。
それ以来ずっとボランティア活動
や慈善活動をやり続けてきまし
た。http://ajet.net/opportunities-to-vol-
unteer/ のサイトに載っていない
ボランティア活動の情報を知って
いるならぜひ私に連絡してくださ
い。皆さんの様々な経験話をJET
コミュニティーに紹介することを
楽しみにしています。メールはい
つでも送ってください connect.
volunteering@ajet.net。

皆さんこんにちは！私はコネクトの旅行編集者です。よろしく
お願いします。これからの一年間、コネクト旅行欄を読んで楽しん
でください。オーストラリア出身、美しい山形県でALT３年目のスタ
ートをきりました。スノーボードで山を降りていない時や、温泉で
寛いでいない時には、この素敵な地球を探索しています。今まで
に、エジプトでピラミッドから這い出たり、ブラジルの密林の上空
をハングライダーで飛んだり、ボリビアでワニやピラニアと一緒に
泳いだり、ドイツではオクトーバーフェストでテーブルの上で踊っ
たり、トルコの地中海を航海したり、ウガンダでカバによって殺され
かけたりしたことがあります！これからの一年間、便利な情報や日
本や世界中からの話などを取り上げます。地域や国際旅行に関す
る質問がある時や自分の冒険をみなと分かち合いたい時は、私に
メールしてください：　connect.travel@ajet.net。これらの一年間を楽
しんでください！

こんにちは！カナダのモント
リオールから来たALT２年目の
トムです。よろしくお願いします。
栃木県の若者に英語のおもしろ
さを教えていない時には、たいて
い東京の街をぶらぶらと歩きま
す。全ての不思議な物が大好き
で、同じことを２度するのを怖れ
ながらも、私は最もかわいらしい
居酒屋や、異国風のカラオケ屋
や、最大音量のライブハウスや、
最高の展示会をいつも探してい
ます。CGIアイドルから難解な電
車の統計まで、コネクトのエンタ
テインメント欄には、日本をおも
しろくする幅広い情報がありま
す。メールしてください：connect.
entertainment@ajet.net.

日本へようこそ！私はコネクトの親切なイベント編集者です！よろしくお願いしま
す。今年７月に郊外のパラダイス、埼玉市でALT３年目のスタートをきりました。テキサ
ス中央部から日本に引っ越してきて、学校にいない時には、関東地方で一番おいしい
メキシコ料理を探しているかアサヒビールを片手にタイヤのチューブで荒川を下るこ
とを想像しています。毎月、名地域やあなたが旅行するかも知れないのどこかで行われ
るイベントを紹介するコネクトのイベント欄を見てくださいね。あなたが都会に住んで
いようが田舎に住んでいようが私は、皆さんが地域で行われるイベントに参加して何
か全く新しいことを経験しようとする気にさせます。例えば、太鼓を学ぶとか餅をつくと
か！JETとしての生活を有効に過ごしてください。もしあなたがJETコミュニティに紹介し
たいイベントがあるなら、遠慮しないでメールしてください　connect.events@ajet.net。
皆さんと、この美しい国が提供してくれる素晴らしいことを提供したいと思います。

こんにちは！長崎市で２年目のALT、今年はコネクトの文化編集
者として働きます。よろしくお願いします。私は山を登っていない時や、
新しいレストランを見つけるために長崎市内の裏通りを探索していな
い時には、次の大きな冒険を計画しています。初めての街に行く時に
するお気にいりのことの一つは散策し、街の雰囲気を感じながら、おも
しろいことを見つけることです。もし皆さんも同じなら、または自分の
地域の特別なことやあるいは日本に共通のことに光をあてたい場合、
遠慮しないでメールしてください:  connect.culture@ajet.net。

皆さん、こんにちは！このシンガポ
ール人にとって、ワインのような味がす
る葡萄と素晴らしい富士山の景観が楽し
める山梨県での２年間は素晴らしいも
のでした。全てのかわいいものだけでな
く、ハイキング、園芸、インディーズ映画、
エスエフ映画を楽しみます。ファッショ
ンというのはエリート主義のことだと思
いますか、それとも民主主義のことだと
思いますか？ビンテージ、ヒップスター、
プレッピー、ロックンロールのスタイル
を好んでも、心地よさや実用的なものを
好んでも、又は仕立物を好きでも、話し
ましょうね！美と関係の質問があるとか、
紹介したいかっこいい服があるとか、JET
参加者向けのファッション記事を書く
のが好きなら、私にメールしてください:
　connect.fashion@ajet.net。よろしくお願い
します。
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TOKYO GUIDE
Tokyo—a delicious nabe pot of culture, entertainment, 
and tradition. Where thousand year-old temples stand 
alongside soaring skyscrapers, and the world’s most 
eccentric fashion, unusual food, and quirky culture blend 
seamlessly with ancient tradition. If this is your first time 
to Japan’s sprawling capital, the dazzling neon, kawaii 
overload, and seemingly endless waves of people can be 
a tad overwhelming. While it’s tempting to stay holed up 
in your hotel room, we recommend you grab a map and 
go exploring.

From Caroline
Close to the hotel, your best bet is the area east of Shinjuku Station, 
a labyrinth of restaurants and bars, including The Hub, a British-style 
pub with English-speaking staff. There are also big UNIQLO, H&M and 
Adidas outlets, as well the OIOI and Don Quijote department stores.

For the best view in the city, head to the 45th-floor observation space 
of the Tokyo Metropolitan Government Building, a short walk to the 
west of the Keio Plaza. On a clear day you can see Mt. Fuji—and the 
night panorama is breathtaking. It’s open until 11pm, and best of all, 
it’s free!

If you’re feeling game, there’s a plethora of attractions just a few 
minutes away by subway. Unless you’ve navigated Tokyo’s transport 
system before, the colourful subway map might be a little daunting at 
first, but it actually makes a lot of sense once you’ve figured it out. For 
now, we suggest you stick to the JR Yamanote Line, which is the green 
JR line at the station, circular on the map.

First, look at the large map above the ticket machine (if it’s in Japanese, 
look around the station for an English version). The ticket price will 
be listed below the station name. Insert your money into the ticket 
machine, select the appropriate fare and your ticket will be issued. Hold 
onto your ticket after you’ve gone through the gates; you’ll need it to 
exit. Don’t worry if you make a mistake with the fare—you can always 
visit a “fare adjustment” machine before you exit at your destination. 
The attendants are always happy to help, and can usually speak a little 
English. If you think you’ll be making regular trips to Japan’s big cities, 
invest in a Suica, a prepaid swipe card that can be used for trains, 
subways and buses all throughout Japan. You can pick one up for 
2,000 yen, which includes 1,500 yen of preloaded credit. Most train 
lines and subways in Tokyo usually run from about 5am to midnight, 
with rush hours being predictably crowded. Be sure to leave yourself 

plenty of time to get home if you go out at night.

From Kelly
Trivia: All but six of the 50 busiest train stations in the world are in 
Japan. An impressive 14 of those lie on the Yamanote Line, a train line 
that encircles urban Tokyo. And lucky you―you’re at the heart of it 
all in Shinjuku, home to the world’s busiest train station since time 
immemorable. Shinjuku has plenty to do and see, from exploring the 
alleys of tiny (yet pricy!) izakaya in Golden Gai and Omoide Yokocho, 
checking out the Skyscraper District and singing your heart out at 
karaoke, to not dancing in the Nichome neighborhood’s gay bars 
(zannen, and ask a senpai).
Also on the Yamanote line just south of Shinjuku are Harajuku and 
Shibuya, two more iconic Tokyo places all about entertainment. 
Harajuku, just two stops away, is home to Yoyogi Park and Meiji Shrine. 
Nearby Takeshita Dori is great for people watching and finding shops 
laden with Japanese pop-culture and hilarious Nihonglish. At Shibuya 
station, leave the Hachiko Exit to find the iconic Hachiko statue, the 
Shibuya 109 department store, and Tower Records, a great music store 
with a wide selection of English books. It also has one of the world’s 
largest Starbucks, which offers a bird’s-eye view of Shibuya’s famous 
scramble crossing. Order some joe and take in some jaw-dropping foot 
traffic and retina-melting neon.

Just north of Shinjuku is Takadanobaba, populated by students at 
Waseda and Gakushuin Universities. So if you’re looking for a cheap 
izakaya full of folks your age, “Baba” is the place to go. If you’re 
searching for a more authentic slice of Tokyo living, head southeast 
to Shinbashi and Yurakucho. While most Tokyo visitors spend their 
evenings in glitzy Shinjuku and Shibuya, Japanese salarymen go here 
to unwind after work. Yurakucho’s open-air yakitori eateries beneath 
the Yamanote tracks are irresistible to passers-by. And if you are a self-
styled otaku, go the few extra stops for your pilgrimage to gaming and 
anime hallmark Akihabara.

My favorite place near Shinjuku? Shimokitazawa, a chill, funky, 
confident neighborhood just a few minutes away on the Odakyu line.

From Matt
To help you get out there to see the city, I have selected three points 
that, for me at least, must be seen in the short time you have to explore:

1 Asakusa Temple
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You are about to start a new chapter of your life, so why not find out 
your fortune for the year ahead? Open 24 hours a day, you can receive a 
traditional Japanese printed paper fortune in a language of your choice 
at Asakusa’s Senso-ji. Located beside the Asakusa subway station, and 
within sight of Tokyo Skytree, the temple district is a stark comparison 
between the old and new that you should not deprive yourself of.

2 Hachiko
If you don’t already know the sad story behind this cute little pup, find 
someone to fill you in. Posing for a picture beside a statue of the most 
loyal dog in Japan, then giving him a pat on the head for good luck, can 
make your day. 

3  Ueno Park
This is no mere park. Contained within this green oasis of calm are several 
temples, museums, a lake, and a zoo with real live pandas. You will need 
a map to find your way around the park, but if you do enjoy a stroll 
through the relaxing foliage, you will, no doubt, stumble upon one of the 
many performers and entertainers that are scattered around the area.

These are just my personal picks, there are other great places to visit. 
You’re in Tokyo, so get out there!

From Tom
You made it! Welcome to Tokyo. By all means, sit down for a minute, 
have some water, and check out the nifty settings on your hotel toilet. 
But don’t even think about going straight to bed; this town never sleeps 
and now is your chance to make the most of it.

First, get your drink on like an off-duty salary man at any of the city’s 
countless izakaya. Branch out from your regular brew and try some 
Japanese favorites like nihonshu, shochu, or umeshu.

If you’re itching for something a little more unique, then Shinjuku’s 
Golden Gai is your best bet. With over 400 tiny bars packed into four 
narrow streets, there’s something for everyone. Keep an eye out for one 
of Quentin Tarantino’s hangouts: La Jetée. Warning: cover charges are 
common and sometimes pricey, so ask about prices before settling down. 
If something seems shady, move on.

No matter how your night may begin, one thing is inevitable: you will find 
yourself in a karaoke (カラオケ)  booth. Some comfort for the mic-shy: 
your group will have its own private room. If you’re looking to slaughter 
some classics in the same place Bill Murray did in Lost in Translation, I 
suggest you check out Karaoke Kan in Shibuya. Ask for rooms 601 or 
602.

For that over-the-top nightclub experience, head to Womb in Shibuya. 
A four floor concrete bunker may not quite remind of your time spent 
in utero, but you’ll at least catch a world-famous DJ or hear a local up-
and-comer.

And though it might not be the most highbrow of destinations, Shinjuku’s 
Robot Restaurant is the embodiment of weird Japan. Enjoy a bento style 
dinner as you sit around a seizure-inducing mini-coliseum and watch 
giant robots battle to the death. Just watch out for the T-Rex.

From Xan
Tokyo! Bright lights, big city, and everything that’s edible in Japan 
(as well as most of the world) is available here! Since you probably 
won’t want to wander too far from the West Shinjuku area (at least 
to start with), here’s a few suggestions that aren’t more than a 
jaunty jog from the Keio! 

Miami Garden: Neither South Floridian or a Garden of any kind. 
It’s pseudo-Italian pasta and pizza at a reasonable price! Try their 
soup pasta for a real fusion feeling! Across from the big Yodobashi 
Camera’s back entrance.
LOTTERIA: One of the better-known Japanese burger chains, 
it’s always featuring something new and wacky. Check out their 
spaghetti burger! Diagonal from Club Sega.
Toritetsu (とり鉄): At my orientation, I wanted to eat local Japanese 
food, and my roommate wanted to eat something that was definitely 
chicken. Toritetsu fulfilled both! It offers a wide variety of chicken 
skewers (yakitori) at reasonable prices. Next to the Daily Yamazaki 
convenience store.
C&C Curry Shop: It’s curry, Jim, but not as we know it. Try Japanese 
curry for the first time, and taste the difference! You can pick from 
a multitude of toppings, from spinach and bacon, to run-of-the-mill 
(?!) deep-fried pork cutlet. Across from Club Sega.
Sakura Suisan (さくら水産): A popular drinking restaurant 
(izakaya) chain, whose motto is “Every day the same low price”, in 
English. Features fresh, cheap seafood, and 280-yen beer. Tuna is in 
season!  Across from the AM/PM convenience store.
 

From Ariane
As breakfast and lunch are provided at Orientation, you will likely 
only eat a handful of meals out on the town. Especially for JETs 
heading out to inaka locations, I suggest going for food you will not 
be able to find in your placement area.  One option is to kick start 
your time on JET with a wonderfully wacky experience. Tokyo is home 
to many famous theme restaurants that are, of course, kitschy, but 
worth visiting at least once. I’d recommend Lock-Up, a jail-themed 
izakaya with locations in Shibuya and Shinjuku.
 
For vegetarians, I highly suggest checking out Tokyo’s veggie 
restaurants. A favorite is T`s TanTan in Tokyo station, an inexpensive 
all-vegan ramen restaurant open all day. If you find yourself in the 
Omotesando or Harajuku neighbourhoods, head to Hanada Rosso 
or Pure Cafe in the Aveda salon for delicious bistro style veggie 
food. When eating at non-vegetarian places, try to have a Japanese 
speaker explain your dietary needs to avoid any unpleasant surprises.

There is a reason why Tokyo has a reputation as one of the world’s 
greatest cities, with adventures to be had down every alley. During 
Orientation, you’ll barely be able to scratch the surface, but don’t 
worry, there will be plenty of opportunities to come back during your 
time on JET. For now, enjoy yourself, meet some new people, have a 
good time, and squeeze in a little sleep. 
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東京ガイド
東京は文化、エンターテインメント、伝統るつぼとして知られて
います。１０００年のお寺の隣には高くてそびえる摩天楼があ
り、古くからの伝統と世界中で最もエキセントリックなファッシ
ョンやかわいらしい文化がお互いに溶け合っています。もし皆
さんが日本の大きく広がる首都へ始めて訪ねるなら、きらきら
輝くネオンやあふれるかわいい物や次々に押しよせる、無限に
いるかのような人々に少し困惑するかも知れません。ホテルの
自分の部屋で時間を過ごしたいかもしれませんが、地図を持っ
て東京を探索することを勧めます。

キャロラインから、
ホテルの近く、新宿駅の東地区はおすすめです。英語が話せ
るスタッフがいるイギリス風のパブなど、バーやレストランの
迷宮です。大きなユニクロやH&Mやアディダスのアウトレット
店があり、また、OIOI、ドン・キホーテもあります。

東京の最高の眺めは、京王プラザの西へ歩いてすぐの、東京
都庁舎４５階の展望スペースーがお勧めです。晴れた日には
富士山が見え、夜のパノラマの眺めは息を呑むようです。夜
の２３時まで営業している上に、入場料はいりません！

もしあなたが大胆な人なら、地下鉄に近いアトラクションは
ありあまる程あります。東京の公共の交通輸送機関を使った
ことがないと、多彩な路線図に混乱するかもしれないけど、一
度理解すれば、使いやすくなります。とりあいず、地図では環
状線になっていて、駅では緑の表示のJR山手線を勧めます。

まず、券売機の上の大きい路線図を見てください。もし路線
図が日本語で書いてあるなら、その辺りを見て英語の路線図
を探してください。切符の値段は行きたい駅の名前の下に書
いてあります。券売機にお金を入れ、適切な値段のボタンを
押すと、切符が出ます。駅を出る時のために、改札口を通った
後も、切符を持っていてください。切符の値段を間違えても、
到着駅の改札口を通る前に、自動精算機で切符を買い直す
ことができるので心配しないでください。質問があったら駅
員は喜んで手伝ってくれる上に一般的に英語がすこし話せま
す。日本の大都会へ定期的に旅行しようと思うなら、「スイカ」
を使うに越したことはありません。「スイカ」というのは全国中
の電車、地下鉄、バスの料金が払えるのプリペイドカードで
す。JRの駅の券売機で２，０００円のカードを買うと、１，５
００円がスイカに入ります。東京の電車と地下鉄はほとんど
朝の５時から２４時まで運転されていてますが、通勤時間常
は混んでいることが多いです。夜に外出する時は必ず終電に
乗り遅れないようにしてください。

ケリーから、
トリビア：世界中で最も混雑する５０の駅の中で６駅をの
ぞく駅は東京にあります。その中で１４の駅は東京を巡る
山手線にあります。皆さんは、幸運にも昔からずっと世界中
で最も混雑する駅のある新宿にいるのです！ゴールデン街
や思い出横丁にある小さい居酒屋値段は高いのある路地
を散策したり、西新の摩天楼を見に行ったり、カラオケで一
所懸命歌ったり、新宿は見るものとすることにあふれていま
す。

新宿に近い山手線上の街は原宿と渋谷は、エンタテインメ
ント性にあふれている東京の２大スポットです。渋谷駅のハ
チコー出口を出ると、開いた口が塞がらない程の人の往来
と、目が痛いほどの輝くネオンに迎えられ、原宿の竹下通り
では人間が観察することが楽しめます。新宿の北へすぐの
高田馬場には早稲田大学と学習院大学の生徒が多いです。
もしあなたと同じくらいの年齢の人がいっぱいいる居酒屋
を探すなら、「馬場は行くべき場所です」。

あなたがより本物の東京生活を探しているなら、南東にある
新橋と有楽町へ行ってください。東京を訪ずれた人は夕方
にはにぎやかな新宿や渋谷で時間を過ごしますが、日本人
サラリーマンは仕事の後寛ぐためにそこへ行きます。有楽
町の山手線の高架下にある露天の焼き鳥屋は通りかかりの
人々にとってとても魅力的です。もしあなたがオタクなら、有
楽町に近いアニメとビデオゲームで有名な秋葉原を勧めま
す。

新宿に近い私の一番好きな場所は？小田急線に近い、のん
びりとしたおしゃれな下北沢付近です。

マットから、
あなたが東京にいる間、短時間でも見に行くべきものを三
つ選びました。

１．浅草のお寺
JET生活を始めようとしている皆さんはこの一年間の運を知
りたいでしょうか？２４時間開いているの浅草の浅草寺で
はあなたのお好みの言語で書いている、伝統的なおみくじ
を手に入ることができます。浅草地下鉄駅の隣にあり、東京
スカイツリーから見渡すことができるお寺周辺は古い物と
新しい物のコントラストが楽しめる場所ですから、見逃すこ
とはできません。
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２．ハチコー
ハチコーの悲しい話をまだ知らないなら、誰かに聞いてくだ
さい。日本で最も忠実な犬の像の隣りで写真を取り、幸運の
ために頭をなでるのは最高です！（キャロラインから：ハチ
コー出口を出ると、ハチコーの像、渋谷１０９、幅広い分野
の英語の本や様々な音楽を見つけられるタワーレコードが
あります。タワーレコードの２階にはシンボルである交差点
の素敵な眺めが得られるスターバックスもあります。

３．上野公園
そこは単なる公園ではありません。緑のオアシスにはいくつ
かのお寺、博物館、湖、パンダがいる動物園があります。公園
周辺で道に迷わないためには地図が必要ですが、もしあな
たがゆっくりと散歩を楽しむなら、あちらこちらで多くのパフ
ォーマーや芸能人に出くわすことができるでしょう。

これらはただ私の個人的なおすすめです。訪ずれるべき場
所はたくさんあるます！あなたは東京にいるのですから、出
て探索してください！

トムから、
やっと東京に着きました！東京へようこそ！とにかく、ちょっ
と寛いで、水を飲んで、ホテルの自分の部屋にあるトイレの
気の利いた設備を確認してください。すぐに寝ることは考え
ず、東京は眠らない街ですから、時間を最大限に有効に使っ
てください。

まず、東京の数多くの居酒屋で仕事帰りのサラリーマンの
ように飲みます。ふだん飲むビールはやめて、日本的な日本
酒、焼酎、梅酒などを飲んでみてください。

最もユニークな経験をしたくてうずうずしているなら、新宿
ゴールデン街が一番おすすめです。４つの狭い路地には４
００以上の小さなバーがところ狭しと並び、全て人のニー
ズに応えます。クエンティン・タラティーノのたまり場の一つ

「ラ・ジェッテー」を探してみてください。カバーチャージは
普通、高いことがあるので、入る前に、値段を確認してくださ
い。何かいかがわしそうなら、立ち去ったほうがいいです。

夜がどんな風に始まっても、避けられないことの一つはカラ
オケ屋に行くことです。マイクで人前に歌うのが恥ずかしい
人にとってカラオケ屋が居心地がよい理由の一つは、個室
が利用できることです。ビル・マーレイが「ロスト・イン・トラ
ンスレーション」の映画中で歌ったのと同じ場所でクラシッ
ク歌を歌いたいなら、渋谷のカラオケカンを勧めます。６０
１号か６０２号の部屋を使ってください。

最高のナイトクラブを経験がしたいなら、渋谷の「Womb」を
勧めます。世界中で有名なDJや有望なDJの音楽を楽しむこ
とができます。

そして、そんなにしゃれた場所ではないかもしれませんが、
新宿のロボット・レストランはユニークな日本を体現してい
ます。小さなコロシアムの周りに座って、夕食の弁当を楽し
みながら、巨大ロボットの戦いを見ることができます。ティラ
ノサウルスレックスに気をつけてください！

ザンさんから、
東京、日本の中心。何でも美味しく食べれるにぎやかな都
市。このような都会で迷子になってしまいそうな時は気にし
ないで！ホテルから足でいけるお店でも、うまいものがたく
さんあるよ！  

マイアミ・ガーデン 
間違いなく、マイアミ風料理でもガーデンでもない。和風パ
スタとピザをまあまあ安い値段で食べられるお店。特に、多
国籍料理のスープパスタがおすすめ！「ヨドバシカメラ」の
裏口の書面にある。 

ロッテリア 
有名な和風ハンバーガー・のチェーン店として、ユニークな
メニューがあふれる。スパゲッティ・バーガーは必食！「クラ
ブ　セガ」の斜め前。 

とり鉄 
リーズナブルで各種の焼き鳥が食べれるお店。本当の日本
料理を経験したい人にも、初めての和食でどきどきする人
でもおすすめできる。デイリーヤマザキの隣。 

C&C Curry 
インドカレーとちょっと違う独特な味。初めての甘い日本カ
レーを食べてみない？ほうれそう・ベーコンから豚カツの各
種のトッピングから選ぶ。クラブセガの正面にある。 

さくら水産
有名な居酒屋チェーン。もっとは「EvEry day thE samE low pricE」
。海鮮料理が新鮮で安く、ビールが280円。今はマグロの季
節だよ！am／pmの正面。 

アリアンさんから、
朝食と昼食はオリエンテーションが行われるホテルで出さ
れるので、街に出て食事をする機会はほんの少ししかありま
せん。特に田舎へ行くことになったJETにとって、そこでは絶
対に食べることができないものを食べるのを勧めます。選
択肢のひとつとして、この国の有名な素晴らしく風変わりな
経験でJETの経験を始めてみてはどうでしょうか！東京はたく
さんの有名なテーマレストランの宝庫です。これらはもちろ
んありきたりですが、一度は訪ねる価値があります。忍者レ
ストランにやや似たの刑務所をテーマしている「Lock-Up」
があります。どちらでも居酒屋風と和風の食べ物が出されま
す。

ベジタリアンには、東京のベジタリアンレストランを勧めま
す。東京駅にある２４時間営業「ティーズ・タンタン」がおす
すめで安くヴィーガンのラーメンが食べられます。もしあな
たが表参道や原宿へ行ったら、アヴェダサロンにある「ハナ
ダ・ロッソ」か「ピュアー・カフェ」の、おいしいビストロ風ベジ
タリアン向け料理を食べてみてください。ベジタリアン向け
ではないレストランで食べる時には、不快な経験を避ける
ために、日本語が話せる人に、自分の食べられるものを説明
してもらってください。
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YOUR FIRST WEEKS IN JAPAN
You’re here—your new home in Japan. You’ve read 
obsessively about it online. You’ve asked everyone in the area 
a dozen questions. You finished orientation, traveled across 
Japan, got picked up and dropped off at your apartment. 
What’s next? We’ve got some suggestions on how to get the 
most out of this new beginning. 

From Michelle
Setting up your support network in Japan is going to be your 
saving grace on bad days. Here are few people to help get you 
situated during your journey. 

1. Your supervisor
Your contact person for all things related to your work and town 
life. They will be the one to ask about setting up your apartment, 
bank account, phone, car, or figuring out the rubbish bags for 
your city. 

2. Your Prefectural Advisor (PA)
They are here to help and want to help! Your PA can guide you 
in the right direction if you can’t find the resources or answers 
you are looking for. They will also be helping you throughout the 
year with your professional development on the JET Programme. 

3. AJET Prefectural Chapter
These groups offer opportunities to promote a stronger 
relationship between JET and the Japanese community. You 
can look forward to volunteer opportunities, socializing, and 
sightseeing around your prefecture. Don’t have a chapter in 
your prefecture? Talk to your PA and block representative about 
starting one up! 

4. Students
Who doesn’t want to feel like a rock star when they come to 
school? Your students’ attitudes towards foreign culture are 
going to be influenced by you, and that pays back double. It 
will be rewarding to see your students enjoying your class or to 
participate in club activities with them. Take the time to leave a 
lasting impression. 

5. Your friends 
When you have a bad day and need to vent, or are looking for 
buddies to explore Japan with, it’s your friends who are going to 
pick your spirits up and road trip with you. Get out to prefectural 
and block events to make connections with people in the JET 
community. 

From Hugo
Whether you’re looking for a gym, a club to join or a hobby to 
take up, be sure to mention it when introducing yourself in those 
first few weeks. If there’s a school club that you’re interested in, 
ask around the staffroom to find out who’s in charge of it, and 
tell them that you’d like to join.
 
Don’t ever be put off getting involved in if you speak little or 
no Japanese. Taking part in a group activity here is an excellent 
way to meet new people and overcome the language barrier; 
your understanding of the language is bound to improve if 
you’re practicing a hobby amongst native Japanese speakers. 
You shouldn’t worry about trying something for the first time 
either. I’ve always found that people in Japan really appreciate 
you making the effort to take part, regardless of your ability.
 
If you’re planning to use a gym or a pool in Japan, there’s 
usually a choice between public and private facilities. Public 
gyms generally use a pay-as-you-go system with each visit 
costing around 300 yen. You can ask about public gyms at your 
local city hall. Private gyms in Japan generally have much better 
equipment, but require a monthly membership that might be 
more expensive than back home. The easiest way to find out 
about private gym facilities in your area is to ask fellow JETs, 
your work colleagues and anybody else you meet in those first 
few weeks.

From Caroline
So, you’ve settled into what will be your home for at least the 
next year. Now you are itching to explore. Whether you are in 
a big city or a tiny rural town, in the mountainous north or 
the tropical south, you are not going to be disappointed by 
the wealth of nature, culture and adventure on offer in Japan. 
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Hopefully your predecessor gave you a few tips about attractions 
in your local area. If not, your JTEs and knowledgeable sempais will 
be valuable sources of information about the best places to visit 
and how to get there. Your prefectural and AJET Block Facebook 
groups are also helpful for finding out what social activities, events 
and weekends away are being organised by other JETs.

Some things to remember:
 ❉   Domestic travel for Japanese residents (who are ineligible for 

tourist deals such as the Japan Rail Pass and discounted airfares) 
isn’t cheap, especially around national holidays, summer break, 
Obon, winter break, spring break, Golden Week, or big events 
in specific areas like Sapporo’s snow festival. During these peak 
times, be prepared to pay more for transport and accommodation 
and book as early as possible.

 ❉   Most JETs receive 20 days nenkyuu (paid annual leave) a 
year, and possibly some extra seasonal vacation time, depending 
on your contract. Try and take leave during school breaks or when 
you have no classes, and always double-check your work schedule 
to ensure you won’t be missing any special events.

 ❉  To save yen, scope out deals for residents and travel by 
overnight buses and cheap airlines, such as Peach and Skymark.

 ❉    Check out the JET Setters Facebook group for links, tips, and 
advice from fellow JETs!

From Lineng
In addition to a killer smile, you can make a great first impression 
by dressing the part. It’s a common dilemma: how do I do that 
when it’s so warm? Here’s where to get what you need:
 
Your suit(s) from Tokyo Orientation should be adequate for the 
year. If not, Aoki and Uniqlo carry a wide range. Bust them out at 
formal events/occasions. 

Undershirts or camisoles help absorb perspiration. Consider 
stocking up on socks and handkerchiefs/towels. Head to 
Shimamura, Muji, Daiso, G.U., and Aeon Mall for inexpensive 
basics. 

When decoding cool biz, think short-sleeved shirts, polo tees 
and khakis for men; short-sleeved blouses, lightweight skirts and 
capris for women. At some elementary schools, fitted T-shirts and 
dark jeans pass muster, so my advice is to dress smartly the first 
week, see what your colleagues are wearing, then try to match 
the same level of formality. Remember: nothing too low on top or 
too short below. Avoid garish colours while keeping tattoos and 
shoulders covered.

With regards to make-up and facial hair, the key is to look well-
groomed. For last-minute beauty/styling products, check out 
Matsumoto Kiyoshi.

Indoor shoes don’t have to match your outfit, so anything 
comfortable goes. Crocs, anyone? Reserve gym shoes (sneakers/
trainers) for prize-giving ceremonies and club activities. ABC Mart 
and the local recycle shop are good places to look. Get tracksuits 
for cleaning time or general running around—Ito Yokado and 

Sports Depo offer decent options.
 
If brick-and-mortar stores don’t work out, try e-tailers Gap, 
Rakuten, Amazon and Strawberrynet.  

It’s okay to not get it right the first time. Keep positive, and I’m 
sure your new community will warm to you!

From Ariane
Here are my top tips!
1- Once you’ve arrived at your placement, accept every 
invitation you can to go out to eat—you will get to meet your 
fellow JETs as well as discover new restaurants that could 
potentially become your go-to spots!
2- If it’s your first time in Japan, be sure to ask a sempai to 
show you around your local grocery store so you don’t feel 
overwhelmed.
3- Your first few weeks will be very hectic so you will likely 
be eating a lot of not-so-healthy food or larger meals on the 
go. To counteract this, it’s a good idea to buy lots of fruit and 
veggies to munch on at home. 
4- If you discover you forgot to bring that one food item you 
just can’t live without, there’s a good chance you’ll be able to 
order it online. There are several websites that ship food within 
Japan; a few popular ones are yoyomarket.jp for natural foods 
and Costco items, iherb.com for a huge selection of health 
foods, and themeatguy.jp for meats and other items.

From Xan
FIRST, learn how to turn your gas on and off. Almost all stoves 
in Japan are gas-powered, with flames and everything. Learn 
how to use it! Remember: blue flames, good, orange flames, 
bad. Check before you use it!
SECOND, give every appliance you’re now in possession of a 
good once-over. Is your microwave also a secret oven? Look 
for the オーブン setting! Does your fridge have condensation 
issues? Does your fish grill have a timer? Does your stove 
have a tempura setting? Make a note of everything before 
you start using it!
THIRD, get ye to the local! Explore your area for anywhere 
that sells food, and visit it several times to get a good idea 
of what it sells! Looking for a discount? Come near closing 
time! 
FINALLY, if you’re not in the mood to cook, explore your 
town, and root out all the restaurants you can find! DON’T BE 
SHY ABOUT GOING OUT TO EAT ALONE! Becoming a regular 
at a bar or a restaurant in Japan is a fast “in” for getting to 
know the area and the locals a lot better. 

Now get out there, and eat!
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日本での生活の始まりについて
やっと着きました。新しいふるさと、日本です。これからの生
活に必要な情報をネットでいろいろ調べました。所属先の
地域に住んでいる人々に次 と々たくさんの質問をしました。
オリエンテーションが終わってから、それぞれの所属先に
行き、担当の人が迎えに来てくれて、アパートまで送ってく
れます。そして次に、あなたは何をしますか？新しいスタート
をうまく活かすために、いくつかのアドバイスをしたいと思
います。

ミシェールさんから
サポートネットワークによって、滞在中困った時に、この方
々の手助けにより足場が見つけることができると思いま
す。

１．担当者
仕事と日常生活との関係であれば、担当者が最初の連絡
先になります。アパートのこと、銀行口座、携帯、車、ごみ処
分等、新しい生活のための準備をする際、手伝ってくれま
す。

２．カウンセリング担当者（ＰＡ）
この人の仕事は、あなたの手助けをすることです。求めて
いる回答や資料が手に入れられなかったら、ＰＡが紹介
します。また、ＪＥＴプログラムの参加者としてのあなた
の１年を通して職能開発も手伝ってくれるために存在し
ています。

３．ＡＪＥＴ県支部
ＪＥＴ参加者と日本社会、各グループ間より堅固な関係
を促進できる機会を提供しています。県内のボランティア
活動、社交的交際や観光の機会が期待できます。あなた
の県にはない場合、県支部の設立について、ＰＡとブロッ
ク代表に相談してみてくださいね！

４．生徒
学校で、有名人のような存在が望ましくない人は、いない
でしょう。生徒の外国の文化に対する態度があなたから影
響を受けるので、意義が２倍になります。授業を楽しんで
いる生徒の姿を見ると、または一緒にクラブ活動に参加す
ると、仕事のやりがいを感じます。心に残る印象を作るに
は努力しましょう。

５．友人
うまくいかない事があってストレスを解消したい時や、日

本を探検する仲間達を探している時、やっぱり友達が元
気を出させてくれて、一緒に旅行しますね。他のＪＥＴ参
加者達とのつながりを作るために、県支部やブロックの
イベントへ出かけましょう。

ヒューゴさんから
スポーツジムや入会したいクラブ、始めたい趣味の情報
を探しているあなた、最初の数週間は自己紹介の時、いろ
いろな人にその話をしてみてください。学校に於いて興
味のある部活動があれば、職員室にいる先生に担当者を
聞き、参加してみたいという旨、伝えてみましょう。

日本語がまったく話せなくても、または少しだけでも、い
ろいろなことに参加する気持ちを持ち続けてください。グ
ループ活動に参加することは、新しい出会いができ、言葉
の壁を越える良い方法です。日本語が母語の人と一緒に
趣味を楽しめば、日本語の理解は上達するでしょう。初め
てのことでも心配しないでください。能力を問わず、参加
しようと努力すれば、多くの日本人がそれで十分評価して
くれると思います。

日本でスポーツジムやプールを利用したいあなた、民間
か公共の施設を選ぶことが普通です。公共のジムは現金
払いで、一回３００円程です。市役所で近くにある市営ジ
ムについて問い合わせができます。民間のジムは、より良
い用具がそろっていますが、あなたの国より、高いかもし
れない月々の支払いが必要になります。ジムの施設につ
いて知る一番良い方法は、同僚のＪＥＴ参加者、職場の
人々や最初の数週間に会うさまざまな人に、聞いてみる
ことです。

カロラインさんから
さあ、これから少なくとも１年間滞在する、あなたの新し
いふるさとに落ち着きました。探検したくてたまらないで
しょう。大都会か村落、山いっぱいの東北か熱帯の南、日
本が提供している豊富な自然、文化と冒険はあなたの期
待に答えられます。前任者から、地元の魅力について、い
くつかのアドバイスをもらうと良いでしょう。なければ、ど
こが面白いか、そしてどうやって行けばいいかを知るに
は、日本人英語指導員や知識でいっぱいの先輩は大切な
リソースです。ＪＥＴ参加者が企画している社交的な活
動、イベントや週末の旅について県支部とブロックのフェ
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イスブックグループ等も役立ちます。

覚えたほうがいい点：
 ❉ 日本の住民は、観光客の利用できるジャパンレールパ

スや割引の航空券が対象外なので、国内旅行は安くありませ
ん。国民の休日、夏休み、お盆、冬休み、春休み、ゴールデンウ
ィークや、札幌の雪祭りみたいな大規模なイベントの時、特
にそうです。ピーク時、いつもより高い交通費や宿泊費を払っ
て、できるだけ早めに予約するよう、心がけてください。

 ❉ 自分の契約によってなんですが、ほとんどのＪＥＴ参
加者が１年に２０日間の年休がもらえて、その上、季節休暇
ももらえるかもしれません。学校の休みや授業がない時期に
年休を取ろうとして、特別の学校行事と重ならないよう、学校
でいつも確認してください。

 ❉ 節約のため、住民が使える割引を探し、夜行バスとピー
チやスカイマーク等の格安航空会社で移動しましょう。

 ❉ 仲間のＪＥＴ参加者からのお勧めリンク、ヒントやア
ドバイスのため、フェイスブックの「ＪＥＴ　Ｓｅｔｔｅｒ
ｓ」グループをご覧ください。

リネングさんから
素敵な笑顔に加えて、役割にふさわしい服装で最高な第一印
象が作れます。よくある悩みはこれです。これだけ暑かったら、
どうすればいいですか？私は説明します。

 東京オリエンテーションで着用したスーツ１着で十分でしょ
う。そうでなければ、ＡＯＫＩやユニクロで幅広く選択ができ
ます。正式な場面の時だけ、着ます。

肌着やキャミソールを着れば、ある程度汗を吸収できます。靴
下とハンカチやハンドタオルの買いだめを検討してみてくだ
さい。安い必需品のため、しまむら、無印良品、ダイソー、ジー
ユーやイオンモールへ向かいましょう。

クールビズとはなにかと考えているあなた、男性の場合は半
袖のワイシャツ、ポロシャツやカーキズボン、そして女性の場
合は半袖のシャツ、薄着のスカートとカプリパンツみたいな
物を、想像してください。ある小学校では、体にフィットしたＴ
シャツや黒っぽいジーパンでもいけるかもしれません。私の
アドバイスは、最初の数週間、同僚の服装を観察し、きちんと
した服装して、時間が少し経ったら、他の人の服装に合わせ
たほうがいいです。１つ注意しておきたいことは、胸のあいた
シャツや短パン、ミニスカートは駄目です。入れ墨や肩を露出
させない、そしてまた派手な色の服装は避けましょう。

化粧または髭について、身だしなみを良くというのがポイント
です。美容製品やヘアスタイリング剤を急いで探している時、
マツモトキヨシで見てみてください。

 上履きと洋服が合わなくても良いので、気軽に行けます。ク
ロックはいかがですか？授賞式やクラブ活動のため、スニー
カーやトレーナーを取っておいてください。ＡＢＣマートと地
元の古着屋で探したらいいのがあるかもしれません。掃除や
遊び時間のためにジャージを買っておいたほうが良いでしょ
う。イトーヨーカ堂かスポーツデポでは結構良い選択があり
ます。

店で探すのが困難な場合、インターネット上のギャップ、楽
天、アマゾンかストロベリーネットを使ってみてください。

１度ぐらい失敗しても大丈夫ですよ。前向きな姿勢があ
れば、あなたの新しいコミュニティーがあっという間に
暖かく受け入れてくれるようになるはずです。

アリアンさんから
私のベストヒントはこれです！

１．新しい所属先に着いたら、外食への招待にはすべて
応じましょう。行き着けになるかもしれないレストランが
発見できるという利点だけではなく、ＪＥＴ参加者の仲
間達にも会えます。

２．日本が始めてでしたら、分からないものに圧倒され
ないために、地元のスーパーを一緒に見学してくれる先
輩を探しましょう。

３．最初の数週間はとても忙しいので、あまり健康的で
はないボリュームのある、惣菜やコンビニ弁当等を食べ
ることになってしまうでしょう。埋め合わせをするため、
おうちでむしゃむしゃ食べられる野菜と果物を買ってお
いたほうが良いでしょう。

４．それがないと生きられない、日本にない食品はあり
ますか？インターネット通販でそれを注文できる可能性
が高いですよ。日本国内どこにでも、食品を郵送するいく
つかのウェブサイトがあります。人気のあるのが次の通
りです。自然食品とコストコの品物には yoyomarket.jp；
幅広く取り揃えている健康食品には iherb.com、と食肉
等には themeatguy.jpです。

ザンさんから
最初に、ガスの使い方を良く知っておくびき。多くの日本
のストーブはガス動力なので栓をひねると火がつきま
す。使い方を学んでください！青い炎は安全、そしてオレ
ンジの炎は危ない、これらを覚えておいてください。スト
ーブを使う前に確かめてください。

第二、家庭用電気器具の利用方法をしっかり確認してく
ださい。よく見ると電子レンジにオーブンの設定がある
かもしれません。冷蔵庫が漏れるトラブル、ストーブに天
ぷら用の温度設定、家にある電気器具の利用方法をメモ
した方がいいです。

第三、地場産品を試して！地元でどのような産品を売って
いるか、週に二、三回は市場によったらどうですか。割引
を求めているなら、スーパーの閉店時間の直前は割引
食品が多く売っています。

最 後 に 、料 理 を す る 気 分 が 出 な くな っ ちゃっ た
ら 、町 を 探 っ て た くさ ん の レ スト ラ ン を 見 つ け
る！一 人 で 外 食 す る の は 恥 ず し な い！お な じ み
に な る の は 周りの 人 々 を 仲 良 くな る の 近 道 だ！ 
 
じゃ、急いで！食べに行け！ 
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TOP TIPS TO SURVIVE 
THE SUMMER SUN

Screen doors— If you must open your windows, make sure to 
use these. They will encourage a draft of fresh air to replace the 
stale, cold air in your apartment. More importantly, they keep 
out all manner of nasty little (and not so little) insects.

Get some bug spray— There are a lot of insects here that you 
don’t want to find in your underwear drawer, so make sure to 
have some good bug spray on hand. Quick tip: if it can kill giant 
poisonous centipedes (yes, they exist), then it can kill anything.

Sleep with water— If you’ve kept your screen doors closed, 
you shouldn’t be woken by a chirping cicada in your bathroom at 
2 am, but you also don’t want to be woken by dehydration and 
a sore throat. Keep a glass of water by your bed to drink during 
the night, and you will stave off early-morning headaches.

Get an umbrella— It seems odd, what with the heat, but Ja-
pan’s scorching summer is punctuated with sudden downpours 
of rain that you really don’t want to get caught out by.

Get used to the heat— The midday sun in Japan can be 
quite fearsome. Go for an occasional walk or run to acclimatise 
yourself to the heat. Soon, many of you will be faced with an 
‘undokai’, or school sports day, and every student will insist on 
Gaijin-san running in all the races, regardless of the heat or your 
pale, sensitive skin. Show the summer you’ve got what it takes! 
Don’t pass out.

When applying for the JET programme, Irish-born Matthew 
chose Hokkaido, in the snowy and—most importantly—
chilly, North. However, the Programme placed him almost as 
far south as it is possible to go: Nagasaki, in Kyushu.  

BY MATTHEW JONES

Here you are, fresh from your homelands and into the 
sweltering heat of Japan in High Summer. Some of you may 
be enjoying this weather, and others may even be loving 
it. These tips are not for you. They are for my fellow fair-
skinned folks who don’t so much sun-tan, as sun-crisp.

Start dressing down— Outside of the first few meetings 
with your principal, take a look at the other teachers; if they 
are in summer clothes, feel free to join them. The last thing you 
need is to be known as ‘the foreigner who gives really sweaty 
handshakes’.

Start drinking sweat— Pocari Sweat, that is. You’ll find 
sports drinks like this everywhere, and they are crucial to keep-
ing you hydrated in the relentless sun. Water alone won’t cut 
it, you’ll need something to replace all the stuff that you sweat 
out, and that’s where Pocari Sweat comes in.

Watch out for Bleach— No, not the anime. Many sunscreens 
available here come with a bleaching agent in them, and since 
you don’t want to get any whiter, make sure to find sunscreen 
that is just what it says on the bottle. Then make sure to use it 
properly, unless you want to end up like...a friend of mine...and 
have to make a visit to the hospital.

Learn to love cold food— Not just ice-cream and smooth-
ies. Cold food is essential to feeling good on a hot day. And if 
you’re afraid that cold food means nothing but vegetables and 
salad dressings, learn how to make a taco rice salad with na-
chos. It is guaranteed to satisfy even the most devout carnivore.

Strategic cooling— This is the practice where you completely 
seal off the one place in your apartment that has air condition-
ing, and run it constantly. This sealed environment creates an 
effect not unlike a refrigerator and will have you wishing that 
you could spend all day in that blissfully cool little box.



37

CONNECT
Tokyo Orientation Issue 2013

私達は母国から遠い、盛夏の日本にいます。中にはこ
の天候を楽しんでいる人がいるかもしれませんし、も
しかすると気に入っている人もいるかもしれません。
これからお伝えするコツはそんなあなた達のもので
はありません。日焼けしやすい色白な仲間達に向けて
書いています。

1－薄着をしましょう。	校長先生との最初の数回の会議の後
に同僚の先生を観察し、彼らが夏服を着ていれば、それに
合わせて下さい。「外国人は握手をするときにとても汗ばん
だ手をしている」なんて思われることがないように。

2－スエットを飲みましょう。	 	 	 すなわち、ポカリスエットで
す。スポーツドリンクはどこでも販売されていて、容赦ない
太陽の光から身体の水分を保持する助けをしてくれます。
体内の水分維持には水そのものだけでは不十分で、汗を
かいた水分を補うためにはポカリスエットの補給が必要で
す。

3－ブリーチに注意しましょう。	ブリーチというアニメじゃな
くて、いろいろな日焼け止めは美白成分を含みます。今の肌
色以上に白くなりたくなかったら、容器の表記を確認し普通
の日焼け止めを見つけてください。そして使用法を守って使
って下さい。さもなければ、私の友達のように病院へ駆け込
むことになります。

4－冷たい食べ物を好きになりましょう。	 	アイスやスムージ
ーだけではありません。暑い日に冷たいものは気分を落ち
着ける為にも必要不可欠です。冷たいものというと、野菜や
サラダドレッシングしかないわけではありません。ナチョス
入りタコライスの作り方を習ってください。これは肉食が中
心の方にも満足していただけること間違いありません。

5－戦略的な冷却。	 	 	アパートの中でエアコンをつけている
一部屋を完璧に締め切り、エアコンを継続して使用する手
立てです。これによって冷蔵庫のような保冷環境が出来、そ
の小さな涼しい箱の中で一日中過ごしたいような気持ちに
させるでしょう。

6－網戸。		窓を開ける必要があれば、これを使ったほうが
いいです。これにより新鮮な風があなたのアパートのよど
んだ冷たい空気を交換してくれます。さらに最も重要なこ
とに、網戸は嫌な虫などの侵入を防ぐことができます。

7－殺虫剤を用意しましょう。 日本には虫が多く、下着の入
った引き出しからそれらを発見したくなければ殺虫剤を
購入して下さい。助言を一つ：巨大毒ムカデを殺すること
ができる殺虫剤であれば（そう、日本に巨大毒ムカデは存
在します。）、何でも殺すことできます。　

8－水を置いて寝ましょう。	網戸を閉めておくと、夜中の二
時にトイレから聞こえるセミの鳴き声に起こされることは
なくなりますが、脱水やのどの痛みで起きることも避けた
いでしょう。夜間にグラス一杯の水をベッドのそばに置け
ば、起床時の頭痛を避けることが出来ます。

9－傘を買いましょう。 この暑いのにどうしてと変に思い
ますが、日本の猛暑は、突然どしゃ降りの雨となることも
少なくありません。濡れたくなければ傘を買いましょう。

10－猛暑に慣れましょう。	 	 当たり前のように聞こえます
が、真昼の太陽はなかなか大変です。猛暑に慣れるため
に、時々散歩や走りに行きましょう。近いうちに、皆さんの
多くは運動会や学校のスポーツデイを体験することにな
るでしょう。そこでは、猛暑であろうが私達が青白い敏感
な肌だということは関係なく、学生は「外人さん」が一緒に
レースに参加してくれるように要求します。夏に向けて、
頑張ってください。気絶しないように気をつけてください。

 

マシューはJETプログラム申請時に、特に寒地である
北部を希望し、雪の降る北海道をリクエスト先として
選びました。しかしプログラムは、彼を最も南の勤務
地である九州の長崎県に配属しました。

暑気払いのコツマシュー・ジョーンズ



38

CONNECT
Tokyo Orientation Issue 2013

VOLUNTEERING
AS A JET Michelle Castro

Let’s make an impact! When you’re part of the JET Programme, 
you’re part of a community that wants to deepen its understanding 
of Japanese culture. One of the ways to do this is by volunteering 
in your community. This year, National AJET (our national JET 
community) has a goal for raising 1,000,000 yen and performing 
10,000 hours of community service from August 1, 2013 till July 
31, 2014. Start by talking to your AJET Prefectural Chapter to see 
what local opportunities are available then go to http://ajet.net/
opportunities-to-volunteer/ to see more ways to get involved. 

Here are just a few to get you started:

National AJET Volunteer 
Interested in contributing directly to our national JET community? If so, consider 
helping out with AJET National Council projects such as Opinion Exchange reports, 
Connect magazine, and many more projects which all serve our JET community! 
Fill out the form here http://bit.ly/19nO9lG. Skills needed include: data analysis, 
translation, event organisation, PR and marketing, writing, and more. All volunteers 
will receive a Certificate of Appreciation from the AJET National Council. This 
represents a great way to further your professional development while on JET. 

Jellyfish Wishes
Are you looking for a way to give your students an opportunity to volunteer with 
you? Check out http://www.jellyfishwishes.com/ , which is a small charity run by a 
seven year old girl and her mother who collect Get Well Soon Cards for sick children 
in hospitals. Consider making the cards for a lesson or an afterschool activity. 

影響を与えよう！JETプログラムに参加しているということ
は、あなたも日本のコミュニティーの一部であるということ
です。日本の文化の理解をより深めるための活動の一つと
して地域社会のボランティアに参加しましょう。当年度、全
国のAJET（JET 参加者の国内コミュニティー）は、2013年8
月1日から2014年7月31日まで、10000時間の社会奉仕を行
い、また100万円の資金を調達することを目標に掲げてい
ます。まずはAJETの県支部に問い合わせをすることから始
め、各地域での可能なボランティア活動を調べましょう。こち
ら、http://ajet.net/opportunities-to-volunteer、でさらに地域に
密着した情報を見つけることができます。

次は、ボランティア活動を始める皆さんのために助言を与え
ます。

AJET全国ボランティア
あなたは、JETコミュニティーへ直接貢献することに興味がありますか？　そう
であれば、まず意見交換報告書やAJETコネクト誌、またAJET全国役員のプロ
ジェクトなどから参加できることを考えてみてください。このウェブフォームか
ら書き込むことができます。http://bit.ly/19nO9lG次の技術・技能は必要とされ
ています：データ分析、翻訳、イベント企画、PRマーケティング、執筆力など。ボ
ランティアの参加者はAJET全国役員会から感謝状をもらっています。これは
JETを通して自身の専門能力を向上させる素晴らしい機会となっています。

ジェリーフィッシュウィッシェズ
学生達にボランティア活動へ参加する機会を紹介してみませんか？ジェリーフ
ィシュウィッシュズ、http://www.jellyfishwishes.com/、では病院で入院中の子供
達のためにお見舞いカードを集め届ける、という７歳の女の子とお母さんで
行われている慈善活動です。あなたの生徒たちにもお見舞いカードを作るた
めの授業や、放課後活動の一環に取り入れてみてはいかがですか。

ミシェル・カストロJET参加者としてボランティア



39

CONNECT
Tokyo Orientation Issue 2013

Smile Kids Japan
After beginning monthly orphanage visits in his area, former Fukui 
JET Michael Maher-King had a vision to spread the goal across 
Japan. Now with active volunteers in 27 prefectures, Smile Kids 
Japan is one of the easiest ways to volunteer in your community. 
If your prefecture doesn’t have a group yet, the Smile Kids Japan 
website walks you through the process of beginning orphanage 
visits. They also supply game ideas and can offer you support and 
advice. You can find more information about current Smile Kids 
groups across Japan at http://www.smilekidsjapan.org/

Be One Tohoku Aid 
Since the earthquake and tsunami that occurred in Japan on 
March 11, Be One Tohoku Aid has not only continued to clean up 
the areas hit by the tsunami, but has also focused on providing 
comfort and friendships by asking volunteers to visit members 
of the community, temporary housing, and senior centers. Even 
without strong Japanese language ability, you can help with 
various projects throughout the year. http://www.b-1.jp/tohoku/
en/

Mirai no Mori (“Forest of the Future”) 
Looking to spend at least one week of your summer vacation 
volunteering? Former JET Dave Paddock created this NPO with 
the purpose of delivering life-changing outdoor programs to 
deserving children living in orphanages. Mirai no Mori provides 
the mentoring, life skills education, and other specialized support 
that these children need and deserve. Room and board is covered 
by the program, you only have to make your way to Kurihara city 
in Miyagi. http://mirai-no-mori.jp/en/

PEPY (“Promoting Education, emPowering Youth”) 
Looking for an original vacation idea or want to organize a group 
biking event in Japan for a great cause? PEPY partners with schools 
and communities in rural Cambodia to empower youth to achieve 
their dreams and become leaders in their communities. PEPY Tours 
is a social enterprise, raising funds and support for PEPY and other 
NGO programs while providing global development education for 
travelers. The goal of these education tours is to inspire participants 
to improve the way they live, travel, and give in. 
http://www.pepytours.com/

スマイルキッズジャパン
福井県の元JET参加者のマイケル・マーキングは毎月孤
児院を訪問する活動を始めて以来、この活動を全国に
広げる目標を持っていました。現在、実際にボランティ
ア活動をしている27の都道府県では、容易にかつ簡単
に参加できるボランティアとして地域のコミュニティー
で役立っています。もしあなたの都道府県にスマイル
キッズジャパンがなければ、ウェブサイトにて孤児院を
訪問する手順を案内しています。またゲームのアイデア
などのサポートも紹介しています。日本でのスマイルキ
ッズグループに関することは　http://www.smilekidsjapan.
org/で見つけることができます.

ビーワン東北支援
3月11日の東北地方太平洋沖地震後、ビーワン東北支
援は被災地の清掃、修復作業だけでなく、仮設住宅や
高齢者センターなどを訪ね、被災者への支援を行って
います。

日本語が上手く話せなくても、年間を通して色々なプ
ロジェクトに役立つことができます。http://www.b-1.jp/to-
hoku/en/

みらいの森
夏休み期間の一週間を渡ってボランティア活動をして
みませんか？元ＪＥＴ参加者のデーヴ・パドックは孤児
院の子供立ちに人生の転機になるような体験ができる
屋外プログラムを取り入れたNPOを設立しました。「み
らいの森」は子供たちに生きていくために必要な知識
やその他の専門技術を提供します。部屋代と食事代は
プログラムでまかなわれますので、宮城県栗原市行き
の旅費だけは自己負担になります。http://mirai-no-mori.jp/
en/

ぺピーツアー
オリジナルな休暇プラン、もしくは日本でのグループサ
イクリングイベントなどを企画してみませんか？ペピー
では、若者が夢を実現し、地域の中でリーダーとなれる
ように、カンボジア郊外の学校や地域団体と協力して
います。ペピーツアーは社会事業で、ペピーやほかの
NGOプログラムのために資金と支援を調達しながら、
旅行者にはグローバル教育も行っています。

このグローバル教育の目標は参加者の生き方や、旅行
の仕方、を高めることです。http://www.pepytours.com/
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SPECIAL
INTEREST

GROUPS
What’s your passion? Create your own Special Interest Group today and share it with other like-minded individuals across 
Japan. Sports, reading, hot springs, anime, underwater basket weaving...whatever it is you love, AJET is here to help!

If you are interested in creating a Special Interest Group, contact Xan Wetherall at activities@ajet.net. Xan will be happy to 
offer you advice, ideas and support in establishing and expanding your own group! While you’re at it, don’t forget to check 
out the Special Interest Group forums at http://sigs.ajet.net/, too!

あなたの一番したいことは何ですか？あなた自身の専門部会を作って全国の同好の志と情報を交換してくだ
さい。スポーツ、読書、温泉、アニメ、水中バスケット織り、なんでもいいです。あなたの好きなものをAJETは手
助けします。

もしあなたが専門部会を作りたかったら、activities@ajet.netに連絡してください。ザン・ウェザオールがあなた
に助言し、アイディアを出し、あなた自身のグループの設立と発展のサポートをします。グループを作る時、専
門部会のフォーラムhttp://sigs.ajet.net/を必ず見てください。

Stonewall Japan
Email: stonewallsig@ajet.net
Facebook: “stonewall japan”
Website: http://stonewall.ajet.net/

Stonewall Japan provides an affirming, open, safe zone for LGBTQ 
individuals and allies in Japan, while enhancing lives through 
collection and dissemination of information, maintenance of online 
platforms for communication, and provision of opportunities for 
fellowship, mutual learning, and peer support. We recognize the need 
to maintain and nurture a sense of community for all of our members 
throughout Japan. We encourage solidarity, insight, pride and 
respect, and self-discovery through development of an international 
community at the regional and national levels. Stonewall Japan 
envisions an international community where compassion and 
respect, social justice, and equality are extended to all individuals.

ストーンウォール

ストーンウォールAJETは日本でセクシュアル・マイノリ
ティ（レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランセクシャ
ル）とその仲間のために安全でオープンなコミュニティ
ーを提供します。私たちはあなたの地区のイベントの
最新情報を知らせ、またコミュニティーにつながるため
のオンラインプラットホームを維持し、経験を知らせ合
い、相互学習を援助します。ストーンウォールALTはピア
サポートを提供して全てのメンバーに照会します。私た
ちはJET参加者の内外を問わず全てのセクシュアル・マ
イノリティのためにコミュニティーを維持し、自覚を養
う必要性を認識しています。これらは私たちが外国人と
日本人の社会に橋を架け、セクシュアル・マイノリティに
ついて教育し、延いては固定概念を破ることの必要性
を信じるものです。
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Canada National Group
Email: canadaNG@ajet.net
Facebook: “CanadaNG”
Twitter: @CanadaNG

AJET’s Canada National Group is a network of Canadian JETs who 
wish to exchange information and ideas, as well as promote Canada 
inside and outside of the classroom. The aim is to share lessons 
related to Canada, Canadian cultural resources, and information 
particular to Canadians in Japan. So far through Facebook alone, 
we have shared over twenty Canada-related lessons, given advice 
on teaching about Canada, and helped distribute information from 
the Canadian Embassy for Japanese students interested in Canadian 
scholarship opportunities. Get involved today!

カナダの国籍部会

AJETのカナダの国籍部会は情報とアイディアを交換し
たり、教室の中でも外でもカナダを振興したいカナダ人
JET参加者からなっているネットワークです。カナダに関
係あるレッスンとカナダの文化財と日本のカナダ人に
向けての情報を共有することを目指します。ここまで、フ
ェイスブックだけを通して２０以上のカナダに関係あ
るレッスンを共有し、カナダのことを教える助言を与え、
カナダの奨学金のチャンスに興味がある日本の生徒に
向けてカナダ大使館からの情報配信を助けています。
参加してみてください！

JET Christian Fellowship (JCF)
E-mail: jcfnatco@gmail.com
Website: www.jetchristianfellowship.com

JET Christian Fellowship is a non-denominational group of JETs who 
share a common belief and faith in Jesus Christ. It was formed in 
1988 by Christians on the JET Program. We meet together to develop 
friendships, pray for one another, and encourage each other in the 
walk of faith. We strive to share Jesus and His message of hope with 
other JETs, foreigners, and Japanese people we come in contact with. 

JETクリスチャン・フェローシップ

JETクリスチャン・フェローシップはイエス・キリストに共
通の信念と信頼を共有する
無宗派のJETの専門部会です。このグループは1988年に
JETプログラムのキリスト教徒によって作られました。私
たちは友情を高め、互いに祈り合い、互いに信念のこと
を励まし合うために集まります。私たちは出会った他の
JET参加者、外国人と日本人にイエスとイエスのメッセ
ージを共有しようと努力します。

JETs of African Descent (JETs AD)
Email: jetsad@ajet.net
Facebook: “JETsAD”

JETs AD is a group that focuses on topics related to JETs of African 
Descent, and is open to all. The group serves as a platform for 
discussion, support, and announcements relating to the JET 
community at large. We aim to provide useful information and share 
resources on hard-to-find hair and beauty products, foreign foods, 
events, ways to stay connected, and other topics relevant to our 
demographic. We also plan nationwide and region-specific events. 
Join JETs AD on Facebook to stay up-to-date on all the happenings 
in the JETs AD community!

アフリカ系のJET参加者の団体

JETs ADはアフリカ系のJET参加者の関係した話題に焦
点を合わせたグループで、すべての人に開かれていま
す。このグループは討論の機会、サポートとすべてのJET 
参加者に知らせます。私たちの目的は役に立つ情報、見
つけにくい理容美容の製品、外国食品、イベント、友人
との連絡の取り方、その他アフリカ系に関した話題を提
供する事です。私たちは全国的イベントや特定地域で
のイベントも計画しています。フェイスブックでJETs AD
のグループに参加し、JETs ADコミュニティーの最新の
ニュースを見てください。 

ALT Soccer Tournament Group
Email: altsoccertournament@gmail.com
Facebook: “ALT Soccer Tournament”
Website: https://sites.google.com/site/altsoccertournament/

Just arrived in Japan and want to play soccer? Well you’ll be pleased 
to hear that a series of soccer tournaments are run specifically for the 
JET community... the aptly-named ALT Soccer Tournaments! These 
tournaments take place bi-annually—in spring and autumn—and have 
been running for the past eleven years (in both Nagano and Hyogo 
prefectures), during which we’ve hosted over 9,000 participants from 
all over Japan. All JETs are welcome to participate: male or female, big 
or small, serious or social. It’s a great way to meet new people and 
enjoy football on some of the best grass pitches 

ＡＬＴサッカートーナメントのグループ

「日本に着いた！ぜひサッカーをしたい！」というALT
なら、JET参加者により、ALTのために設立されたサ
ッカートーナメントがあると聞き、うれしいことでし
ょう。「ＡＬＴサッカートーナメント」と呼ばれるこの
試合は年２回、春と秋に開催され、（長野県と兵庫県
で）１１年間もの間続いています。これまでに日本全
国、9,000名以上のALTが参加しています。男女を問わ
ず、身体が大きい小さいにかかわらず、「真剣にサッ
カーをしたい」、また「友だちを作るためにしたい」と
いうALTなら、これらの試合は日本でも最高のフィー
ルドで新しい仲間に出会い、サッカーを楽しむ絶好な
機会です。

JETsAD
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Asian Pacific Islander (API) Group
Email: api@ajet.net
Facebook: “API AJET”

The mission of the Asian Pacific Islander Association for Japan 
Exchange and Teaching (API AJET) is to provide peer support for 
the Asian Pacific Islander (API) community in Japan, as well as 
to raise local and global awareness about the diverse range of 
issues that face this community. The group is open to any and 
all who wish to share experiences and/or promote cross-cultural 
understanding through discussions, events, activities, etc.

アジア・太平洋諸島（API）グループ

API AJET（AJETのアジア・太平洋諸島（API）グループ）
が２つのミッションを抱いている。その１つは、日本
にいるAPI系JETコミュニティの支援することである。も
う１つは、アジア・太平洋諸島に関わる幅広い問題に
ついて、ローカル・グローバルな規模で認識を高める
ことである。交流したい方でも、口論・イベント・活動
などを通して異文化理解を深めたい方、大歓迎です！

VegJET
Email: vegjet.japan@gmail.com
Facebook: “VegJET”

VegJET is an active networking community and resource group 
for vegan and vegetarian JETs living in Japan. We support one 
another by sharing helpful information, recipe ideas, event 
postings, and more! If you’re a current or incoming JET wishing 
to maintain your lifestyle and meet other compassionate people, 
join VegJET!

ヴェージェット

VegJETは、日本にいるビーガン・ベジタリアンのJETの
生活を支援するネットワーキング・コミュニティであ
る。目的は、レシピー・イベントうなどの役立つ情報や
リソースをシェアして、お互いにサポートをする。現在
日本にいるJETの皆様、これから来日するJETの皆様・・
・環境に優しいビーガン・ベジタリアンの生活をして
行きたければ、VegJETに参加しよう！

Muslims in Japan
Email: emannasrat@gmail.com
Website: http://sigs.ajet.net/viewforum.php?f=6

Did you know that most soy sauces contain alcohol? Do you know how 
to say “meat extract” in Japanese? If a food item lists “shortening” 
as an ingredient, is it okay to eat? These are some of many questions 
Muslims face in Japan. Add to that our inability to eat school lunch, 
fasting during Ramadan, not eating any Japanese meat or drinking at
enkais, and it’s a little diffi cult to live life comfortably in Japan. Join 
“Muslims in Japan” to openly discuss Islam, ways to talk with Japanese 
people who are curious about Islam and its duties, and learn what 
to look for when buying food. We’re open to both Muslims and non-
Muslims alike.

在日ムスリムの会

ほとんどのしょうゆに酒精が含まれていることを知っ
ていましたか。「肉エキス」を日本語で何というか、知
っていますか。食品の原材料表示に「ショートニング」
が載っている場合、それを食べてもいいか、分かりま
すか。在日イスラム教徒にとって、これらは日常生活
の中の問題のいくつかの例です。それに加え、給食が
食べられないことやラマダンの断食、お肉も食べら
れず、宴会でお酒も飲めないことを考えに入れてみる
と、日本で快適な生活を送るのに困ることがあるとい
うことは、想像できるでしょう。そんなあなたのために

「Muslims in Japan」があります。本会では打ち解け
てイスラム教について語り、イスラム教とその教えに
よる義務について知りたがっている人への対応や、食
料品を買う際に注意すべきことについて話し合って
います。イスラム教徒でも、そうでなくても、どなたに
もご参加いただけます。
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AJET
PUBLICATIONS

All AJET publications can be purchased at the AJET Center, located on the 4th floor in the Natsume room. 

PLANET EIGO
¥1500
Planet Eigo is a collection of lesson plans and helpful teaching methods specifically designed for team-
teaching in Japan. In addition to lesson plans, activities and games, Planet Eigo includes nearly 100 
pages of detailed explanations on Team Teaching, Learning Theory, Instructional Planning and Teaching in 
Elementary Schools. Planet Eigo is written with English and Japanese side-by-side, and is also spiral bound 
for easy photocopying.

FOXY PHONICS
¥1000
Studies show that learning phonics in the beginning stages of language instruction is important for 
proper language development. Starting with the basic sounds, this book teaches English phonics to 
students with over 100 worksheets, illustrations, phonics activities, and tongue twisters. This book is 
sure to set ‘katakana English’ in its place.

FROM FUKUSHIMA AJET
Fukushima’s AJET chapter will be selling these goods to 
benefit their charity, Eyes 4 Fukushima (http://e4f.fujet.org/). 
Show your love and support for Fukushima and stop by their 
booth at the Information Fair!

 ✦ “I Love Fukushima” T-shirt ¥2000
 ✦ “I Love Fukushima” sweatshirt ¥3000
 ✦ Akabeko mascot T-shirt ¥2000
 ✦ T-shirts are also available in dry-fit and ladies fit! 
 ✦ “I Love Fukushima” tote bag ¥1500/¥2000 (small/large)
 ✦ Hope for Japan buttons ¥100
 ✦ Akabeko mascot postcards 
 ✦ Kanji Survival Guide ¥1500

AJETの出版物は全てＡＪＥＴセンター（Ａ日程とＢ日程：なつめ・南館４階）でご購入いただけます。

プラネット英語 (英語/日本語)
¥1500
日本の教育現場を考慮して、共同授業（チーム・ティーチング）のために開発された教案と
指導法の大作、「プラネット英語」！指導案、ゲームや学習活動はもちろん、チーム･ティー
チングや学習論、授業企画、さらに小学校における英語活動についてのていねいな解説
も１００ページ近くと、充実した内容が満載。内容はすべて英日の両語表
記となっており、コピーが手間なく取れるスパイラル型製本です。

フォクシー・フォニックス (英語/日本語)
¥1000
正しい言語発達のために初期段階においてフォニックスを学ぶ事が重要だと言われ
ています。発音の基礎から教えるために作られた本です。１００枚近くのプリント、色
んなイラスト、活動、早口言葉が掲載されています。カタカナ発音を卒業しましょう。

福島のAJETから
福島のAJET はEyes 4 Fukushimaのチャリティーのために、この商品を売
っています。(http://e4f.fujet.org/) 福島に愛とサポートを見させて、情報フ
ェアで福島のAJETブースに来てくささいませんか。

 ✦ “I Love Fukushima” のTシャツ　¥2,000
 ✦ “I Love Fukushima” のトレーナー　¥3,000
 ✦赤べこマスコットのTシャツ　¥2,000
 ✦ドライフィットシャツとレディースシャツもあります！
 ✦ “I Love Fukushima” トートバッグ　¥1,500/¥2,000　（小／大）
 ✦日本の希望のバッジ　¥100
 ✦赤べこマスコットのハガキ ¥100
 ✦漢字ガイド　¥1,500

Planet Eigo and Foxy Phonics may also be ordered via email publications@ajet.net .
全国AJETの出版物のご注文はメールでも承っております。 publications@ajet.net  へご連絡ください。

Normal Prices（普通の価格）
Planet Eigo     ¥1500
(プラネット英語)
Foxy Phonics    ¥1000
(フォクシー・フォニックス)
Both (両方)   ¥2000

Tokyo Orientation Prices
Planet Eigo     ¥1500
(プラネット英語)
Foxy Phonics    ¥1000
(フォクシー・フォニックス)
Both (両方)   ¥1500
(BUY 1, GET 1 FREE!) 
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SEMPAIS SAY
“If you could peek back in time and give one piece of advice to yourself at Tokyo 
Orientation, what would it be?”

We asked JETs from throughout Japan this question. Out of 
the tons of responses we received, we selected our favorites to 
share with you at your Orientation so you can benefit from their 
time-traveling wisdom. 

Mairi Holtzner
Relax. It’s going to be ok... Remember what may be one of 
the most-used words and most-embraced concepts in Japan: 
ganbare—do your best.

Tash Austin 
Make friends from far and wide at orientation. As important as it 
is to bond with your new prefectural family, when you need to get 
out of town having people all over is fantastic.

Nic Bunce
Learn the prefectures surrounding you. If you meet someone from 
the next one over, that’s a good mental note to make. 

Jackie Rzeczkowski  
Wear comfortable shoes the day you travel to your prefecture.

Penny Fox 
I would remind myself to relax, and to take note of any websites/
sources where I could get more information at a later date, 
because everything is kind of overwhelming at the time, and it’s 
hard to take it all in

Tiffani Zalinski 
Have a blast! Soak in all the new experiences. Eat horse meat 
and bee larvae; practice tea ceremony; learn the art of ikebana 
or shodo. You have more freedom than you could ever imagine. 
Douzo!

Caitlin Kirkman
Celebrate the small victories, like getting your washing machine to 
run a soak cycle, being able to read your home station’s kanji or 
finally getting a shy student to say ‘hello’ outside of class.  

Jennifer Murawski 
You look more stupid when you don’t sing than when you do (so 
belt out that Beatles song for the kids). 

Rich Basile
You can walk faster than doors can open.

Michelle Noyes
Look friendly. Stay busy and active, attend events, accept 
invitations. Be humble. Try to keep an open mind about trying 
new things.  Try not to be too picky. Have someone who will 
listen to your stories. Have a plan for when homesickness hits.

Jessica Geil 
Get to know the locals, especially your bank staff, post office, 
moms of students, your coolest co-teachers, and any other 
person that seems sane and super into making a connection. 
Super big smile happy everyone everyday! And, if you need a 
face rest, get out of town and be anonymous—but never assy.

Nick Nguyen 
Get the smartest smartphone, an emergency battery, and an 
unlimited data plan. Your salary can support it and you won’t 
regret it. The benefits cannot be understated. 

Danny Porter 
In a year and a half you will play a game of Dodgeball with 6th 
graders at Sougawadaiichi; Wear a cup.

Lukas Bonick
Go to local holidays and events. It is a great way of interacting 
with your students, parents, and maybe even your coworkers 
outside of the work environment - you are a member of the 
community, too. 

Marcus Springer 
Keep your eye on the prize. Whatever your goal is after JET, 
figure it how to integrate professional development for that 
goal into your work life. It is very possible to build a valuable 
portfolio beyond Japanese ability and teaching skills through 
your work. Build a student or ALT database for others in the 
prefecture to use, do graphic design for classroom, school, or 
prefecture publications, or produce educational videos. Don’t 
wait for opportunities to do this..... Create them!

Chelsea Cook 
Take it all in, but pace yourself. There is (and will be) tremendous 
pressure, both professionally and socially, but this is only the 
beginning. Relish and remember these first steps, and don’t 
try to be too perfect. Be solid. Be present. Be in the moment. 
Explore!
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先輩方の声
東京オリエンテーションに戻れるとしたら、来日したばかりの自分にどんなアドバイスをし
ますか？
日本中にいるJET参加者にこの質問をしたところ、たくさんの
返事が返ってきました。その中から、皆様がJET参加者としてよ
りよい日々を送れるよう、是非聞いてもらいたい時を経て活
用できる先輩JETの声と知恵をまとめました。

マーリ・ホルツナー
まずは、リラックスすること。大丈夫だから。日本で一番多く使
われ、受け入れられているかもしれない言葉とコンセプト「頑
張れ」を忘れないで。

ターシャ・オースティン
オリエンテーションで色々な県に向かうJET参加者と友達にな
るべき。自分と同じ県に配属されたJET参加者の新しい「家族」
と絆を築きあうのも大事だけれど県外に行く際、幅広く色々
な場所に友達がいると最高。

ニコラス・バンス
自分が住んでいる県の近くに位置する都道府県を覚えるこ
と。周辺からの人と出会ったら、その人を覚えておくこと。

ジャッキー・レスカウスキー　 
配属された県に向かう日は、履き心地のいい靴を履くこと。

ペニー・フォックス
たくさんの人と出会い、情報や説明を受け、色んな感情でい
っぱいいっぱいになりすべてを受け入れるのは大変です。落
ち着いて、後ほど情報などを得られるサイトや源を書き留め
ること。

ザリンスキー・ティファニー 　 
楽しむこと！新しいものや体験をすべて試してみること。馬刺
しや蜂の子を食べたり、茶道に参加してみたり、活花や書道を
習うこと。想像できる以上に自由があるので、どうぞ！

ケイトリン・カークマン
洗濯機を回せた、いつも使う駅の漢字が読めるようになった、
やっとクラス外で内気な生徒に「こんにちは」と言ってもらえ
たなど、たとえどんなに小さい山でも越えたら祝うこと。

ジェニファー・ムロースキー　 
歌うより、歌わないほうが恥ずかしいので、子供たちのために
ビートルズの歌を思いっきり歌うこと。

リチャード・ベイゾー
君は扉が開くスピードより、早く歩ける。

ミシェル・ノイズ　
友好的であること。活発的にイベントに参加して、何かに
誘われたら受け入れ、腰を低く座らせておくこと。できる
だけ、新しい物事に対して広い心を持ち、えり好みしない
こと。そして、ホームシックになったときに相談できる人が
いるようにしておくなり、対策法を計画しておくこと。

ジェシカ・ガイル 
身の回りにいる住民と仲良くなること。特に銀行や郵便局
の職員、生徒の親、学校の先生たちなど、興味をもって積
極的にしゃべりかけてくれる人とは友達になるべき。とに
かく、みんなが笑顔でいること！そして、ちょっと休憩が必
要で一人になりたくなったら、腹黒くならず、町を出て知り
合いのいないところに行くこと。

ニック・ニュウェン　 
一番スマートなスマートフォンと予備の電池を買って、無
制限のデータプランを選ぶこと。給料は十分あるし、絶対
に後悔はしないから。利点は言い切れません。

ダニエル・ポーター
一年半後には６年生とドッジボールをするでしょう。その
ときはカップをつけるべき。

ルーカス・ボニック
地元のお祭りやイベントに参加すること。生徒や生徒の
親、同僚などと交流するのに最適な機会です。自分もコミ
ュニティーの一員だということを忘れないで。

マーカス・スプリンガー　 
今後の目標を頭に入れておくこと。JETの任期を終えた後
の目標が何とあれ、その目標に向けてためになる活動や
努力を日常の私生活に取り入れること。ALTの仕事を通し
て日本語能力や教育面以上の経験をつみ、スキルを得ら
れます。学生やALTようのデータベースを作る、学校や県
の発行物に手を加える、教育の動画を作るなど、できるこ
とはたくさんあります。活躍できる機会を待つのではな
く、作るのだ！

チェルシー・クック　
自分のペースで全てを受け入れ、行動すること。仕事面で
も社会面でもすさまじいプレッシャーを感じると思うが、
これは最初の頃だけ。初期の頃を大事に思い過ごし、忘
れないこと。完璧を目指さず、しっかりと一瞬ひと時を無駄
なく感じ生きること。さぁ、羽ばたけ！
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AND
SPONSORS

Joining National AJET is free thanks to our corporate 
and non-profit partners. These organizations and 
companies offer products and services to the JET 
community during Tokyo Orientation and throughout 
the year. Our partners receive exclusive advertising 
in National AJET publications, e-bulletins, and JET 
conferences. This protects JETs from unwanted spam 
and connects them to services and goods useful for 
life in Japan. 

Scavenger Hunt prizes provided by
3-A Network, Aid for Japan, Cycle Osaka, Go Tokyo!, Fukushima 
AJET, Habitat for Humanity Japan, Kobe Kansai, Japan Cat 
Network, Kobe City Tourism, Oxford University Press, PEPY, 
Ritsumeikan University, Tengu Natural Foods, Tsu City Tourism, 
WhyNot?, and Yamanashi AJET.

Gold Sponsors
Shinsei Bank (GoRemit Service)

Bronze Sponsors
STA Travel
The Japan News (by Yomiuri Shimbun) 

Special Agreement Partner
JapanesePod101.com

Charitable Organization Partners
Aid for Japan
Habitat for Humanity Japan
Japan Cat Network 
Peace Boat (GET Program) 
PEPY Ride Japan
Refugees International Japan
Smiles Kids Japan

OUR

AFFILIATES
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CONTRIBUTORS

CONTESTS
AND

CONTRIBUTING
Go somewhere amazing recently? Have kitchen tips to share? 
Organizing an underwater Quidditch tournament? Here at Connect, 
we’re looking for new writers each and every month to talk about their 
interests and adventures. Everyone is welcome to write, no matter your 
experience or style! So if you have an idea you want to see in these 
pages, reach out to our Head Editor, or any of our awesome section 
editors. 

ASK THE EDITORS!
Make your voice heard! Do you have a question about workplace 
etiquette? Did you go to an event we highlighted? Want to comment 
on last month’s articles or editorials? Just feel the overwhelming need 
to tell our editors how much you love and appreciate them? Each 
month we’ll print your questions, comments, and witty observations so 
you can get Connected with us! 

PHOTOGRAPHY CONTEST
Get the perfect shot of the perfect moment here in Japan? Your photo 
could be next month’s cover of Connect magazine! Every month we’ll 
collect your photos and feature them on online for the JET community 
to vote on. The highest-voted photo will be the cover for all to see! 
Email all photo submissions to contest@ajet.net. September’s theme 
will be “Beginnings,” so start thinking and start sending!

HAIKU CONTEST
Each month Connect will feature a haiku from one of our readers. 
Haiku are simple, clean, and can be about anything you like! If you’re 
an aspiring wordsmith with the soul of Basho, send your haiku to 
contest@ajet.net. 

POLL
Each month, Connect will feature a reader poll to get your opinion on 
life, the universe, and everything. 

Let’s kick it off with a question you’ll be asked hundreds of times this 
first month: What brought you to Japant?

 � Popular culture
 � Martial arts or sports  
 � Cultural arts (literature, tea ceremony, calligraphy, etc...) 
 � Cultural experiences (food, shrines, festivals, etc...)
 � Japanese language immersion 
 � Family
 � Gain teaching experience
 � Travel 
 � Financial security 
 � Japan is where I wanted to be
 � Something else

Cast your votes online at ajet.net/connect and look out for the results 
of this poll in September’s issue!

CONNECT

寄稿
最近、最高な旅に行きましたか。料理のコツはあります
か。海で行うQuidditchの大会を開く予定がありますか？毎
月コネクトは、冒険や活動の記事を執筆する新しい記者を
募集しています。執筆の経験がない方でも構わないです。
コネクト誌に出版してほしいテーマや主題がありましたら
いつでも電子出版編集者や様々の編集者に連絡してくだ
さい。

編集者に尋ねること！
コネクトに（色んな意見や体験を発言してください）意見
を与えてください。仕事エチケットの疑問や、前回提出し
たイベントの観察点・意見、前回のコネクト誌の記事にコ
メントを書き込みたいですか。編集者達へ感謝の一言、溢
れる愛を伝えたいですか。毎月コネクト誌で質問・コメン
ト・提案を提出して、我々とコネクトしてください。

写真作品コンテスト
日本で奇跡的な写真を撮ったことはありますか。その写真
が次のコネクト誌の表紙になるかもしれません！ 毎月コネ
クト誌に送られた写真を集めて、ウェブサイトにアップロ
ードし、JETコミュニティーが投票します。コネクト誌の表
紙になる写真は多数決投票で決めます。写真はcontest@
ajet.netまで送ってください。今回のテーマは「始まり」で
す。提出を楽しく待っています。

俳句コンテスト
毎月コネクト誌は読者から提出された様々な俳句を選び、
雑誌に出版しています。俳句は質素で爽やかで内容のも
何でも書けます。芭蕉に負けないくらい俳句を愛している
ことを表したいならコネクト誌contest@ajet.netに提出し
たらどうですか。

世論調査
月一回に皆さんの生活活動、世界、宇宙、色んなテーマに
ついて世論調査を実施しています。さて、今回のテーマは、
来日後に何回も聞かれる、「日本に来た理由」を実施しま
す。

�� 大衆文化
�� 武術・スポーツ
�� 文化芸術
�� 文化の経験
�� 日本語の興味
�� 家族
�� 教授の経験を増す
�� 旅行
�� 生活資金的保障
�� 日本に行きたかった
�� 他

票はウェッブサイトajet.net/connectまで投じてください。
世論調査の結果は9月の発行にでます。
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Each Japanese paragraph is followed by its English translation 
and phonetic furigana are placed above each kanji.
“Our multi-level text section” makes Japanese study even easier. In addition to full English 
translations of the text and phonetic furigana placed above each kanji in the main body of 
Japanese texts, there is a detailed breakdown below, which includes pronunciation of Japanese 
words written in the Roman alphabet. Appropriate English words matching to the vocabulary 
are also provided. Therefore, you will be able to understand the meaning of the texts on the 
spot without having to use a dictionary. A digital version of the magazine with audio is also 
available.

Revolutionary Japanese Language Magazine!
You can study Japanese while learning about Japan, 

and will gain insight into Japan. 

For more details: www.hiraganatimes.com
Phone: 03-5338-0027

Sample: www.hiraganatimes.com/sample/
One year subscription: 6,000 yen. Multi-Level Text

HiraganaTimes.indd   1 2013/06/26   11:51:16
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SMILE
KIDS

JAPAN
.ORG

Make a positive impact 
in your new community 
helping children 
who need it most.

volunteer@smilekidsjapan.org

The Fastest, Easiest and Most Fun Way to Learn Japanese

AT JAPANESEPOD101.COM YOU'LL GET:

AJET and JapanesePod101.com have 

partnered to o�er all AJET teachers an 

exclusive 20% OFF discount on any 

Basic or Premium subscription!

Save 20% on any Basic or Premium 
subscription with coupon code AJET

JAPANESEPOD101.COM/AJET

Short and fun lessons from 

Absolute Beginner to Advanced

Detailed explanations with 

PDF lesson notes

Kana and Kanji video lessons Spaced Repetition Flashcards

Mobile lessons to load onto your 

smartphone or MP3 player

New lessons teaching practical 

Japanese every week

Prepare for life in Japan 
with JapanesePod101.com
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SMILE
KIDS

JAPAN
.ORG

Make a positive impact 
in your new community 
helping children 
who need it most.

volunteer@smilekidsjapan.org
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The JET Christian Fellowship (JCF) is a non-denominational group of JETs who 

share a common belief and faith in Jesus Christ. JCF exists to encourage and 

support Christian participants of the JET program by helping them connect 

with local churches as well as other Christians living in Japan. 

Come and talk to us at the AJET Fair! Monday July 29 and Monday August 5 

  Join us for morning prayer 7:30am – 8am  Mon, Tues & Wed 

  Join us for evening outings  Mon & Tues around 8pm 

-National Retreats -Mission trips 

-Skype Bible Studies -Prayer & Encouragement 

-Local church list -Library (over 300 Christian titles) 

 

Be the Solution®   •   go.miis.edu/jet

International Business (MBA)   •   International Environmental Policy   •   Public Administration (MPA)   •   International Policy Studies 
International Education Management   •   Nonproliferation & Terrorism Studies   •   Conference Interpretation

Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)   •   Teaching Foreign Language   •      Translation  •    Translation & Interpretation
Translation & Localization Management   •   Peace Corps Master’s International   •   Peace Corps Fellows



Be the Solution®   •   go.miis.edu/jet

International Business (MBA)   •   International Environmental Policy   •   Public Administration (MPA)   •   International Policy Studies 
International Education Management   •   Nonproliferation & Terrorism Studies   •   Conference Interpretation

Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)   •   Teaching Foreign Language   •      Translation  •    Translation & Interpretation
Translation & Localization Management   •   Peace Corps Master’s International   •   Peace Corps Fellows



AJET SCAVENGER HUNT
PRIZES TO BE WON
• Gift voucher from Tengu Natural Foods 
• 2 full-day tours from Cycle Osaka
• TELL stress balls
• Planet Eigo & Foxy Phonics
• Unique Fukushima goods
• Habitat for Humanity themed items
• Mystery prize, and much more!

HOW TO WIN
• Track down the 4 locations on the map.
•  Ask an AJET rep to stamp your map at these locations.
• Once you have all 4 stamps, drop into the Natsume room, South Tower 4th Floor 

by 5:30pm on MONDAY.  
• Show your completed map to an AJET rep.  They will give you an entry form to 

complete and drop into the raffle box for prizes.
AJET will announce the winners at the Welcome Reception on Monday night.

*If you’ve already bought Planet Eigo or Foxy Phonics and 
you’re lucky enough to win a copy, we’ll refund your money!

Sign up 
for AJET

AJET 
Centre

AJET 
Workshop

Info 
Fair
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