とちぎで活きる

第５回

栃木市で活躍する外国籍の方を紹介
するコーナーです。

My name is Edward Skeel. I am from England in the U.K. I moved to Japan in July 2010
from America, where I had lived for 5 years. I studied Film Studies, in England and worked
at a newspaper in Kansas, in the USA. Tochigi City has been a wonderful place to live for the
past four years. The pace and lifestyle are agreeable and a welcome change from places I
have lived before. I love being able to cycle here. The historical buildings, cultural events and
traditions are very interesting.
The backdrop of the mountains also add to Tochigi's charm. I have many hobbies, I enjoy
almost anything creative; writing, drawing, movies, music, cooking, video games, karaoke and
Kyudo.

イングランド出身のエドワード・スキールといいます。５年ほど住んでいた
エドワード スキールさん
（イングランド出身）

アメリカから2010年７月に来日しました。イングランドでは映画を学び、ア
メリカのカンザス州では新聞社で働いていました。栃木市に暮らして４年にな

りますがとてもいい街ですね。街も暮らしも快適で、うれしい環境の変化だと感じています。街を自転車
で巡るのが好きです。歴史ある建物や行事、伝統などとても興味深く、山並みも栃木の魅力を引き立てて
います。私は趣味が多く、文章を書いたり、絵を描いたり、映画に音楽、料理となんでも作るのが好きで
す。それにビデオゲーム、カラオケ、弓道もやります。
I work as an ALT for Tochigi City Board of Education. I currently teach at Tsuga and Nishikata Junior High Schools. Previously,
I have worked in Ohira, Minagawa and Fujioka. As an ALT I assist the English Language Teachers in the classroom and
encourage the students to feel more confident about communicating in English. And, I'm there as a sympathetic English
speaking model for them to practice with. During the summer we hold an English Summer Camp for elementary school students
and a 3-day English Seminar in Windy Nasu for Junior High School students. Every Spring, the ALTs also help at the Tochigi
International Festival too. It is always a great opportunity to see the other countries and cultures represented in this city; often
through performance, dress, food, shops and other forms of entertainment. This past year we raised money for the Philippines.

平、皆川、藤岡でも働いたことがあります。ALTとして英語教師を補佐し、生徒にはもっと自信をもって
英語を話せるように助言しています。また、親身になって英会話の相手をしています。夏休み中は、小学
生対象の英語のサマーキャンプを開催したり、中学生対象の英語セミナー（３日間）をなす高原自然の家
（Windy-Nasu）で実施したりしました。毎年春には、ALTの皆でとちぎ国際交流フェスティバルのお手伝
いもしています。この街にいながら、色々な行事や、服装、食べ物、お店やその他の娯楽などを通して、
他の国や文化のことを知るのはとても素晴らしい体験です。この一年ではフィリピンへの募金活動もしま
This year I will be working for the International Center, teaching an eikaiwa class for intermediate English speakers. If you are
interested in the opportunity to practice the English you know (and learn some more), using various themes and in a relaxed
environment, I look forward to helping you soon! I too attend classes through the International Center. I am currently studying
Japanese with Handa Sensei, every Sunday. Japanese is difficult for me, but very interesting. I enjoy living and working in
Japan, so I want to get better at the language. This way I can help more people in the classroom and meet more interesting
people around Tochigi and the rest of Japan.

今年は、国際交流センターで英会話中級のクラスを教える予定です。色々なテーマのもと、リラックス
した雰囲気の中で、自分の習った英語を練習したい（もっと学びたい）という方は、是非ご参加ください！
私自身も国際交流センターのクラスで勉強しています。今は毎日曜に半田先生に
日本語を教えてもらっています。日本語は難しいけれどとても面白いです。日本
での暮らしも仕事も気に入っています。ですからもっと日本語が上手くなりたい
と思っています。こんなふうに、栃木や他の街で色々な生徒さんをサポートし、
面白い人たちにもっともっと出会いたいと思っています。
Nice to meet you!

宜しく！
Tochigi city International Center
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した。

栃木市国際交流協会だより

栃木市教育委員会のALTとして働いています。今は都賀と西方の中学校で教えています。これまでに大
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