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Summer’s a time of big change in Japan: the rainy season’s 
fi nally gone, temperatures are climbing, and thousands of 
fresh-faced JETs are descending on Tokyo, ready to spill the fi rst 
few drops of ink on their own Japanese epics. But as central 
as the “J” in “JET” is to us all, let’s not forget what the “E” 
stands for. We JETs are a diverse bunch, from an amazing array 
of backgrounds, and for the time that we’re here in Japan—be 
that one year, or fi ve and beyond—it’s our duty to exchange. 
Exchange our experiences, exchange our culture and exchange 
our preconceptions for something new. 

AJET Connect magazine underlines that “E” with a fat black 
marker. Twice. Every month, we’re here exchanging news, 
features and more from the grassroots of the JET community. 
But, of course, exchange is a two-way road. We can’t do any 
of it without you. So if you’ve got an idea for a story, we want 
to be the fi rst to hear it. Forget the Skype call back home. That 
can wait. Get down to the serious business and scribble us an 
email instead. We’re needy like that. (You can fi nd out more 
about getting involved on page on pages 16 – 19!)

This month it’s all about you, the new guys. We’ve put together 
an indispensible guide for your stay in Tokyo and beyond. It’s 
not quite the usual Connect format, but we think you’ll agree 
it’s pretty darned useful! 

We’ll be back in September when business will resume as 
usual for Connect!

Until then...! 

AJET Connect Magazine Editor

Konnichiwa and welcome to the new-look 
AJET Connect magazine!

ハローアンドウェルカム：ニュールック「AJETコネク
ト」電子雑誌！

夏は日本で大きな節目になっています：梅雨がやっと終
わって、気温がどんどん上がって、日本での物語を書き
出す体勢を整えている数千人の新規JET参加者は東京に
おしかけています。私達の経験では「日本」（ジャパ
ン）にいるのはとても大切なんですが、実は「交流」（
エクスチェンジ）はそれと同じくらい大切な意味があり
ます。JET参加者は多様性のある集まりになっていて、
いろいろな人生を送ってきた人で、日本にいる間に、1
年間、5年間、それ以上長く滞在すうことにかかわら
ず、「交流」は私達参加者の義務です。自分が持ってい
る経験と文化を他の人とシェアして、先入観を入れ替え
るということです。

AJETコネクトは 「交流」の下に二重線を引いています。
マジックで。毎月、JET参加者からのニュース、特集等を
載せています。やっぱり、交流は一方通行ではなく、双
方のやりとりですね。読者からのインプットがないと、
何もならないです。ストリーにアイディアがあれば、い
ちはやくAJETコネクトまで連絡して下さい。故郷へスカ
イプすることは忘れてね。それは後でもいいですから。
本気で取りかかって、AJETコネクトのチームまでメール
を送って下さい。よくばりですが、もっと詳しい情報は
21・22ページに載せています！

今月は、あなたたち新規JET参加者が主役になっていま
す。東京にいる間とそれ以降のためのガイドをまとめま
した。いつものAJETコネクトの形と少し変わっているけ
れど、かなり役立つはずです。
また9月に通常の形に戻ります。

また後でね！



JALT2012
Teachers do make 
a difference!
Come and join us at the 38th Annual
JALT International Conference on
Language Teaching and
Learning & Educational Materials Exhibition

12 –15 October, 2012
at ACT CITY, Hamamatsu, Shizuoka, JAPAN

For more information
go to

http://jalt.org/conferencehttp://jalt.org

“Learning to Teach, Teaching to Learn”

Making a

Difference

Need to talk?
AJET Peer Support Group

Confi dential
Anonymous

By JETs, For JETs

050-5534-5566
20:00 to 07:00 Every Night of the Year
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It isn’t everyone who picks up 
their entire life and moves across 
the world.   It takes a special 
person. I’d like to congratulate 
you on being that person!  And, 
I’d like to welcome you to 
Japan. Those of us helping at 
Orientation often reminisce 

about sitting in exactly the same place you are today.   It’s easy 
to remember because it was the start of such a momentous 
chapter in our lives.  Whether it’s your fi rst time here, or you’re a 
seasoned Japanophile, Japan has so much to offer.

Did you know that you are a part of one of the biggest cultural 
exchange initiatives in the world, encompassing over four-
thousand people who represent forty different countries?  Our 
diverse backgrounds are united here by our passion for working 
and living in Japan.   Just think about all the cultures and 
perspectives which form our JET community. It’s my belief that 
communities, properly harnessed, are one of the most powerful 
environments in which learning, social change and personal 
growth can fl ourish. The JET Community is no different. In fact, 
it’s one of the strongest and most vibrant communities I’ve 
ever been a part of. And I’m so happy that, every year, we get 
to welcome new members, like you, to be a part of it.

As you step into this great adventure, I have 
a few pieces of advice:
The fi rst few months are critical! Build a good support system. 
Reach out to new JETs from the start. Go outside your comfort 
zone. Put in the extra effort. Go to all community events, trips 
and gatherings you fi nd yourself invited to. Yes, accept every 
invitation!  It might tire you out, but doing these things in the 
early stages goes a long way towards fostering the connections 
and relationships that will enhance your coming year.

Also, attend your work parties, if possible. Outside of their 
working environment, people often open up in new ways and 
show different sides of themselves.   In short, get to know your 
co-workers and students. They will appreciate the effort you make!

Lastly, one year fl ies by quickly! Many JETs expecting to stay 
here for just a year end up making a longer commitment. I 
am one of them. In 2009, I stood where you are today with 
no idea that I would be addressing you three years later as 
Chair of AJET.  I hope that some of you will fi nd yourself in a 
similar situation, returning to Tokyo as a seasoned JET, eager 
to welcome the newest members of our community to Japan. 
Keep yourself open to possibility, and who knows where you’ll 
end up!

So, that’s it from me.  As the old adage says, the ten thousand 
mile journey begins with a single step.   Well, here we are: 
welcome to the fi rst step of your new journey!

 

Sincerely,

Mark Noizumi

2012 – 2013 AJET Chair

MARK SAYS...
今までと同じような生活を遠く離れた土地で続ける人は
なかなか珍しいです。それは一部の人にしかできない事
です。ということで、まず、そんな皆さんに日本へよう
こそ！を言いたいです。当オリエンテーションで手伝っ
ている人は、あなた達と同じ所にいたあの時をよく覚え
ています。新たな人生の始まりなどを忘れるわけはない
ですね。あなたの興味にかかわらず、日本はたくさんの
機会を提供してくれると私は思います。

40カ国から来た4千人が携わっている世界 大の文化交
流戦略の一つにも参加していることを、ご存じでした
か？多様性のある背景を持っている私達は日本での仕事
に対する熱意と日本で生活する事への熱意によって一緒
に結ばれています。考えてみてね‐その熱意があるか
ら、いろいろな文化を持った、いろいろな視点を持った
人が集まっています。ちゃんとつながっているコミュニ
ティーにおいて、教育・友情・社会変革、自己成長を高
める事ができると、私は信じています。JETは、私は参
加したことのある中で、すごく強くて、活気のあるコミ
ュニティーです。あなた達のような新しいメンバーを毎
年歓迎できる事は大変うれしいです。

この冒険の第一歩を踏み出す前に、いくつかのアドバイ
スをさせていただきたいと思います。

初の数ヶ月は決定的ですよ！いい支援制度を作りま
しょう。始めから新規JET参加者へ手を差し出して下さ
い。自信がなくてもいろいろ挑戦してみてください。余
分に努力してください。招待された市民イベント、旅、
交流会へ全て参加してみてください。本気ですよ：スベ
テ。少しは疲れるかもしれないけれど、早い段階でそう
したらこれからの一年間を豊かにする繋がりが作りやす
くなります。

さらに、可能な限り、学校の宴会、全部参加しましょ
う。学校のスタッフは職場の外に違う自分を見せます。
つまり、周りのスタッフと生徒を仲良くするように頑張
りましょう。その努力はきっと感謝されます。

後に、一年間は早く過ぎますよ！ 1年間しかいないは
ずで来るけれど、もっと長く滞在する人もたくさんいま
す。私もその中の一人です。3年後AJETの会長としてあ
いさつすると思ってもなかった私は新たな人生を始める
段階の2009年に京王プラザホテルに立っていました。新
規JET参加者は、数年たった頃に同じように経験を積ん
だJET参加者として来年の新規JET参加者を歓迎しにまた
東京オリエンテーションに来ている事を望みます。目の
前に広がっている可能性を受け入れる体制があれば、あ
なたが知らない将来が待っているでしょう。

さぁ、それで私からの言葉は以上です。昔からのことわ
ざの通り、千里の道も 1 歩より始まります。新しい旅
の 初の一歩へようこそ！！

これからよろしくお願いします。

マーク　野泉
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GET CONNECTED

AJET Workshops
These are JET-led presentations 
about a variety of topics pertaining 
to your new life in Japan. We’ve 
selected some of the best, most 
experienced JET speakers to give 
you real information that you can 
use from the very beginning stages 
of your JET experience. More 
information, including schedules 
and detailed descriptions, can 
be found in your CLAIR Tokyo 
Orientation Handbook.

AJET Information Fair
How can I get the internet at my new home?  
Where can I fi nd Japanese study resources? Can 
I subscribe to an English language newspaper? 
What is the cheapest way to travel during the 
holidays?  

Find the answers to these questions and more 
at the AJET Information Fair. Exhibitors include 
non-profi t organisations, education providers, 
and commercial groups. Their representatives 
can not only answer your questions, but provide 
solutions to future problems. There are also lots 
of great products and services for you to sample.

The AJET Centre
Come meet your AJET representatives 
and fi nd out more about us! We are 
happy to answer your questions and 
even let you make free Skype calls 
home! On top of this, we have a 
whole host of information from your 
prefectural chapters on what your 
prefecture is like, as well as a heap of 
extra publications available to help 
you as you start your new life in Japan. 
AJET representatives are here to assist 
you, so come and say “Hello!”. The 
AJET Centre is located in the Katsura 
Room, South Tower, 4th Floor.

The AJET Centre 
is located in the Katsura 
Room, South Tower, 4th Floor.

Open Hours
Sunday 9:00 – 21:00

Monday 6:45 – 18:30

20:00 – 21:00

Tuesday 6:45 – 21:00

Wednesday 6:45 – 13:00

The Information Fair 
is located in the Nishiki Room, 
South Tower, 4th Floor.

Open Hours
Monday 12:00 – 13:15

14:45 – 18:00
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AJET
The Association for Japan Exchange and Teaching

National AJET is an association for JETs that was founded in 1987, only one 
year after the establishment of the JET Programme. Welcome to the 25th year 
of AJET!  

AJET is run by a national council of twenty JETs from all over Japan. These 
JETs are elected by current JET Programme participants. The National Council 
helps foster and manage a Community, especially for you, through which you 
can connect with your fellow JETs. National AJET also works to provide you 
with a variety of Resources, including news, teaching tools, and professional 
development opportunities. Lastly, on a professional level, the National Council 
conducts bi-annual research to Voice issues close to JETs to the JET Programme’s 
supervising ministries. 

COMMUNITY
National AJET provides a wide range of ways for JETs to 
interact with each other. Our goal is to create a close-
knit community that spans the breadth of Japan, no 
matter the distance between JET participants. Through 
our website, your block group (take a look at the block 

group chart on pages 20 – 21 for more information!), and your prefectural 
AJET chapter, you’ll fi nd ways to connect and get involved. Visit www.ajet.net 
for more information.

Want to meet more like-minded JETs with similar interests? Our website gives 
you access to a wide range of Special Interest Groups, forums, and other spaces 
for you to connect with the broader JET community. Also, make sure you join 
your block’s group on Facebook for all the latest block-specifi c news and events!  

Having trouble at work? Need to vent those culture shock frustrations to 
someone that understands them fi rst-hand, just like you? Just want someone 
to talk to? AJET sponsors the AJET Peer Support Group phone line, a free peer-
to-peer support service, open every night of the week, 8PM to 7AM. You can 
contact AJET Peer Support Group at 050-5534-5566.

There’s so much going on here in Japan that it might be diffi cult trying to do 
it all at once!  However, with our All Japan Event listings, you won’t be able to 
say you didn’t at least hear about all the amazing events awaiting you!  From 
Japanese festivals to AJET events, this is one activity resource that you’ll want to 
be sure to check out. Check out our Events Calendar at http://ajet.net/events/ 
or access it through the AJET iConnect app on your smart phone to ensure you 
never have an empty weekend you don’t want!

The JET Programme and community service go hand-in-hand. We’re here to foster 
internationalisation within our communities on a basic, everyday level. What 
better way to show the best side of your culture than sharing your time and energy 
with others?  Through AJET, you’ll fi nd ways to volunteer and get involved as much 
as you want. Further on in this issue of Connect, our Volunteer Services and Aid 
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Coordinator, Neetha, has put together an article detailing just how you can fl ex those volunteering muscles and 
get involved. Check it out on pages 38 – 41! You can also visit www.ajet.net/community to get started now! 

RESOURCE
The invaluable resources that are available on www.ajet.net will give you all the tools you’ll need as a JET. 
Not only for your time on JET, but also for when you decide to move on from the JET Programme.

We compile lesson plans and workplace tips, and also publish several books written by JETs to help perfect 
your existing lessons or build them from the ground up.

Our professional development resources will put everything you need to become the best you can be in 
your workplace, right at your fi ngertips. Whether you want accreditation for teaching or are simply looking 
to fi nd ways to develop your Japanese language skills, you’ll fi nd the key at http://ajet.net/professional-
development.

While you’re there, check out deals for JETs from our corporate partners—AJET Affi liates. These include 
information about organisations relevant to your life in a foreign country, discounts, and opportunities to 
make your life in Japan that much more comfortable.

As if that wasn’t enough, you’re now holding in your very hands another one of our great resources: AJET 
Connect Magazine! Published monthly, Connect compiles the most up-to-date news, features and listings 
from the very heart of the JET community. Are you a JET who exemplifi es grassroots internationalisation and 
all-round excellence? Let us know and you may be spotlighted in our monthly “JET Effect” feature! But it’s 
not just current JETs who we highlight! Every month we also bring you the latest on “Life After JET” from 
real JET alumni. If you ever want to get involved, contact James Kemp, the Connect Editor, at james.kemp@
ajet.net. Previous editions can also be found online at http://ajet.net/ajet-connect/.

VOICE
REPRESENTATION
AJET isn’t just us. It’s you. 
Throughout the year, AJET conducts online surveys on issues important to JETs. The AJET National Council 
then compiles survey information into detailed reports to convey your opinions and experiences to the 
Japanese government ministries that oversee the JET Programme.

Twice a year, in Tokyo, the National Council meets with the Council of Local Authorities for International 
Relations (CLAIR); 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) to discuss the 
reports and exchange opinions on the JET Programme’s implementation. This is how AJET helps to improve 
the Programme to best fi t the concerns and needs of all JETs in the future. These meetings have had, and 
continue to have, a signifi cant impact on the programme and, thereby, your life in Japan.

What’s important to you?  What do you want to see on our surveys?  Let your voice be heard!

ELECTIONS
Every February, AJET elections give you the opportunity to vote for your JET representatives on the AJET 
National Council, or even run to be a member of the council yourself! We’re always looking for JETs that 
want to make a difference.

AJET VOICE
At voice.ajet.net, you write the content. The AJET Voice is your opportunity to let both Japan and the 
wider world know what’s happening in your life. AJET Voice is a dedicated space for promoting the events, 
achievements, and projects that JETs care most about to the whole of Japan. Post information about your 
local news and events, check out what’s going on in other prefectures, and connect to the prefectural AJET 
chapters’ newsletters and websites. Don’t keep your passions a secret. Step up to the microphone and let 
your voice be heard!

National AJET is here for you, no matter what you’re looking for. We’re a community you can rely on, 
resources you can use, and a voice to make your experience part of the greater story of the JET Programme. 
Get connected! We would love to hear from you, no matter what you have to say.

Follow us on Facebook (www.facebook.com/AJETJapan) and Twitter (at and http://twitter.com/NationalAJET) 
to receive real-time updates on JET and AJET-related news. Check us out now (and often!) at www.ajet.net. 

www.facebook.com/AJETJapan

twitter.com/NationalAJET
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GET CONNECTED

AJETの分科会
これはJET参加者が行う発表であ
り、皆さんの日本での新生活に
関する様々なトピックがありま
す。私達が厳選した 高の経験
豊富なJETスピーカーは、皆さん
がJETですぐに利用できる情報を
提供しています。詳細は（スケ
ジュール等を含め）クレアから
の東京オリエンテーションのハ
ンドブックの中で見つけること
ができます。

AJETのインフォメーションフェア

「どうやって家の中でインターネットに接
続できますか？」「どうやって日本語学習
の資料が得られますか？」「英語で書かれ
ている新聞を購読できますか？」「祝日に
一番安い旅行方法は何ですか？」 AJETの
インフォメーションフェアでは、それらの
質問の様々な答えを見つけることができま
す。非営利団体、教育を提供する団体、商
業のグループなど、様々な出展者が参加し
ています。そして、出展者の代表はあなた
が持っている質問に答え、未来に問題にな
る可能のあるものに関しての解決も提供す
るようにします。また、いろんな製品やサ
ービスを試すことができます。サービスも
商品もいろいろ試すことができます。

AJETセンター
AJETの代表者を紹介しましょう！
私達はあなたの質問に答え、さら
にスカイプの無料コールで家族に
電話をかけることができます。そ
の上に、県のAJET支部により、あ
なたの地域に関する情報がたくさ
んあります。また、異国での新生
活を始めているあなたが活用でき
る出版物をたくさん提供していま
す。AJETの代表者は皆さんをサポ
ートしています。ぜひ会いに来て
ください。AJETセンターは、かつ
ら（南館4階）にあります。

開館時間

月曜日　
12：00～13：45
14：45～18：00

開館時間

日 9:00～21:00

月 6:45～18:30
20:00～21:00

火 6:45～21:00

水 6:45～13:00
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AJET - JET プログラム参加者の会
全国AJETとは、JETプログラムの現役参加者のための自主支援組織であり、1987年
に設立されたJETプログラムの開始後１年に設立されました。AJETの25年目へよこ
そう！

AJETは日本で全国役員会の20名で運営しています。この20名は、日本全国の現役
JET参加者に厳選されています。全国役員会は（特に皆さんのために）他のJET参
加者と接合できるCommunityを育てて、運営しています。さらに全国AJETは、 新
情報、教材、専門的能力の開発の機会など、様々なResourcesを皆さんに提供する
ように努力しています。 後に、全国役員会は年２回の研究を行い、JET参加者の
Voiceを総務省、外務省、文部科学省及び財団法人自治体国際化協会（クレア）に
対して報告しています。

COMMUNITY
全国AJETはJET参加者全員がコンタクトできるよう、広範な方法を提供していま
す。私達は、JET参加者と間の距離にかかわらず、日本全国で密接な結び付きのコ
ミュニティを育てることを目標としています。私達のホームページや、皆さんのブ
ロックグループ（詳細はブロックグループのチャートで見られ）や、及び県のAJET
支部などを通して、様々な関与する可能な機会を見つけることができます。詳細
は、www.ajet.net をご覧下さい。

似た様な考え方と興味を持っているJET参加者に会いたいですか？私達のホームペ
ージには、広範な専門部会、フォーラム等、様々なJETコミュニティによい広くア
クセスできるスペースが掲載されています。また、自分の地域のブロックグループ
のフェースブックページに加わっていただくと、ブロック固有の 新情報とイベン
トが満載です！

職場でトラブルが起きた時、カルチャーショックで溜まったストレスや苛立
ちを、似た様な経験をしてきた人に打ち明けたい時、誰か耳を傾けてくれる
話し相手が欲しい時は、AJETにより運営されているピア・サポート・グル
ープ（050-5534-5566）に電話下さい。これは仲間同士のサポートサービス
であり、無料です。毎日、20:00～翌日7:00まで相談を受け付けています。

日本では見るもの、やることが多すぎて、なかなか全部はできないものです。そこ
で、AJETでは日本中のイベントのリストである総合イベント案内を提供しているの
で、「見に行きたい！」、「やってみたい！」というものを、前もって調べておい
て、行動することが可能です。日本の祭典からAJET主催のイベントまで、この案内
ガイドをぜひご参考にしてください！週末はいつも楽しい予定が入っている様、私
達のイベントカレンダーを、http://ajet.net/events/、また携帯のAJET iConnect
というアプリケーションを通して、ぜひご覧下さい。

JETプログラムの目標と奉仕活動は両立するものです。私達、JET参加者は、一人ひ
とりの住んでいる地域で草の根国際化の推進に資するために日本に来たのです。他
の人達と、時間と労働を分かち合うことによって、母国の文化の良いところを紹介
することができます。AJETの案内・紹介を通して、好きなだけ、ボランティア活動
に関与することができます。このAJETコネクトの号の中で、ボランティア・支援コ
ーディネーターのニサは、どのようにボランティアに関与できるかに関する重要な
内容を記事として掲載しました。ぜひご覧下さい！公式ホームページの www.ajet.
net/community をご覧下さい！
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RESOURCE
AJETのホームページ（www.ajet.net）でアクセスできる資料・リソースはJET
参加者にとって役立つ道具になります。これらのリソースはJETプログラムに
参加する機関だけではなく、JET後の人生にも、キャリアにも活用できます。
私達は活用できる指導案と職場でのヒント、またJET参加者が書いた、指導案の作
成や改善に役立つ出版物など、私達は提供しています。

私達の人材育成の資料は、職場ですぐ使え、あなたのスキルアップに不可欠なもの
です！教育資格から日本語能力の向上に至るまで、その手がかりをhttp://ajet.
net/professional-development で見つけることができます。

ホームページにアクセスしていただく際、職場に関する資料以外にも様々なリソー
ス があります。提携企業による割引やJET参加者限定の特典もあり、異国での生活に
役立つ情報も豊富で、さらにJET参加者としての生活を楽にしてくれるでしょう。

「AJETコネクト」とはJET参加者による、JET参加者のための月刊誌であり、JET参加
者にとって役立つ資料の１つです。JET参加者からの 新情報、特集、またイベント
のリスト等が満載です。草の根国際化に非常に携わり、学校や地域にすばらしい貢
献をしているJET参加者 だったら、「JET効果」に特集される可能性があります！現
役JET参加者だけではなく、前のJET参加者が毎月の「Life After JET」に特集され
ることもあります。雑誌作成に参加ご希望したいのなら、コネクトの編集者のジェ
ームズ・ケンプにjames.kemp@ajet.netまでお問い合わせ下さい。前号は、http://
ajet.net/ajet-connect/ で見つけることができます。

VOICE
参加者の代表
AJETは決して私達役員だけではありません。あなたもAJETの一員なのです。
AJETでは、JET参加者の日本での勤務・生活に関する様々な事柄を調べるた
め、インターネット上のアンケートを定期的に実施しています。全国役員は、
アンケートによって集めた情報を報告書にまとめ、年に２回東京でクレア及
びJETプログラムの実施機関である外務省・総務省・文部科学省の3省に対し
て発表を行います。また、そこでJETプログラムの実態及び運営についての意
見交換も行っています。この報告についての意見は、JETプログラムをその参
加者一人ひとりの要望に応えられるような事業にする上で も有意儀なこと
の一つなのです。意見交換会議は今までJETプログラムに大きな影響を及ぼ
してきました。そして、意見交換会議は皆さんの日本での生活にも、大いに
影響を及ぼしているのです。そこで、皆さんの意見や調査についての提案を
ぜひ聞かせていただきたいと思います。皆さんのVoiceを寄せてください。

役員の選任
毎年2月にインターネット上で投票が実施され、JET参加者を代表するAJET役員が選
任されます。AJET会員一人ひとりにインターネット上の投票権があるので、ぜひ投
票をお願いします。また、JET参加者の積極的な立候補もお持ちしています。

AJETボイス
AJETボイス (voice.ajet.net)では、皆さんに寄稿していただいています。AJET ボ
イスは、皆さんの身近の出来事を広く発信する場です。ここでは、JET参加者が自
分の事業や実績を宣伝するスペースを設置しています。また、イベント案内やニュ
ースを載せたり、他県の動きやイベントについて知ったりすることもできます。県
のAJET支部の広報とホームページへも接続できます。あなたの情熱を、自分の胸に
しまらず、マイクに近付いて、Voiceをあげましょう。

このように、AJETは皆さん一人ひとりの期待に応えるように努力しています。私達
は、皆さんが信頼できるコミュニティであり、皆さんが使える資料であり、皆さん
のVoiceになり、あなたの経験を呼びかけています。

Facebook (www.facebook.com/AJETJapan)やTwitter (http://twitter.com/Nation-
alAJET)でフォローしていただくと、リアルタイムでAJETの活動の 新情報が見ら
れます。また、公式ホームページ (www.ajet.net)には、様々な役立つ情報が満載
です！ぜひご利用下さい！

www.facebook.com/AJETJapan

twitter.com/NationalAJET
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03 3589 7745
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AJET Council

Here we are! Your 2012-2013 AJET Council! Like you, we’re all current JETs who volunteer our time to 
make sure that you’re always Connected to the JET Community and Resources... and that your Voice is 
always heard! You’ve heard about what AJET does as a whole, now it’s your chance to get to know us a 
little better and see the individual roles we play in contributing to the bigger AJET picture.

2012年-2013年のAJET役員会が登場します！読者の皆さんと同じように、私たち役
員は現役JET参加者で、あなたがいつもJETのCommunityに繋がり、いつもResources
にアクセスができるよう、いつもあなたのVoiceになるように努力していま
す。AJETはどんな活動を行なっているかを大体ご存じだと思いますが、ここでどう
やって一人一人の役員はAJETの枠の中に入っているかを、説明します。

MARK NOIZUMI 
 Chair
As chief executive offi cer, Mark is the face of AJET and acts as the primary representative voice of AJET 
to the ministries of Japan, media groups and other organizations. Working with the Executive Offi cer 
team, Mark sets AJET’s agenda for the year and works with all members of the council to help achieve 
these goals. If you ever have a question, concern, or just want to chat about AJET/JET, please contact 
Mark at mark.noizumi@ajet.net 

マーク・野泉
会長
マーク会長は、AJETの顔です。文部科学省・外務省・総務省の３省と、取材関係
者・その他の組織にAJETのメインの代表として働いています。副会長、会計系と協
力して、今年の議題を決め、そしてその目的を達成する業務を行っています。質
問、悩み事等、何の話でも、気軽にmark.noizumi@ajet.netまで連絡してください。

2012 – 2013 
AJET COUNCIL

12
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SARAH LEWIS 
 Vice Chair
The Vice Chair, Sarah, works together with the Chair and Treasurer to ensure an effi cient executive body. 
Sarah’s duties include chairing meetings where Mark is not present, preparing agendas and organising 
the minutes for meetings, as well as running AJET conferences and orientations. You can contact Sarah 
at sarah.lewis@ajet.net 

サラ・ルイス
副会長
サラ副会長は会長と会計系と協力して、幹部が効果的に働くように努力していま
す。また、会長の不在時には会議にて代役を務め、会議では議題を組み立てたり、
議事録を担当したりします。AJETの研修会やオリエンテーションの運営も担当して
います。連絡したい方はいつでもsarah.lewis@ajet.netまでお願いします。

AMELIA HAGEN 
 Treasurer
As Treasurer, Amelia is responsible for cooperating with the executive council to administer and 
supervise the AJET budget, including all fi nancial transactions. Amelia also supervises the functions and 
productivity of the council, including working alongside the National Council’s Corporate Team. If you 
have any suggestions as to how AJET can better represent and support you, you can contact Amelia at 
amelia.hagen@ajet.net 

アミリア・ヘイゲン
会計系
会計系は会長と副会長と協力してJETの予算案（金融取引を含めて）を管理・監視
する責任があります。企業のチームと一緒に協力しながら、役員会の機能力と生産
力を監視しています。どのようにAJETはもっとうまくJET参加者の代表になれるの
か提案があれば、是非amelia.hagen@ajet.netまで連絡してください。

LUKE D. K. HAPPLE
 CIR Representative
Luke, the National AJET CIR Representative, works to ensure that JET Programme CIRs are effectively 
represented in AJET and that CIRs’ voices are heard by CLAIR and the three ministries that administer 
the JET Programme. To achieve this, Luke liaises with the other National Council members, the CIR 
Network National Representatives and AJET Block Representatives whenever necessary.

 Head of Japanese Sales and Marketing
Also serving as the Head of Japanese Sales and Marketing, Luke works as part of AJET’s Corporate Team, 
dealing with Japanese companies, in Japanese. In this capacity, Luke works to maintain relationships 
with current Japanese AJET sponsors and recruit new ones. Luke also negotiates special offers and 
discounts for new, returning and past JETs. For any enquiries related to either CIR representation, or 
sales/marketing in Japanese, you can contact Luke at luke.happle@ajet.net 

ルーク・ハップル
国際交流員代表
ＡＪＥＴのルーク国際交流員代表は、国際交流員（CIR）全員がAJET役員で
JETプログラムを運営する3省と財団法人自治体国際化協会（クレア）に　

大限の効果を活かせる代表者であるよう努めて、意見・利益を代弁しま
す。その目的を達成するには他の役員会のメンバー・全国ＣＩＲネットワー
クのメンバー・ＡＪＥＴブロック代表者と必要なときに連携しています。

営業担当（日本語）
国際交流員代表と営業担当（日本語）を兼業して、企業チームと共に日本の企業ス
ポンサーと日本語で交渉を行います。こうして、ルークは企業スポンサーとの連携
を調整し、新しいスポンサーを募集します。過去、新規、帰国するJET参加者に役
立つ割引や取引も交渉します。

国際交流員の代役に関しても、日本語での企業活動に関しての問い合わせがあれ
ば、連絡はluke.happle@ajet.netまでお願いします。

 
2012 Tokyo Orientatio 



 
2012 Tokyo Orientation Issue 

14

HAL EDMONSON
 Peer Support Group (PSG) National Coordinator
Hal, the PSG National Coordinator, is responsible for overseeing PSG’s operations and the ongoing 
training of its dedicated volunteers. If you have any enquiries or comment about PSG, you can contact 
Hal at ajetpsg.vc@gmail.com. The AJET Peer Support Group, available by phone at 050-5534-5566, is 
a confi dential and anonymous listening and referral service. Operating from 20:00 to 07:00 every night 
of the year, PSG serves as a resource to all JETs seeking information, assistance, or just a friendly ear.

ハル・エドモンソン
ピア・サポート・グループ担当
ハル・エドモンソン　ピア・サポート・グループ担当はピア・サポート・グルー
プの運営を監視し、ボランティアの継続的な訓練を行う責任があります。問い合
わせ・意見があれば、050-5534-5566まで連絡してください。AJETによるピア・サ
ポート・グループ は秘密厳守・匿名の下に運営されている傍聴・相談のサービス
です。一年中　毎晩20：00から7：00まで運営されています。情報、援助、あなた
の聞き役等、何を求めてもピア・サポート・グループは貴重な頼みになります。

SALLY WALS
 Translation & Interpreting Coordinator
As Translation and Interpreting Coordinator, Sally is responsible for making AJET-related materials 
available to both English and Japanese speaking people. This involves interpreting communications 
between AJET and numerous JET-affi liated bodies (such as CLAIR, Japanese governmental ministries 
and commercial bodies), as well as translating both the bi-annual opinion exchange reports and articles 
for the AJET website. Sally works together with a group of volunteer translators and interpreters who 
are in turn supported by people who conduct native checks. If you have questions, or are interested in 
assisting with AJET’s bilingual resources, you can contact Sally at sally.wals@ajet.net 

サリー・ウォールズ
翻訳・通訳コーディネーター
翻訳・通訳コーディネーターはAJET関係資料が英語あるいは日本語しか分からなく
ても、だれでもアクセスができるように努めています。AJETと様々なAJETプログ
ラムの関係者（例えばクレア、３省、民間企業）の間のコミュニケーションを担当
し、AJETのウェブサイト、意見交換会議の報告書も担当しています。現役JET参加
者のボランティア翻訳者・通訳者と共に、日本語のネーティブチェックを行うボラ
ンティアの協力も得て働いています。質問がある方、ボランティアとして参加を希
望されている方は、sally.wals@ajet.netまで連絡してください。

ANNI PULLAGURA
 Project Manager
Anni, AJET’s Project Manager, is chiefl y involved with AJET’s research projects. This includes supervising 
the AJET report teams, setting project timelines, and helping to maintain relations both within the 
council, and with CLAIR and the three ministries. In addition to this, Anni works to support and promote 
the activities of Block Representatives and Prefectural Liaisons. Also, as the council’s historian, Anni 
works to keep an active record of past and current AJET achievements and activities. For questions or 
comments, you can contact Anni at anni.pullagura@ajet.net 

アニー ・ プラグラ
事業担当マネージャー
アニー事業担当マネージャーは主にAJETの研究プロジェクトに携わっています。報
告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間の関係と、３
省とクレアの間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・促進するように努めています。AJET役員会の
アーカイブ担当者としても、現在と過去の活動・成功事例を記録されているように
努めています。質問・意見があれば、anni.pullagura@ajet.netまで連絡してくだ
さい。
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JAMES KEMP
 Online Publications Editor
As Online Publications Editor, James is in charge of AJET’s community publications: primarily, AJET’s 
monthly magazine, AJET Connect. In this role, James manages magazine content, actively seeks and 
screens new contributors, and determines 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 as part of the AJET Connect team, or if you have any other enquiries, you can contact James 
at james.kemp@ajet.net 

ジェームズ ・ ケンプ
電子出版編集者
電子出版編集者として、JET参加者の為の出版物を担当しています。メインの出版
はAJETコネクトという月刊雑誌です。雑誌の内容、新しい寄稿者の募集・評価を
行なって、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参加者の興味が引くことができる新しい寄稿者を常に募集して
います。AJETコネクトのチームに入りたい方、他に質問がある方は、james.kemp@
ajet.netまで連絡して下さい。

MELANIA JUSUF
 Head of Visual Media
Melania, the Head of Visual Media, is responsible for presenting a consistent image of AJET both in 
printed and digital media.   To this end, Melania aims to keep AJET publications looking clean and 
current, whilst also adding warmth and humanity. If you have any visual media-related enquiries, you 
can contact Melania at melania.jusuf@ajet.net 

メラニア・ジュスフ
ビジュアルメディア担当
出版物にもデジタル・メディアにも、メラニアの責任はAJETの「イメージ」を一貫
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、人間らしさと暖かさも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、melania.jusuf@ajet.netまで連絡し
て下さい。

JAMES THOMAS
 Web Developer & IT Consultant
Serving as Web Site Coordinator, James designs, manages, and updates all AJET-related websites; in 
this role, James focuses on ensuring a quality user experience while keeping lines of communication 
clear and accessible. James is also responsible for IT support for the AJET council, email management, 
database backups, and fi nding web, hardware, and software solutions for AJET. If you experience any 
problems using the AJET website, or have any other related enquiries, you can contact James at james.
thomas@ajet.net 

ジェームズ ・ トーマス
ウエブサイト開発・デザイン、 ITコンサルタント
AJETウェブサイトの担当者として、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。この役割として、いつも通信が出来るよう、利用者には品質の高い
ウェブサイトが経験できるよう努力しています。AJET役員会のITサポート、メール
管理、データベースの予備複製を行い、AJETのインターネット、ハードウェア、ソ
フトウェアに関する問題も処理します。ご連絡はjames.thomas@ajet.netまでお願
いします。
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Hi! I’m Jim, your brand new Connect 

editor! I’m a fi rst year ALT from 

London, currently living the country 

bumpkin lifestyle in Ehime’s inaka! 

Although I packed my trunk and said 

goodbye to the circus,   I haven’t quite 

hung up my ringmaster’s hat just 

yet. Nope, as editor of Connect, I’m 

responsible for the motley crew you 

see before yo
u. And when I’m not cracking my 

editorial whip (is this metaphor getting tired?), 

I’m usually embroiled in some nomihodai-

fancy dress-matsuri adventure somewhere…

or blogging about one. I hope you’re excited 

about the similar journey that awaits you 

during your time in the Big J! Whatever your 

news, Connect’s going to be right by your side 

each month with a ceaselessly
 listening ear! So 

hit me up on james.kemp@ajet.net and let’s 

get started!

JAMES KEMP MELANIA JUSUF
Welcome to Japan! I’m Melania, a fi rst year ALT from 
San Francisco, and I’m Connect’s brand new designer 
(the fancy title is “Head of Visual Media”…how do 
you like them apples?). I’m really excited to be putting 
together the aesthetic of the magazine which I just 
know you’re going to ravishingly devour each month! 
Besides teaching and working as a designer, I love to 
travel. In the past ten months alone, I have already 
visited twenty-three of Japan’s prefectures. (Get 
scared, Amelia…I’m coming for that crown!) I really 
hope that you will enjoy both Japan and Connect 
magazine as much as I do! If you’ve got anything to 
share, don’t hesitate to drop me a line at melania.
jusuf@ajet.net! 

Hi! I’m Sarah, Connect’s Culture Editor! I’m 

from Nova Scotia, Canada, which means 

I’m a ‘Bluenoser.’ I’ve been in 

Japan for about fi ve years now, 

and I’m beginning my third year 

as a JET and a high school ALT in 

Shimane, the ‘47th most popular 

prefecture in Japan.’ It’s a good fi t for 

me, since it’s chock full of beautiful 

scenery, ancient history, traditional 

culture and intriguing mythology. 

Over the years I’ve worked as an 

actor, stand-in, writer, bookstore 

clerk, coffee slinger, bartender, 

welder, theatre technician, stage 

manager, playwright, tour 

guide, apple picker and vineyard 

labourer… but, for now, I think teaching 

suits me best! I’m looking forward to 

hearing your stories! Feel free to email me 

on sarah.blenkhorn@ajet.net.

SARAH JANE
BLECKHORN
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Hello and welcome to Japan!  I’m
 Chris Barstow, a 

second year ALT from the UK.  I am now based in 

Yamagata, where my favorite pastime is suspiciously 

reinterpreting power ballads at nomihodai karaoke.  

My fi rst 
year in Japan taught me that ‘AKB48’ is not a 

tax code, ‘OnePiece’ is not a leotard and ‘Noh theatre’ 

is a not a sad consequence of arts cuts caused by the 

recession...  Hopefully the Entertainment section of 

AJET Connect will be equally enlightening as it brings 

you the lowdown on music, movies, theatre and 

games from all across Japan.  Have a fantastic ye
ar! 

You can contact me at chris.barstow@ajet.net.

CHRIS BARSTOW

Entertainment

Culture
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Hi folks! I’m Ruth from Ireland, and I’m the 

new Sports Editor for AJET Connect. After 

spending three years in Kagoshima, I’m now 

based in Kumamoto, so I’m fortunate to have 

settled in Kyushu where surfi ng, snorkelling, 

hiking and biking is abundant. Whatever 

the sports story—be it a report on a 

traditional Japanese sporting activity or 

news about an event from back home—I 

want to hear it all! Fun. Furious. Seasonal. 

Serious. Extreme. Elegant. Recreational. 

Rigorous. No sporting endeavour is too 

slow, speedy, sweaty or sophisticated for my 

delectation!  Shoot your ideas my way… I’m 

ready for the rebound! Feel free to email me on 

ruth.rowntree@ajet.net.

Hi! I’m Amelia, a fi fth year Fukuoka JET, 

and I’ll be serving as your Travel Editor 

for the next year! Named after the 

most famous female pilot in history 

and as the daughter of a former pilot (see 

the connection?), I was born with a nasty 

case of wanderlust. Although my friends 

say I’ve a terrible sense of direction, I’ve 

somehow managed to explore all forty-

seven of Japan’s prefectures, traverse 

over forty countries worldwide, and even 

circumnavigate the globe! And when 

I’m not busy collecting stamps in my 

passport, I’m using my experience to 

help give you the latest travel stories 

and tips from the JET community! So, 

if you’ve got a travel story to share 

with your fellow JETs, give me a shout at 

amelia.hagen@ajet.net... I’d love to hear it!

A big “Konnichiwa!” to all our readers! This year 

I’m going to be your brand new Volunteer Editor! 

As the Volunteer Services and Aid Coordinator 

for AJET, you might say it’s a perfect fi t! 

My own volunteering journey began back 

in the days before JET when I worked in 

Kenya with the US Peace Corps as a public 

health volunteer. From then, it’s been my 

biggest passion! And if you know of 

any awesome volunteer opportunities 

that JETs can be a part of, I want to 

hear all about it! At the moment, I’m 

living in the stunning Nara (landlocked 

JETs represent!). My favorite Nara 

moments are setsubun and hanami 

on Yoshinoyama, Smile Kids visits, and 

our periodic AJET pub quizzes. I’m so 

excited about this year and hope to highlight just 

how amazing we JETs are. If you are interested 

in volunteering or would like to share your story, 

please write to me at neetha.mony@ajet.net!

RUTH ROWNTREENEETHA MONY

STEVEN 
THOMPSON

AMELIA HAGEN

ANNABELLA MASSEY
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Hello, everyone! I’m Steven, a second-year 

ALT from Florida! For the past year I’ve been 

representing gaikokujin everywhere as an ALT in Izumizaki 

village in Fukushima, and for the next year I’m going to be 

representing you as Connect’s brand new Events Editor! 

Japan is jam-packed with a unique array of festivals and 

concerts, tournaments and shindigs, and there’s nothing 

I love more than exploring all of them! If you ever see 

someone standing literally a head and shoulders above 

everyone else in a matsuri crowd, there’s a good chance 

it’ll be me. So if there’s an event going on in your area 

that deserves some love from us JETs—whether you 

want to forecast an upcoming event or report on a past 

one—don’t hesitate to get in touch! You can contact me 

at steven.thompson@ajet.net.

Events

Delighted to meet you all! I’m Annabella, a fi rst year ALT from London! I currently live in Yamanashi Prefecture, where you can usually fi nd me pestering the local peach trees and shrinking in Fuji-san’s ever-godly presence. I’m also the Fashion and Beauty editor for AJET Connect, meaning I delve into the deep and profound world of all that is chichi and du jour. In other words, you listen to me and I tell you what’s HOT and what’s NOT. ...or rather, what’s ATSUI and what’s DAME. Look out for my section in Connect’s upcoming issues—to-gether, we can all be adrift in the inaka, crying out “WERQ!” and breaking into synchronised fi nger-snaps on a monthly basis. Welcome to Japan! You can contact me at annabella.massey@ajet.net ________
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こんにちは！ＡＪＥＴコネクトの新しい

編集者のジムです！ロンドンから来た1

年目のＡＬＴで、今、愛媛県の田舎でぶ

こつな生活を送っています。荷物をまと

め、サーカスに別れを告げたけれど、ま

だ舞台監督の座を諦めたわけではあり

ません。いや、ＡＪＥＴコネクトの編集者とし

て、種々雑多な仲間たちの責任をおっているのは

私です。編集者として鞭を使っていない時（この

比喩にうんざりしていますか？）には、私はたい

ていどこかの飲み放題で、手のこんだこしらえの

祭りという珍しい出来事に巻き込まれているか、

それについてブログを書いています。日本にいる

間に、あなたを待っている私がしたのと同じよう

な冒険に胸をおどらせることができればいいです

ね。あなたがどんな経験をしようとも、ＡＪＥＴ

コネクトは絶えることなく、情報を張り巡らし、

毎月あなたのすぐそばにいるでしょう。カンパ

イ！！

ジェームズ・ケンプ
メラニア・ジュスフ

日本にようこそ！サンフランシスコから来た
1年目ＡＬＴのメラニアです。私はＡＪＥＴ
コネクトの新しいデザイナーです（空想的な
肩書きは「ビジュアルメディア担当」という
感じです。印象的でしょう？）。私は雑誌の
美しさをまとめることに本当にわくわくして
いますし、それを皆さんがうっとりして読み
ふけるであろうと分かっている。私は教え
たり、デザイナーとして働く以外に、旅行が
大好きです！過去１０ヶ月だけで、すでに日
本の２３の県を訪ねました（アミリアどう思
う？私が字女王になりつつあるわよ！）。皆
さんが日本とコネクトの両方を楽しむように
願っています。よろしくお願いします。

こんにちは！私はAJETコネク

トの文化編集者サラです。カ

ナダのノバスコシア州から来

ています。日本に5年間ぐらい

滞在していて、現在、日本の

いわゆる47番目に人気のある島

根県で高校のALTとして3年目が始

まりした。美しい景色、古代の歴

史、伝統的な文化、そして興味深

い神話がいっぱいあるので、私に

はぴったりです。今までいろい

ろな仕事をやってきました：俳

優、代役、作家、書店の店員、

カフェの店員、バーテンダー、

溶接工、劇場技術者、舞台主

任、劇作家、ツアーガイド、

りんご収穫者とブドウ園の労

働者等、、、だけれど、とりあえず、

先生が一番合うと思います！あなた達

の話を聞くのが楽しみです！

サラ・ブレンクホン

Editor

Designer

こんにちは、日本へようこそ！英国から来た2年

目ＡＬＴのクリス・バーストウです。今、山形県

に住んでいます。そこで気に入りの趣味は飲み放

題のカラオケでパワー・バラードを疑い深く再解

釈することです。日本で最初の年に私が学んだこ

とは：ＡＫＢ４８は税法ではないこととワンピー

スはレオタードではないことです。日本全国から

の音楽、映画、演劇、ビデオゲームなどについて

の真相を伝えるＡＪＥＴコネクトのエンターテイ

ンメントセクションはおそらく、あなたの疑問を

あきらかにしてくれるでしょう。よろしくお願い

します。

クリス・バーストウ

Entertainment

Culture
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皆さんこんにちは、私はアイルランドから

のルースで、AJETコネクトの新しいスポー

ツ編集者です。鹿児島に3年間滞在してか

ら、熊本へ住むことになりましたので、サ

ーフィン、スノーケリング、ハイキング

とサイクリングに溢れている九州に腰を下

ろしたことはラッキーです。どんなスポー

ツストーリーであれ、日本の伝統的なスポ

ーツでも母国でのスポーツイベントでも、

何でも聞きたいです！楽しくても。激しく

ても。季節限定でも。まじめでも。極端で

も。優雅でも。娯楽でも。厳しくても。遅

すぎ、早すぎ、あせっぽすぎ、洗練しすぎ

というのはないですよ！何でも私は楽しめ

ます。アイディアをたくさん下さい！

はじめまして！私はロンドンから来た一年
目のＡＬＴのアナベラです。今、いたずら
をしたり、永遠に神聖なる富士山を前に自
分を小さく感じるアナベラの姿を想像でき
るでしょう。私はＡＪＥＴコネクトのファ
ッションと美容の編集者でもあり、つまり
「ドゥ・ジョー」の深遠な世界を追求して
いるのです。言い換えれば、私の話しを聞
けば、何がＨＯＴなのかそうでもないのか
分かります。というより、「あつい」もの
と「だめ」な物を教えます。今後のＡＪＥ
Ｔコネクトで私のセクションを探してくだ
さい。毎月一緒に「ＷＥＲＱ！」と叫び、
指を鳴らしながら、田舎を彷徨いましょ
う！！日本にようこそ！よろしくお願いし
ます。

読者のみんなさん、こんにちは！今年新人の

ボランティア編集者になりました。ボランテ

ィア・支援コーディネーターも務めているの

で、この役にぴったり合っていると言えるで

しょう。JETプログラムに入る前に、ケ

ニアで米平和部隊の公衆衛生のボラン

ティアとして初めてボランティア活動

を経験しました。それ以降、私の最

大のパッションになりました。JET参

加者が参加できるボランティア活動

をご存じでしたら、私は聞きたいで

す！今のところ、私は美しい奈良に

住んでいます（内陸JET参加者ウェェ

ェ!）私の一番好きな奈良の経験は節

分、吉野山にある花見、スマイルキ

ッズからの訪問、定期的なAJETの雑

学コンテストです。今年もわくわ

くしていて、JET参加者の活動の素

晴らしさをお知らせていきたいで

す。ボランティア活動に興味がある方、自分

のストーリーをシェアしたい方、neetha.mony@

ajet.netまでメールを送ってください。

ルース・ラウントリーニサ・モニ

スティーブン・

トンプソン

アミリア・ヘイゲン

アナベラ・マッシー
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皆さん、こんにちは！私はフロリダから来ている2年

目のALTスティーブンです。福島の泉崎村のALTとし

てこの1年間、すべての外国人の代表として務めてい

て、これから1年間AJETコネクトの新人イベント編集

者としてあなたを代表します！日本はユニークな祭

りとライブ、大会とパーティーにあふれていて、私

はこうした体験が好きでしようがないです。祭りの

人混みから出ている頭と肩を見たら、私でしょう。

これからの予定でも、もう過ぎたイベントを報告し

たくても、あなたの地域にJET参加者からの愛情の対

象になるべきイベントがあれば、気軽に連絡してく

ださい。

Events

こんにちは！今年の旅行の編集者を務め

ているアミリアです！歴史の

中で最も有名なパイロットの

名をとって名付けられ、前パ

イロットの娘として（関連性が見

えるでしょう！）、私は強い放浪

癖をもって生まれました。友達は

私を方向音痴だと言っているです

が、私は日本の４７都道府県をす

べて探索し、世界中の４０カ国以

上を横断し、さらに地球を一周

したこともあります。私がパス

ポートにスタンプを集めるのに

忙しくない時に、私の旅行の経

験をいかして、ＪＥＴ参加者か

らの最新旅行の話とかヒントと

かをさしあげます。だから、旅

行の話やヒントを仲間のＪＥ

Ｔ参加者と共有したいなら、

私にメールを送ってください： 

amelia.hagen@ajet.net。ぜひあなたの旅行の話を

聞きたいです！よろしくお願いします
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BLOCK 1
Nature lovers and winter 
sports fanatics, prepare to fall 
in love with the prefectures 
of Block 1! The biggest of all 
the Blocks, hiking and camp-
ing opportunities abound in 
summer; whilst in winter the 
peaks gather powder that 
lures snowboarders and skiers 
from all across Japan!

BLOCK 2
The prefectures of Block 2 of-
fer something for every sea-
son. In winter, the Block is a 
haven for winter sports, whilst 
the hot summer allows for lazy 
day trips and mountain walks. 
To top it off, the spring and 
autumn are warm, yet cool, 
allowing you to enjoy a host 
of outdoor sports and walking 
trails. 

BLOCK 3
Block 3’s fi ve prefectures are 
a mix of everything you could 
possibly want while living 
Japan. From near-Tokyo me-
tropolis excitement to rural 
relaxation, sunny beaches to 
famous ski slopes, cabbages 
to soccer balls, Block 3 has a 
little bit of everything. 

BLOCK 4
If you are interested in 
quick trips to Tokyo and 
Yokohama, Japan’s two 
largest cities, then a 
placement in Block 4 is a 
blessing! As if that wasn’t 
enough, you are also just 
a short hop away from 
some of the best natural 
scenery in Japan: Mt. Fuji, 
the Minami Alps, Onjuku 
beaches in Chiba, Kawazu 
sakura in Shizuoka and 
more!

BLOCK 5
Block 5’s prefectures are characterised by their amazing festi-
vals all year round. Wondering what to do in your region? Come 
dance for a week straight at Gifu’s Obon Odori in Gujo or bare it 
all at Aichi’s famous Fertility Festival in Komaki. Still want more? 
Ishikawa is home to one of Japan’s most famous gardens, Fukui 
has dinosaurs (honest!), and you will not believe the immensity 
of Toyama’s ice road.

BLOCK 6
In Block 6, the best of Japan is never far away. Whether it’s 
the serene beauty of Shiga’s Lake Biwa, the historic tradi-
tions of Kyoto’s legendary shrines and temples, or the in-
ternational fl avor of Kobe’s fashionable downtown district, 
you’re sure to be enraptured by the clash of old and new.

BLOCK 7
Down in Southern Kansai, 
there’s a lot to explore in Block 
7. You can enjoy the beauty of 
Wakayama along the pilgrim-
age trails, test out your ninja 
skills in Mie, grab a dinner of 
fried octopus and get your 
dance fi x in Osaka…and then 
repent for your sins on a quest 
for enlightenment at Todaiji in 
Nara!

BLOCK 8
The four prefectures of 
Shikoku that comprise Block 
8 truly feel like their own part 
of Japan and are packed with 
amazing sights and events. 
Here, you can spend time en-
joying the Soga Juro Shrine 
Festival in Ehime, Ritsurin 
Park Cherry Blossom Light 
Up in Kagawa, the Shiminsai 
Ashizuri Fireworks Festival 
in Kochi and the Awa Odori 
Dance Festival in Tokushima.

BLOCK 9
There’s a whole host of sights 
awaiting you across the fi ve 
prefectures of Block 9. Take 
a stroll through the historic 
towns of Okayama, and then 
hop on over to Yamaguchi 
to tour the wooden Kintai 
Bridge. 

…Not forgetting the spec-
tacular sand dunes in Tottori, 
a relaxing onsen in Shimane 
and an okonomiyaki dinner 
in the bustling urban escape 
of Hiroshima.

BLOCK 10
Block 10 comprises Kyushu’s 
four northernmost prefec-
tures. City kids will want to 
check out Fukuoka, the larg-
est city on Kyushu, boast-
ing all the glitz and glam-
our of Tokyo, with none of 
the crowds., Like the sound 
of waves? Saga Prefecture 
touches both the Sea of Japan 
and the Ariake sea! And if you 
like enjoy hot springs, Beppu 
in Oita is unparalleled in all of 
Japan. Lastly, for you history 
buffs, Nagasaki is a lively city 
with tons of shopping and a 
fascinating past.  

BLOCK 11
Block 11 includes Ky-
ushu’s three southernmost 
prefectures as well as the 
idyllic Okinawa!  From the 
breathtaking beaches and 
vibrant Ryukyu culture 
of Okinawa itself, to two 
of Japan’s biggest active 
volcanoues in Kagoshima 
and Kumamato, the Block 
is a stunning portrait of 
natural beauty. Miyazaki 
prefecture completes the 
Block with its picturesque 
coastlines…an optimal 
place to get your surf on!   

FIND 
YOUR 
BLOCK  

R E P R E S E N T A T I V E
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BLOCK 1
自然愛好家、冬季スポー
ツが好きな人、ブロック
１を大好きになります：
心の準備をして下さい！
日本 大のブロックで、
夏の間にハイキング・キ
ャンピングの機会がたっ
ぷりあって、冬の間に日
本中からスキーヤー・ス
ノーボーダーを引き付け
る高山の峰はパウダーで
詰まっています！

BLOCK 2
どの季節であれ、ブロッ
ク2は魅力に溢れていま
す。夏の間にゆったりと
した日帰り旅行や山登り
ができて、冬の間にウィ
ンタースポーツが盛り上
がっています。おまけ
に、春と秋は暖かい、け
ど涼しいので、屋外の様
々なスポーツとハイキン
グコースが楽しめます。

BLOCK 3
ブロック 3の 5つの県
は、日本にいる間になん
でも体験できます！東京
だけの都会の興奮から、
田舎の癒しまで、日差し
たっぷりの浜辺から有名
なスキー場まで、キャベ
ツからサッカーボールま
で、なんでもお試しでき
ます。

BLOCK 4
日本 大の都市、東
京と横浜に気軽に行
くのに興味がある人
にとって、ブロック4
はラッキーですね。
それだけではなく、
日本のもっとも美し
い景色は目と鼻の先
です:富士山、南アル
プス、千葉県の御宿
ビーチ、静岡の河津
桜、などなど！

BLOCK 5
ブロック5の特徴は1年を通して素晴らしい祭りがお
こなわれる事です。あなたの地域では、何をすれば
いいかって思っていますか？一週間通しての郡上踊
りや、愛知県の有名な、小牧市にある豊年祭りに参
加してみてください。まだ納得できないですか？石
川市には日本の有名な庭園があり、福井県には（本
当に!!）恐竜がいます。そして富山県の立山黒部ア
ルペンルートの巨大さは信じられないぐらいです。

BLOCK 6
ブロック6には、日本のベストな物がそろってい
ます。滋賀県の琵琶湖の穏やかな美しさ、京都
の伝説的なお寺と神社の伝統的な習慣、神戸の
おしゃれな下町の国際的な雰囲気等、新旧の衝
突に魅了されると思います。

BLOCK 7
関西の南の方のブロック7では、たくさん冒険で
きます。参詣道を歩きながら和歌山県の美しさ
が楽しめるし、忍者の技が三重県では挑戦でき
るし、大阪では、大好きなダンスができて、た
こ焼きも食べれるし～　それが終わったら、奈
良の東大寺で悟りの道を歩きながら罪を悔い改
めます！

BLOCK 8
ブロック8の四国の4つの
県にいると本当に日本と
は別の国にいるという感
じで、素晴らしい風景と
イベントがいっぱいあり
ます。ここで楽しめるの
は愛媛県の曽我十郎神社
大祭・香川県の栗林公園
の夜桜ライトアップ・高
知県の市民祭あしずり祭
り、徳島県の阿波踊りで
す。

BLOCK 9
ブロック9の5つの県にわ
たっては、いろんな観光
地があります！岡山県の
伝統的な街を散策してか
ら、山口県へ行って木製
の錦帯橋を巡ってみたら
どうですか？鳥取県の素
晴らしい鳥取砂浜、島根
県の温泉でリラックスを
すること、にぎやかな広
島でお好み焼きを食べる
ことも忘れないでくださ
いね！

BLOCK 10
ブロック10は九州の 北
の4つの県からなってい
ます。都会好きな人は東
京のようなきらびやかさ
と魅力のある一方そこま
で人ごみがない福岡はお
すすめです。リラックス
したいかな？ブロック10
に美しい海岸はいっぱい
ありますし、温泉に興味
があるんだったら、大分
県の別府市は日本の他の
温泉と比べようのないほ
ど素晴らしいです。 後
に、歴史ファンにとっ
て、賑やかな長崎は買い
物を満喫できるだけでは
なく、興味深い歴史も持
っています。

BLOCK 11
ブロック11は理想的
な沖縄を含めて九州
の3つの県からなっ
ています。息をのむ
ような浜辺と沖縄自
体の活気のある琉球
文化から、鹿児島県
と熊本県にある日本

大の活火山まで、
自然美に溢れていま
す。宮崎県の絵に描
いたような海岸はブ
ロック11を完成させ
ます。サーフィンを
挑戦してみてね！

あなたのブロ

ック代表者を

見つけて
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Block Two

Hokkaido
Aomori
Iwate
Akita

Ibaraki
Tochigi
Gunma
Saitama
Nagano

Chiba
Tokyo

Kanagawa
Yamanashi
Shizuoka

Mie
Osaka
Nara

Wakayama

Tokushima
Kagawa
Ehime
Kochi

Kumamoto
Miyazaki
Kagoshima
Okinawa

Fukuoka
Saga

Nagasaki
Oita

Shiga
Kyoto
Hyogo

Toyama
Ishikawa
Fukui
Gifu
Aichi

Tottori
Shimane
Okayama
Hiroshima
Yamaguchi

Miyagi
Yamagata
Fukushima
Niigata

Block One

Block Three

Block Four

Block Seven

Block Eight

Block Eleven

Block Ten

Block Nine

Block Six

Block Five

National AJET is divided into 11 blocks, each with its own 
representative whose job is to voice your opinions to 
the ministries that run JET. Block representatives also 
coordinate events between prefectures, as well as 
manage the activities of their local AJET chapters to 
ensure that JETs are offered a variety of ways to get 
involved in their communities. Want to plan an event 
or start a project? Let your representative know!

ブロック代表に連絡しよう
JETプログラム参加者の会(AJET)は、日本の都道府県
を11のブロック に区分し、各ブロックに代表を置
いています。ブロック代表は、JETプログラムの
実施機関である3省及びCLAIRに対して、皆さんの
声を届ける役割を引き受けています。また、ブロ
ック内では県を越えた広域的な交流活動を調整し、AJETの県
支部の事業を監督して、JETプログラム参加者のために様々
な交流の場を提供することも代表の役割です。イベントを企
画したり、事業を計画したりしてみませんか。ブロック代表
にお気軽にご連絡ください。

22
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BLOCK 1 REPRESENTATIVE: CHRIS MULDER
Chris is a second year JET who lives with his four year-old daughter (that speaks more Japanese 
than he does) and his very patient wife just outside Sapporo. He loves the nature of Hokkaido, 
watching the Fighters in the Sapporo Dome, and playing catch with his daughter. Putting the rest 
of the bunch to shame, Chris juggles fulltime fatherhood, Block Leadership and the role of AJET’s 
Director of Education Development. If you have any questions or queries, you can email Chris at 
chris.mulder@ajet.net. 

第１ブロック代表：クリス・モルダー
クリスは2年目のジェットで、パパより遙かに上手い日本語を話す4歳の娘と、
我慢強い奥さんと一緒に札幌市に隣接している町に住んでいます。好きなこ
とは、北海道の大自然、札幌ドームでファイターズを観戦すること、娘とキ
ャッチボールをすることです。父親としての役割、ブロック代表、教育開発
ディレクターの３役をこなし頭の下がるくらいです。質問、問い合わせがあれ
ば、chris.mulder@ajet.netまでメールして下さい。

BLOCK 2 REPRESENTATIVE: ALAN INKSTER

Alan is a third year ALT who lives in Fukushima. You’ll most often fi nd him devouring various 
varieties of さば (mackerel) at the local sushi bar or working on his sunburn on the nearest 
football pitch. Scoring something of a hat-trick, Alan is also AJET’s Cultural Co-ordinator, 
responsible for the AJET Awards, JET Effect, and the haiku and photography contests. If you’ve got 
a question, feel free to get in touch with Alan at alan.inkster@ajet.net.

第2ブロック代表：アラン・インクスター
アランは福島県に住んでいる3年目のJET参加者です。地元のお寿司屋さんでい
ろんな種類のさばを食べていたり、近所の競技場で日向ぼっこをしていたりす
るアランの姿をよく見かけます。AJETの文化コーディネーターとして、AJETア
ワード・JET効果・俳句と写真受賞を担当しています。質問があれば、alan.
inkster@ajet.netまで気軽に連絡して下さい。

BLOCK 3 REPRESENTATIVE: SABBI TOPAL

Sabbi is a third year ALT who lives in Nagano-ken. She enjoys baking sweets, tending to her 
vegetable garden, and making her students introduce themselves in English to other ALTs at a 
moment’s notice. When she’s not doing any of this, Sabbi is kept on her toes working as AJET’s 
Public Relations Director. If you have questions, announcements, or an urge to chat, feel free to 
drop Sabbi a line at sabbi.topal@ajet.net. 

第3ブロック：サッビ・トパール
サッビは長野県に住んでいる3年目のALTです。お菓子作り、家庭菜園、突然生
徒を驚かすこと（生徒に英語で他のALTに自己紹介をさせる）などを楽しんで
います。空いた時間に、AJETの広報ディレクターとして奮闘しています。質問
でも、報告でも、お話するだけでも、気軽にsabbi.topal@ajet.netまで声を掛
けて下さい。

BLOCK 4 REPRESENTATIVE: NESTA BURKE

Nesta is a fi fth year ALT who lives in Shizuoka prefecture. When he is not playing video games 
or football, he can be found at work. He also enjoys making some wicked Jamaican dishes, just 
chillaxing (NETFLIX-ing), and travelling to whichever random prefecture takes his fancy for the 
weekend. Nesta is also the Head of English Sales and Marketing for AJET… you can contact him 
anytime at ernesta.burke@ajet.net.

第4ブロック代表：アーネスタ・バーク
アーネスタ（ネスタ）静岡県に住んでいる5年目のALTです。ビデオゲームとフ
ットボールをやってない時に、仕事をしています。面白いジャマイカ料理を作
ったり、リラックスしたり、週末に適当に県を選んでそこに旅をしたりするこ
とが好きです。AJETの営業担当（英語）も務めています。いつでもernesta.
burke@ajet.netまで連絡して下さい。
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BLOCK 5 REPRESENTATIVE: RAYGAN SOLOTKI
Raygan is a sixth year JET (with time off in the middle for good behaviour) who is living la vida 
inaka in Gifu Prefecture. Raygan spends most of her time trying to fi gure out a way to bring her 
true loves of board gaming and scuba diving into the classroom.  Although the former works, the 
latter is so far not going so well… though Raygan’s still been able to keep busy by also serving 
as the Director of Professional Development for AJET! Raygan welcomes your emails at raygan.
solotki@ajet.net.

第5ブロック代表：レーガン・ソロトキ
途中で休任していた、レーガンは6年目のJET参加者で、岐阜県のザ・田舎な地
域に配属されています。愛して止まないボードゲームとスキューバ潜水を授業
の中でどう取り入れるかに相当な時間を費やしています。前者はうまくいって
いるけれど、後者はなかなかうまくいっていないです。AJETの人材育成ディ
レクターとしても忙しいです。レーガンはあなたからのメールを待っていま
す。raygan.solotki@ajet.net

BLOCK 6 REPRESENTATIVE: KEVIN MCCOY
Kevin is a fi fth year CIR living in Kobe. He hustled grammar and vocabulary as an ALT for three 
years before switching sides, and now works at Kobe City Hall. His hobbies include second hand 
bargains, broken synthesizers, hot coffee and electronic music production. Somehow, these 
passions have also led Kevin to becoming AJET’s Director of Corporate Advertising. For more 
information on Block 6, or any other inquiries, Kevin can be reached at kevin.mccoy@ajet.net.

第6ブロック代表：ケビン・マッコイ
ケビンは5年目の神戸市に配属されている（国際交流員）CIRです。ALTとして
文法と単語を3年間教えていましたが、所属をかえて現在神戸市役所で働いて
います。趣味は、フリーマーケット、壊れているシンセサイザー、ホットコー
ヒーと電子音楽の作成です。何となく、これらの趣味を通して企業広告ディレ
クターに興味を持つようになりました。ブロック6でも他の情報を聞きたい人
はkevin.mccoy@ajet.netまで連絡して下さい。

BLOCK 7 REPRESENTATIVE: NEETHA MONY
Neetha is a third year JET living in the gorgeous Nara inaka. Her hobbies include relaxing by the 
river, hanging outside the nearest Lawson conbini, and trying to assemble a hardcore JET biker 
gang. Her other (less interesting) hobbies are playing RPGs, reading, and travelling. Not satisfi ed 
stopping there, Neetha is also the Volunteer Services and Aid Coordinator for AJET! Feel free to 
send Neetha an email anytime at neetha.mony@ajet.net.

第7ブロック代表：ニサ・モニ
ニサはきれいな田舎、奈良県に住んでいる3年目のJET参加者です。趣味として
は川辺でリラックスしたり、近所のローソンでうろうろしたり、JET参加者か
らなっている暴走族のメンバーを募集したりしています。それほど面白くない
けど、ロールプレイングゲーム、読書、旅行も趣味です。それだけで満足しき
れないニサはAJETのボランティア・支援コーディネーターも勤めています。い
つでもneetha.mony@ajet.netまでメールを送って下さい。

BLOCK 8 REPRESENTATIVE: JUSTIN BUSSIES
Justin is an American ALT now in his third year of life in Kagawa’s mountainous countryside.  His 
hobbies include swimming, music and adventurous travel.  As a member of both the local volleyball 
and taiko teams, you could say he’s not indifferent towards a bit of grassroots internationalisation 
either.  What’s more, Justin’s also AJET’s Resources Co-ordinator. Want to get in touch? You can 
contact Justin at justin.bussies@ajet.net.

第8ブロック代表：ジャスティン・バスィーズ
香川県の山に覆われている田舎に住んでいるアメリカ人のJET参加者です。趣
味は水泳、音楽と冒険的な旅行です。地元のバレーボールチームと太鼓集団の
メンバーなので、草の根的な交流に無関心ではないといえますよね。おまけ
に、AJETの出版物コーディネーターもしています。連絡したいですか？ジャス
ティンはjustin.bussies@ajet.netまでメールを送って下さい。
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BLOCK 9 REPRESENTATIVE: ANNI PULLAGURA
Anni is a second year ALT in Shimane. She enjoys raiding grocery stores for Japanese sweets, 
blowing people’s minds with her horrifi c karaoke, and forcibly endearing herself to her students 
by sharing her numerous hobbies in the classroom. Anni can be reached at anni.pullagura@ajet.
net for any questions, concerns and announcements you may have!

第9ブロック代表：アニー・プラグラ
アニーは島根県の2年目のALTです。好きなことは、スーパーで日本のお菓子を
いっぱい買うこと、カラオケ音痴の特技で友達の頭を痛ませること、そして趣
味をシェアすることで強制的に教室で生徒に自分をアピールすることです。ア
ニーに連絡を取りたいならanni.pullagura@ajet.netまでです。質問、悩み、
報告を聞きたいです。

BLOCK 10 REPRESENTATIVE: JOE MOORE
Joe is a third year ALT, currently residing in the city of Karatsu in Saga.  He’s a computer nerd who 
loves all things Apple, and enjoys making his own home movies as well.  Joe loves sakura, and 
refuses to stay shut up indoors if it’s a nice day.  Give him a good book, a beach, and something 
to munch on and he’s a happy man.  He’s also pretty happy serving as AJET’s Director of Corporate 
Events. Joe can always be contacted at joe.moore@ajet.net

第10ブロック代表：ジョー・モア
ジョーは3年目のALTで、現在佐賀県の唐津市に住んでいます。Apple製品好きな
コンピューターおたく、自分の映画を作成することも楽しんでいます。桜が大
好きで、天気のいい日に部屋の中に閉じこもることは耐えられません。小説、
浜辺とお菓子があれば幸せを感じられる人間です。企業イベントディレクター
としても満足しています。joe.moore@ajet.netでジョーまで連絡が取れます。

BLOCK 11 REPRESENTATIVE:  MARY MARGARET GILLIAM
Mary Margaret is a third year ALT who, after two years living in mainland Kagoshima, has 
recently begun a new adventure on Kagoshima’s quaint Yoronjima Island.  Mary Margaret’s got 
something of a soft spot for island life: her favourite pastimes include snorkeling with sea turtles, 
attempting to learn the sanshin and eisa, and serving as AJET’s Activities, Groups, and AJET Voice 
Coordinator!  Feel free to shoot Mary Margaret an email at mmgilliam@ajet.net.

第11ブロック代表：メアリーマーガレット・ギリアム
メアリーマーガレットは、鹿児島県本土に2年間努めてから、 近新しい冒険
を趣のある世論島で始めた3年目のALTです。メアリーマーガレットは島にちょ
っと弱いです。大好きな趣味の中には、ウミガメと一緒にスノーケリングをす
ること、三線とエイサーに挑戦すること、そしてその上にAJETボイス・イベン
ト・専門部会コーディネーターも勤めています。メアリーマーガレットに気軽
に声を掛けて下さい！mmgilliam@ajet.net

Haiku Competition
Entries for September’s monthly haiku competition are now being 

accepted! Each entrant is invited to write a haiku on any topic of 

their preference. Haikus should be sent to contest@ajet.net. 

The deadline for submissions is August 23rd. The winning haiku will 

be published in September’s issue. Happy haiku-ing!  



 
2012 Tokyo Orientation Issue 

26

Tokyo Travel Guide

Tokyo is a great city to be jet-lagged in. It’s a city that wakes 
you up: there’s a seemingly limitless supply of neon, noise 
and diversion everywhere. A newcomer will be able to fi nd 
something delightfully surreal down each new alleyway—an 
Alice in Wonderland cafe, perhaps, or a hot tub karaoke bar. 
Tokyo is the central pulse of modern Japan and it’s likely you’ll 
be passing through again, so feel free to slow down and take 
your time while you get accustomed to this new dynamic. 

Shinjuku
The JET orientation places you right in Shinjuku. With its array of 
fl uorescent billboards, skyscrapers and pachinko parlours, this 
district embodies the Tokyo of popular imagination. Shinjuku 
is an excellent gateway into the capital and all new JETs 
should go up the Tokyo Metropolitan Government Building to 
take in an iconic panorama of the city. It’s opposite the Keio 
Plaza and free to enter. I’ve highlighted some particularly good 
spots on the map, but actually, my main recommendation is 
just to explore the city streets at your own pace. In Shinjuku, 
fi nding your own favourite corners is an experience in itself and 
there’s a wealth of restaurants, bars and boutiques to uncover. 
Language barriers shouldn’t be a problem—the Japanese are 
used to English speakers around these parts!

If you have a couple of hours to spare, make your way to 
Shinjuku station and buy a ticket from one of the machines. 
Don’t worry too much about which price to select—you can 
always adjust the fare when you arrive at your destination. The 
Yamanote line will take you to nearby Shibuya and Harajuku—
two different facets of Tokyo, and again, mini-cities to discover 
in themselves. 

Get your food fi x!
Tokyo could be the last opportunity you’ll have to eat authentic 

TOKYO GUIDE
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non-Japanese food for a while, so don’t feel guilty if you’re 
slightly homesick and haven’t made a beeline for the udon 
stand. Instead, take advantage of Tokyo’s thriving culinary 
scene. If you’re at a loss, head into a department store (Lumine 
Est or Isetan, perhaps) and locate the dining fl oor there. It’s 
likely you’ll have to queue if you’re in a large group, but this 
wait often goes by faster than you expect. If you don’t know 
what to order, place your faith in the waiter and ask them what 
they recommend with a simple “O-susu-me wa nan desu ka?”

Sing, sing, sing! 
24 hour karaoke booths can be found everywhere in Shinjuku: 
just look out for the カラオケ signs. Two popular karaoke 
chains are Big Echo and Karaokekan. Once you enter the 
booth, the process is pretty self-explanatory: you fl ick through 
the songbook (or machine), fi nd your track and grab your 
microphone. Drinks can be ordered directly to the room. Some 
karaoke machines will rate your performance for you and tell 
you how good you were compared to the original; I recommend 
ignoring this attempt at constructive feedback. 

Feel free to ask one of the TOAs in the Keio Plaza for any further 
recommendations or advice. Have a great orientation! 

Further afi eld
Shibuya is known for its vibrant youth culture and fads. Here, you’ll 
fi nd the iconic fi ve-way crossing, the Hachiko dog statue and a 
huge variety of fashion boutiques. Check out Tower Records, a 
great music store with a wide selection of English books. 

Harajuku’s street style is world famous. Schoolgirls, fashion 
bloggers and alternative scenes congregate here. Nearby Yoyogi 
Park contains the Meiji Jingu shrine and upscale shopping 
districts Aoyama and Omotesando are a short walk away. 
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東京は時間を忘れさせるほど素晴らしい都市で
す。東京はあなたに目を覚まさせる都市で、ネオ
ン、音、刺激に溢れています。初めて訪れた人は
それぞれの路地のいたるところに楽しくシュール
な何かを見つけることができます。たとえば、不
思議な国のアリスのテーマカフェとか温泉カラオ
ケバーとかです。東京は近代日本の中心であり、
また訪れる機会があると思いますので、この新し
くダイナミックな街になれる間、自由に、ゆっく
り時間を過ごしてもいいと思います。

東京の観光案内の字幕
ＪＥＴオリエンテーションは新宿の中心で行われ
ます。多くのネオンサイン、超高層ビル、そし
てパチンコ店など、新宿は皆さんが想像する東京
を体現しています。新宿は首都の優れた玄関口で
す。まず、すべての新しく来たＪＥＴ参加者は東
京の素晴らしいパノラマを見るために東京都庁に
行くべきです。そこは京王プラザの向かい側で、
入場料は要りません。私は皆さんの地図にいくつ
かの特に良い場所にしるしを入れています。しか
し、私が勧めるのは、単に自分のペースで街中を
探索することです。新宿で、あなたのお気に入り
場所を見つけること自体が良い経験であり、多く
のレストラン、バー、ブティックも自分で見つけ
ることができるでしょう。この周辺では、英語を
話す人々になれている日本人が多いので、言語の
壁が問題になることはありません。

好きな物食べるように！
東京から出てから長い間和食以外の本物の食べ物
が食べられないかもしれません。ですから、ホー
ムシックで、うどん屋に行きたくなかったからと
いって、うしろめたい気持ちになる必要はありま
せん。それをかわりに、東京の活気に満ちた料理
を体験してください。迷った時には、デパートに
入ると（ルミネエストとか伊勢丹とか）、レスト
ラン階があります。あなたがグループで行動して
いる時は待たなければならない可能性があります
が、時間の経つのは思うよりも速いです。何を注
文したらいいのか分からない時は、ウェイーター
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を信じて、彼らに単に「お勧めは何ですか？」と
尋ねてください。

歌って歌って歌おう！
新宿で２４時間カラオケはどこにでも見つけるこ
とができます。「カラオケ」の看板を探してくだ
さい。２つの人気のカラオケ館は「Ｂｉｇ　Ｅｃ
ｈｏ」と「カラオケ館」です。部屋に入ってから
はすごく簡単：歌のリスト本か機械に目を通し
て、気に入った歌を見つけて、入力して、マイク
を持ちます。飲み物や食べ物は部屋から直接注文
することができます。カラオケ機械があなたのパ
フォーマンスに点数をくれたり、オリジナル曲と
比べて評価してくれたりすることがあります。フ
ィードバックは無視することをお勧めします。

暇だったら、新宿駅に行って、切符を買ってくだ
さい。料金のことは気にする必要はありません。
到着した後に料金を調整することができます。山
手線で近くの渋谷や原宿まで行くことができま
す。渋谷と原宿は東京の２つの非常に異なる様相
を見せ、それぞれ一つのミニ都市を発見できるで
しょう。京王プラザでオリエンテーションの協力
者たちにその他のおすすめやアドバイスについて
自由に尋ねてください。オリエンテーションを楽
しんでください。

さらに足をのばして
渋谷は活気に満ちた若者文化と流行の街として知
られています。渋谷では象徴的な交差点、ハチ公
の像、様々なファッションブティックを見つけら
れます。タワーレコードは幅広い分野の英語の本
や様々な音楽を見つけられる素晴らしい音楽店で
す。原宿のストリートスタイルは世界的に有名で
す。女子学生、ファッションブロガー、型にはま
らない人たちがここに集まります。近くには明治
神宮のある代々木公園があり、そして高級な店が
並ぶおしゃれな通り、表参道や青山にも歩いて行
くことができます。

東京の観光案内
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Since you have embarked on the journey that is the JET 
Programme, I have an inkling that you want to explore your 
new home and its surroundings. From the snow sculptures 
of Sapporo to the cityscape of Tokyo to the sand dunes 
of Tottori all the way down to the breathtaking islands 
of Okinawa, where do you start? Allow me to spark your 
wanderlust over the coming year or for the next fi ve as I 
walk you through some top travel tips to take you on a 
journey across Japan and beyond.

POPULAR TRAVEL TIMES
If you plan to travel during or around the following time 
periods, be prepared to book early and generally pay more, 
sometimes a lot more. Try to book trips abroad at least two 
months in advance. For the times below, I would suggest 
booking even earlier. Download the AJET iConnect iOS 
Application to view a calendar with all Japanese national 
holidays!

  Any three-day weekend involving a national holiday
  Mid-to-late December through the fi rst week of 

January (Winter Break for schools)
  Early to mid-February (to Hokkaido for the Snow 

Festival)
  Late March to early April (Spring Break for schools)
  Golden Week (late April through the fi rst week of 

May—four national holidays in a single week)
  Late July to late August (Summer Break for schools)

BEFORE YOU GO
Requesting Nenkyu
Most JETs receive 20 days of paid leave (nenkyu) per year. 
Do your best to use nenkyu when you have no classes and 
double-check your calendar to ensure you are not missing 
any special events at work. Remember that it is a nenkyu 
request, not a guarantee, so please confi rm it with your 
supervisor before booking travel.

Immigration
Though you may hear the phrase ‘re-entry permit’, these are 
no longer required for foreigners residing in Japan if you 
are departing Japan within one year of your arrival here 
in Tokyo. However, it goes without saying that you should 
also check the visa requirements for your destination before 
setting off.

Money
Avoid traveler’s checks as many places in Japan and abroad 
do not accept them. If you’re venturing to another part of the 
Japanese archipelago, bring enough cash for your whole trip, 
since Japanese bank cards tend to be regionally restricted. 
If you get in a bind, your foreign debit cards will work at 
a Japan Post Offi ce ATM. If heading abroad, I recommend 
withdrawing cash at international banks such as HSBC or 
Citibank, if available. 

Insurance
Your JET insurance covers some travel medical costs, but it is 
important that you read your insurance handbook so that you 
know what is included. If you choose, you can also purchase 
travel insurance separately. I recommend World Nomads Travel 
Insurance. It’s available online and prices vary by destination 
and length of trip. If anything happens during your trip, you 
can mail the company your receipts for reimbursement later. 

Getting There and Around
Scope out steals and deals in the area. Are there all-you-
can-ride transport passes? Can you rent bicycles from the 
local tourist association? If you want to maximize your time 
at a destination within Japan and save some Yen, overnight 
highway buses are your best bet. Don’t forget those budget 
airlines too!

Jetset Japan and Beyond!
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TRAVEL TIPS AND TRICKS
  Make your life easier on the go: get rechargeable 

travel cards! Suica is Tokyo’s must-have and works 
on every mode of transport in the metropolitan area. 
Every major city in Japan has its own version so check 
it out in your local area.

  Didn’t pay enough to get to your train destination? 
Don’t panic, fare adjustment can be done at your 
destination station, either at a machine or at the 
ticketing window.

  Late to work because of transport failure due to 
weather, etc? Ask for a “densha chien shomeisho” (電
車遅延証明書) from a station attendant. It’s a note 
you can take to your school or workplace explaining 
the reason for your lateness. 

  Carry your camera with you, and take pictures of the 
name of the train/bus stop, bus schedules, landmarks, 
etc. This will help if you get lost!

  Bar codes at bus stops can be used to look up when 
the next bus is coming, if your bus is running late, and 
how many stops away it is. You can scan these bar 
codes using your keitai, or cell phone. 

  Ask sempai JETs for advice or post in the corresponding 
AJET Facebook Block Group to consult JETs in that 
local area of Japan. 

LINKS AND STUFF!
Travel by bus:

  Willer Express: www.willerexpress.com 
  Highway Buses: www.rakubus.jp/english,  

www.bus.or.jp/en/index.html  

Travel by train:
  Hyperdia: www.hyperdia.com 
  Jorudan: www.jorudan.co.jp 
  Yahoo! Japan: www.transit.map.yahoo.co.jp  

Travel by plane:
  Jetstar Air: www.jetstar.com/gx/en/index.aspx 
  Skymark: www.skymark.co.jp/en/index.html 
  ANA: www.ana.co.jp/eng/index.html 
  JAL: www.jal.co.jp/en 
  Air Asia: www.airasia.com 
  Peach Aviation: www.fl ypeach.com 
  Starfl yer (Japanese): www.starfl yer.jp/index.html 

Misc.
  General fare search sites: www.skyscanner.com, 

www.kayak.com
  Japan-related: www.rakuten.co.jp, www.japan-

guide.com , www.japanican.com, www.rado.co.jp 
(Japanese)

  WikiTravel: www.wikitravel.com 
  Layover Tips: www.sleepinginairports.com 
  AJET Special Offers: www.ajet.net—Check here for 

deals from corporate sponsors!

Travel Agents:
  No. 1 Travel/HIS: www.no-1travel.com   
  JTB: www.jtb.co.jp 
  IACE: www.iace.co.jp/english 

Accommodation:
  Couchsurfi ng: www.couchsurfi ng.org—Check out the 

AJET Tatami Timeshare Group!
  Hostels: http://backpacker.ninja-x.jp/ 
  Hotel & ryokan: www.travel.rakuten.co.jp/en 
  WWOOF: www.wwoofjapan.com/main 

Wherever you fi nd yourself over the next year—be it an 
Osaka nightclub, the rolling hills of Vietnam, Kumamoto’s 
Mt. Aso, or the snow-capped mountains of Fukushima ski 
resorts, don’t be shy about sharing your jaunts with us. 
Want to brag about Boracay or Beijing? Catch me at amelia.
hagen@ajet.net anytime! 

*Compiled with assistance from the 2011 Fukuoka JET Orientation Handbook
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旅であるJETプログラムを始
めたから、あなたは旅行に興味があるんじゃない
かなと思っています。札幌の雪像から東京の街並
みへ、鳥取の砂浜から沖縄の息をのむような浜辺
にいたるまで、どこから始めればいいでしょうか
ね。日本国内外の旅行アドバイスで、これからの1
年間または5年間を通して、あなたの旅への興味を
深めてもらいたいです。

旅行シーズン
下記に書いてある期間に旅行するつもりでした
ら、早く予約を取るように、そして追加の料金（
場合によって高く）を払うように心構えをしてく
ださい。2ヶ月早く旅行の予約をするように心掛け
てください。下記に書いてある期間だと、もっと
早いほうがいいと思います。AJET iConnectアプリ
をダウンロードしてくれれば日本の祝日が入って
いるカレンダーが見れます。
  祝日を含めた3連休
  12月中旬・下旬から1月の第1週目まで（学校

の冬休み）
  2月初旬から中旬まで（北海道の雪まつりな

ら）
  3月下旬から4月初旬まで
  ゴールデンウィーク（4月下旬から5月の第1週

目までの4連続の祝日）

  7月下旬から8月下旬まで（学校の夏休み）

出発前に
年休の申請
ほとんどのJET参加者は20日間の年休をもらいま
す。なるべく授業のない時に年休を使うようにし
て、そして学校での催事・祭事とぶつからないよ
うにカレンダーにダブルチェックしてください。
年休を申請する際に、なにも保障されていないの
でホテル等を予約する前に担当者と確認してくだ
さい。

入国管理
「再入国許可」ということを聞いたことあるかも
しれません。実は、入国してから1年以内に出国し
ても再入国許可はもう必要ではありません。ただ
し、言うまでもないけれど、出発前に旅行先のビ
ザ要件を必ずチェックすることです。

お金
トラベラーズチェックを避けた方がいいと思いま
す。日本でも、他の国でもあまり認められていな
いですから。日本の国内の旅行だと、全行程もつ
ぐらいの現金を準備したほうがいいと思います。
日本の銀行は地域限定が通常ですから。トラブル
に遭ったら、外国のデビットカードが日本郵政の
ＡＴＭで利用できます。日本を出るつもりだった
ら、HSBCとシティバンクのような国際銀行からお
金をおろすのがおすすめです。

保険
JET傷害保険には旅行に関しての医療費の一部は
負担されています。だけど、なにが含まれている
か分かるように保険のしおりを読むことが大切
です。別の保険も購入できます。「World Nomads 
Travel Insurance」の保険会社はおすすめです。
ネット上で買えて、旅の長さと場所によって、値
段が変わります。旅行中に何か遭った場合、領収
書を保険会社へ送れば、後程返済されます。

行き先まで、行き先で
行き先での割引等を探してみてください。乗り放
題の切符はありますか？地元の観光協会からレン
タサイクルの貸出しを行われていますか？旅行先
での時間を長くすると同時にお金を節約したいな
ら、夜行バスはベストだと思います。格安航空会
社も忘れないでね！

2012年東京オリエンテーション
AJETコネクト旅行の特集

日本の国内外旅行しよう！
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旅行のコツ
  乗車カードであなたの旅行をもっと楽にでき

ます！東京ならスイカは不可欠で、都内にあ
らゆる交通手段に対応しています。日本の各
都市は乗車カードがありますので、地元でみ
てみてください。

  駅までの料金は足りないですか？心配しない
でね：行き先の駅内で、機械か窓口で、足り
ない分は追加できます。

  電車の遅れや、天気のせいで仕事に遅刻しま
したか？駅員から電車遅延証明書を求めてく
ださい。学校か職場まで持っていく、遅刻の
理由を説明する証明書です。

  カメラを持っていって、駅・バス停の名前、
バスの時刻表、目印等の写真を撮ってみたら
どうですか？迷子になったら、役に立ちます
から！

  バス亭でのバーコードで次のバスの到着時間
か、バスが遅れているか、どれぐらい離れて
いるか、確認ができます。携帯でバーコード
を読み取ります。

  旅行先のアドバイスに関しては、先輩のJET参
加者に聞いてみるか、その地域のAJETフェイ
スブックのグループにより地元のJET参加者ま
で連絡を取ってみて下さい。

リンク等
バスでの移動
  Willer Express: www.willerexpress.com  
  高速バス: www.rakubus.jp/english, 

www.bus.or.jp/en/index.html   

電車での移動
  ハイパーダイヤ: www.hyperdia.com  
  ジョルダン: www.jorudan.co.jp  
  Yahoo! Japan: www.transit.map.yahoo.co.jp   

飛行機での移動
  ジェットスター: www.jetstar.com/gx/en/

index.aspx  
  スカイマーク: www.skymark.co.jp/en/index.html 
  ANA: www.ana.co.jp/eng/index.html
  JAL: www.jal.co.jp/en  
  エアアジア: www.airasia.com  
  Peach Aviation: www.flypeach.com
  スターフライヤー: www.starflyer.jp/index.html
  同時検索サイト:www.skyscanner.com, 

www.kayak.com

日本関連
  www.rakuten.co.jp , www.japan-guide.com , www.

japanican.com , www.rado.co.jp（日本語のみ）
  ウィキトラベル: www.wikitravel.com  

  乗り換えのコツ（英語のみ）:
www.sleepinginairports.com  

  AJET特別割引情報：www.ajet.net　ここで企
業スポンサーからの割引が見れます！

旅行会社
  No. 1 Travel/HIS: www.no-1travel.com　
  JTB: www.jtb.co.jp 
  IACEトラベル: www.iace.co.jp/english  

宿泊
  カウチサーフィン：www.couchsurfing.org　

　AJET Tatami Timeshareのグループを見てみ
てね！

  ユースホステル:http://backpacker.ninja-x.jp/ 
  ホテルと旅館: www.travel.rakuten.co.jp/en  
  ウーフジャパン: www.wwoofjapan.com/main  

この一年の間どこへたどり着いても、是非あなた
の経験をシェアして下さい。大阪のナイトクラブ
でも、ベトナムの緩やかに起伏する丘でも、雪で
覆われている福島スキー場の山々でも、何でも聞
かせてください。ボラカイ島か北京の自慢話をし
たいですか？amelia.hagen@ajet.netまでいつでも
連絡してください！

2011年福岡AJETオリエンテーションガイドブックをもと

に作成されました。
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34 Senpais Say...

Senpai Syndrome is usually a thing to beware of during your time on the JET 

Programme: once the sparkling glow of fi rst-year status wanes, formerly down-to-

Earth JETs can fi nd themselves taking their newfound status of seniority a little too 

seriously. But worry not! For the majority of JETs, senpais are an invaluable source 

of support and advice. Just for you, we’ve scoured those dirty grassroots to talk to a 

bevy of seasoned JETs who have been there, done that and survived to tell the tale! 
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先輩方の声

JET参加者として期間中ちょっと気を付けなければならない所があります。一年目のうき

うき気分が消えたら、以前は地に足のついた人だった方も新しい先輩としての立場をち

ょっと誇らしく自慢に思ってしまう事もあります。でも、心配しないでください！ほとんどの

JET参加者に対して、先輩は支援とアドバイスを提供してくれる欠かせない存在です。

新規JET参加者の為に、いろいろな人物を調べた結果、大事な経験を積んだ先輩た

ちを探し出しました。
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So you’ve been in Japan for some time now! 
What’s the biggest difference between the 

Japan you perceived before arriving, and the 
Japan you now know?

もう大分長い間日本にいましたよね。日本のイメ
ージは、来日前と来日後、どのように変わりまし
たか？

Mark Fujishige: The Japan I perceived was all Tokyo: crowds, 
hi-tech gadgetry, and shinkansen. The Japan I now know and 
love is sparsely populated, fantastic in each season, and has 
one train line. 

マーク藤重：来日前、私がイメージした日本は東京ぐらい
でした：人混み、テクノロジーと新幹線。でも、現在私が知
っている日本は人口がまばらで、すばらしい四季に恵まれ
て、電車の路線は一本しかないです。

Thanh Hoang: I expected an overly polite culture that always 
walks on eggshells and gives foreigners the cold shoulder.  In 
reality, what I experienced was a very welcoming culture that 
found a real curiosity and interest in me.  

タン・ホアン：私は、バカ丁寧な人々で、いつも用心深く道
を歩いて、外国人にはよそよそしい態度を取る、そんな文化
だと思っていました。むしろ、実際に経験したのは、私のこと
に関心と好奇心を持ってくれる、友好的な文化でした。

Melissa Reed: I didn’t realize how big of a part school played 
in a Japanese student’s life! To see students at school from 
8AM until 7PM and coming to school during summer vacation 
was quite a surprise. That said, a thirteen-year-old boy is going 
to act as immature as a thirteen-year-old boy no matter where 
you go!     

メリッサ・リード：学校がどれだけ子供の人生に大きな影響
があったか知りませんでした！朝の８時から夜の７時まで
学校にいるだけではなく、夏休みの間も学校に通っている
生徒に驚かされました。それにしても、どの国へ行っても、１
３歳の男の子供っぽさはあまり変わらないですね。

Susanne Newton: I expected people to know more English!   

ス-ザン・ニユ-トン：日本人はもっと英語を知っていると思っ
ていました！

Amanda Horton: I knew the Japanese were hard workers, 
but no one told me how well they could party! Offi ce parties 
back home weren’t half as wild whilst still remaining dignifi ed. 
It’s a skill only the Japanese have.

アマンダ・ホートン：日本人は一生懸命働くことは知ってい
ましたけど、あんなに一生懸命遊べるなんて知らなかった
です！私の母国での仕事の打ち上げは、それほどどんち
ゃん騒ぎというわけではなく、威厳な雰囲気を保っていまし
た。仕事の打ち上げで大騒ぎできるのは日本ぐらいだと思
います！

Sarah Firth: I envisioned everything in Japan being super 
convenient—I suppose that’s the myth! Instead I found banks 
that only open until 3pm on weekdays and a 15 minute walk 
to a convenience store.

サラ・ファス：日本にあるものは、何でも便利なものばかりだ
と思いめぐらしていましたけども、実はそうでもないです。私
の経験では銀行は平日だと3時までしか開いていないし、
コンビニに行くのに歩いて15分もかかります。

What was the biggest challenge you experienced 
in adjusting to your new life in Japan? How did 

you overcome it, if at all?

日本での新しい生活に慣れない間、一番大き
な問題はなんでしたか？どうやって乗り越えまし
たか（もし、乗り越えられたら）？

Mark Fujishige: One of my biggest challenges was connecting 
with my students. It seemed like everyone around me was an 
instant star, and I was having such a hard time. Gradually I 
realized that it just takes time in some situations. As the JET 
mantra goes, “every situation is different,” and however tiring 
it is to hear, it still rings true. 

マーク藤重：私にとって大きな問題の一つは生徒との繋
がりが薄かったことです。私の周りのALTの友達はみんな
すぐに人気者になったみたいだけれど、私の状況はなか
なか進まなかったです。こういうふうなシチュエーションは単
に、時間の問題ということが、段々わかってきました。JETの
モットーとしては、“それぞれの状況によって異なります”。耳
にたこができるぐらい聞きましたが、それが事実であるのは
確かです。

Melissa Reed: The language, culture, and social norms.  I 
had never studied Japanese language or culture, and I came 
to Japan knowing only a few words.  It’s been very diffi cult 
not being able to read items on the grocery shelves or 
understanding exactly why my supervisor wants me to do 
something a certain way.  

メリッサ・リード：言語･文化・社会常規範でした。来日する
前日本語を勉強したこともなければ、文化も何も分からな
かったです。ほんの少しの単語しか知りませんでした。スー
パーの棚にある商品のラベルに何が書いてあるか、どうし
て私の担当者はこういうやり方でやって欲しいのかを理解
できないのは辛かったです。

Thanh Hoang: Readjusting my English usage.  We naturally 
use very fast and complicated English.  I mean, that’s something 
that was beaten into our psyche throughout school.  Here, we 
don’t use it as often.  And I have to keep reminding myself: 
take it slow, keep it simple.  

タン・ホアン：自分の英語の使い方を再調整することで
す。私たちは、普段はかなり早いスピードで複雑な英語を
使います。学生のころにそういうふうにしゃべるように習いま
したから。だけど、ここではそういう話し方はそれほど使わな
いです。“ゆっくり”、”シンプルに”、といつも忘れないように
しています。

Amanda Hahn:  Integrating and gaining respect from 
teachers at junior high school was very diffi cult.    It took 
working hard (including teaching classes solo during a staff 
shortage), giving souvenirs when I went on trips, and going to 
staff parties whenever they were offered to me.  
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アマンダ・ハーン：中学校で他の先生に受け入れてもらう
ことは非常に難しかったです。敬意を得るために一生懸命
頑張りました。例えば、人手が足りない時にクラスを一人で
教えたり、旅行に行った時にはお土産を配ったり、そして打
ち上げに招待された時にはいつも参加するようにしました。

Susanne Newton: Being told fi ve months in that the JET 
Programme was being discontinued in my city. It left me feeling 
unwanted and wondering what I was doing here. I overcame 
that challenge by trying to make the most of my one year here 
by travelling a lot on the weekends, volunteering at an adult 
English class, planning fun activities for my English club and 
learning Taiko drumming.     

ス-ザン・ニユ- トン：5ヶ月がたった時に、私の都市でJETプ
ログラムはもう中止されることになりました。それは辛かった
です。自分は不必要という気持ちになって、私はここで何
をしているんだろう、と思うようになりました。その気持ちを乗り
越えるように、日本での一年間を最大限に活用するよう、
いろいろ挑戦してみました。週末にたくさん旅行に出かけ
たり、大人向け英語クラスでボランティアとして働いたり、英
語のクラブのためにいろいろな楽しい事を企画したり、太
鼓集団へ入ったりしました。

Anthony Russo: Making a banana cake! Sourcing the 
ingredients, acquiring an oven and searching for the appropriate 
cooking utensils was such a mammoth undertaking that it 
turned into a three-month project as I combed store after store 
for all of these things.

アンソニー・ルッソ：バナナケーキを作ることでした！材料を
探したり、オーブンを手に入れたり、適切な調理道具を探
したりすることは相当な工程でした。たくさんの店を周って、
結局、全て揃えるのに3ヶ月ぐらいかかりました。

Sylvain Parent: Track suit and crocs culture.

シルバン・パラン：ジャージとクロックスの文化です。

Sooner or later, JET’s going to come to an 
end... what are you going to miss the most 

about Japan?

遅かれ早かれ、JETの期間は終わりますね。日
本のどこが一番懐かしくなると思いますか？

Michael Murkin: The hot springs, the convenience stores, the 
ridiculously high standards in customer service... Oh, and the 
automatic celebrity status granted to all foreigners living in the 
Japanese countryside.

マイケル・マーキン:温泉、コンビニ、おそろしく質の高い接
客、そして‐田舎に住んでいる外国人にほぼ自動的に与
えられる、有名人としてのステータスです。

Amanda Hahn: I’ll miss the kindness of strangers.  When I 
was in Tokyo once I wore a pair of shoes without socks and 
developed painful, bleeding blisters on my ankles.  When I sat 
down on a Yamanote Line platform bench to examine them, 

a woman noticed and gave me band-aids.  There are other 
examples, but this stands out to me the most.

アマンダ・ハーン：見知らぬ人の親切さです。一つの例を
挙げると、東京で私は靴下なしで靴を履いていました。足
首が痛くなって、血が混じった水ぶくれができました。山手
線のホームのベンチに座って足首を見ていたら、１人の女
性がそれに気が付いて、バンドエイドをくださいました。他に
も例はありますが、これは特に思い出に残っています。

Sylvain Parent: There is no doubt in my mind that my 
students are going to be the most important loss. Those kids 
made me happier than I had any right to be. They weren’t just 
my students, they were my kids.

シルバン・パラン：私にとって、生徒のことが一番恋しくなる
のは間違いないです。想像していた以上に、私の生徒は
私に幸せを感じさせてくれました。彼らは生徒というより、自
分の子供のような感じでした。

Anthony Russo: I will miss the people. I will miss the store 
staff at the supermarket who welcome me fourteen times as I 
enter and thank me sixteen times as I leave. I will miss my local 
gas attendants and learning dirty Japanese words from them. I 
will miss my fellow JETs and giving it our all only to come dead 
last in our dragon boat race. I will miss these people because 
these people are the ones who have given me my memories 
of Japan.

アンソニー・ルッソ：私は周りの人を懐かしく思うでしょう。私
が店に入るときに14回ぐらい、そして店を出るときに16回ぐら
いお礼の声をあげてくれたスーパーの店員が懐かしくなる
でしょう。汚い日本語を教えてくれた地元のガソリンスタンド
の店員もです。一緒に精一杯頑張ったのに、ドラゴンボー
トのレースでビリになった時を含めて、ＪＥＴの仲間たちです。
あの人たちみんなのおかげで日本で沢山の思い出が作
れました。ですから、そういう人たちのことを懐かしく思うでし
ょう。

Melissa Reed: I’m really going to miss how nice the Japanese 
are!  I rarely lock my car or house doors, and even in the safest 
places in the States, I don’t think I’d feel secure enough to do that.

メリッサ・リード：日本人の親切さが恋しくなるでしょう！ここ
ではめったに家や車のドアに鍵をかけません。アメリカの一
番安全なところでも、こんな風に感じることはないでしょう。

What would your advice to new JETs about 
to embark on their Japanese adventure be?

これから日本での冒険を始める新しいＪＥＴ
参加者へのアドバイスは何ですか？

Dan Legare: Don’t let your situation get you down, laugh 
at all the cultural mistakes you’ll make, travel, and buy from 
recycle shops whenever possible. 

ダニ・エル：どんな辛い事情であれ負けないで、これから
するであろうどんな文化的な失敗も笑って、旅行をして、そ
してなるべくリサイクルショップで買い物をすることです。
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Michael Murkin: To the JETs who were placed in rural areas 
and are worried that they will be bored and feel isolated: don’t 
worry, put yourself out there you’ll soon fi nd that your fears are 
completely unfounded!

マイケル・マーキン:田舎の方に配属されたＪＥＴ参加者は、
退屈を感じるとか、孤独感を抱くとか、いろいろな心配を抱
えているかもしれません。そういう人たちに言いたいのは：心
配しないでね。いろいろな事に挑戦したら、そんな心配は
根拠のないことだってすぐにわかります。

Anthony Russo: Ever heard the saying ‘When in Rome…’? 
Well, when in Japan, do as the Japanese do, and make the 
most of absolutely every opportunity that passes your way! Say 
‘yes’ to everything and refuse nothing. Accept every invitation 
and participate in every event.

アンソニー・ルッソ：郷に入っては・・・ということわざを聞いた
ことありますか？日本にいる間は、日本人と同じようにやっ
てみてください！機会があったら、どんなことにでも参加して
みてください。何にでもイエスと答えて、何も断らないでくださ
い。招待されたらすべて出席して、すべてのイベントに行っ
てみてください。

Amanda Hahn: Get out and make some connections 
outside of ALTs.  While having relationships with people who 
understand your situation is extremely important, you can have 
a ton of fun and learn things from both teachers at your school 
and other people (both Japanese and not) outside of school. 

アマンダ・ハーン：ALTから飛び出して、ALT以外の人との
つながりを持ちましょう。自分の状況をよく理解してくれる人
と付き合うのは大切な一方、あなたの学校の先生達、学
校とは関係のない友達ともいろんなことを楽しめるし、沢山
のことを学ぶことができます（日本人であっても、日本人で
はなくても）。

Melissa Reed: I understand that obligations may take you 
home after the fi rst year, but remain open-minded to the 
possibility of staying at least two years.  I’ve been here almost 
a year and there are times when I still don’t know/understand 
what’s going on.  I feel like staying a second year will allow me 
to better understand my situation.

メリッサ・リード：あなたの国でいろいろな義務があって、1年
後に帰らなければならないかもしれませんが、2年間滞在
するという可能性に対して、柔軟な態度を持ちましょう。私
はそろそろ一年間ここにいることになりますが、今でも時々
何が起こっているかわからないことがあります。2年間滞在
することによって、私自身、私の状況をもっと良く理解できる
ようになるだろうと思っています。

Steven Thompson: Do things that you were too nervous or 
afraid to do back home. Start a new hobby, meet new people, 
try new things. Every seemingly-cheesy thing the valedictorian 
at your high school told you to do, do it! 

スティーブン・トンプソン：母国で怖がってできないこと、ビク
ビクしてできないこと、そういうことに挑戦してみてください。新
しい趣味を始めて、新しい出会いを探して、新しいことをや
ってみてください。高校で、卒業生総代に言われた通り、一
見してつまらないように思えることでも、やってみてください！

Sarah Firth: Defi nitely learn as much Japanese as you can 
before you arrive. Also, try to see as much of Japan as possible 
as it’s a beautiful country.

サラ・ファス：来日する前に、”まちがいなく!” できるだけたく
さん日本語を勉強したほうがいいと思います。そして、でき
るだけ日本を旅行してください。美しい国ですから。

Mark Fujishige: As you pack your bags be sure to bring 
your goals and aspirations, but leave preconceptions and 
expectations behind. Leave room for adventure and remain 
fl exible; that way you’re unencumbered and can make the 
most of this opportunity.

マーク藤重：荷造りをするときにあなたの目指すもの、と、
野望を入れるように、そして先入観と期待を入れないように
気を付けてください。冒険できるような体制を整えて、柔軟な
姿勢でいるようにしてください：そのように負担となるものがな
いあなたは、この機会を最大限に利用することができます。

If you want to hear more from JETs like 
you who are just stepping into their 
Japanese adventure, we also interviewed 
2012’s new intake of JETs and posted the 
results on our website! Check it out at 
http://ajet.net/ajet-connect/! 

あなたのように、ちょうどこれから日本での冒険
をはじめるJET参加者の話をもっと聞きたいの
であれば、私たちは2012年の新規ＪＥＴ参加
者を取材しました。ウェブサイトにその内容を掲
載しましたので、是非ご覧ください！
http://ajet.net/ajet-connect/
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Volunteering

Voluntee ring 
Oppor tunities

There are many ways to volunteer in Japan, whether in your local communities or helping with disaster 
relief further afi eld. If you are looking for something close to where you live, it’s a good idea to fi rst 
contact your local AJET chapter for more information about opportunities in your region. Second, internet 
searches are certainly helpful, but there are few sites in English. Grab a friend who can read Japanese or 
check with your supervisor or coworkers for help. Here are just a few ideas to get you started! 

あなたの住む地域や東北地方の被災地での支援活動など、日本でボランティア活動
に参加するには多くの方法があります。特定場所でのボランティアについて質問が
あるなら、まず、自分の住む地域の周辺の福祉事務所やボランティアセンター、ま
たはあなたの地域のAJET代表に連絡をしてみるとよいでしょう。そしてインターネ
ットで調べるのはもちろん役に立ちますが、英語のサイトは少ないです。日本語が
読める友達に手伝ってもらうか、上司や同僚に尋ねることを進めます。次は、あな
たが活動を始めるためのヒントとなる情報です。

SMILE KIDS JAPAN
If you want to jump right into volunteering, look into your local Smile Kids chapter! After beginning 
monthly orphanage visits in his area, former Fukui JET Michael Maher-King had a vision to take his work 
to a national level, across the whole of Japan. Now with active volunteers in twenty-seven prefectures, 
Smile Kids Japan (SKJ) is one of the easiest ways to volunteer in your communities. If your prefecture 

doesn’t have a group yet, the SKJ website walks you through the process of searching for 
and beginning orphanage visits. SKJ also supplies game ideas and can offer you support and 
advice if needed. Check out their website for more details.  www.smilekidsjapan.org.

スマイル・キッズ・ジャパン
スマイル・キッズ・ジャパンは、福井県の前JETマイケル・マーハー・キン
グが作った団体です。ボランティアのチームによって月に一度孤児院に訪
問をアレンジする活動の先駆けとなったこの活動は、今は全国的なプロジェ

クトへと発展し、２７都道府県で現役のチームが活動しています。３月１１日
の津波と地震の後、スマイル・キッズ・ジャパンはすぐさま行動しました。すべて
のJET参加者エグゼクティブチームは岩手県、宮城県や福島県に住んでいる孤児院
と子どもたちへの援助をもたらすために計画を作りました。それからスマイル・キ
ッス・ジャパンはリビングドリームスという孤児院でボランティアの団体と提携し
て、スマイル＆ドリームス：東北キッズジャパンの団体を作りました。スマイル＆
ドリームス：東北キッズジャパンは東北の孤児院と３月１１日の大震災の影響を受
けていた子供たちに迅速で長期的なサポートを提供しました。
今のスマイル・キッズ・ジャパンのボランティアたちのほとんどはJET参加者で
す。そして、我々は定期的なアップデートとプロモーションを通してサポートをし
続けることができます。スマイル・キッズ・ジャパンの目的は、今後3年以内に全
国の孤児院に行くことです。もし、あなたは地域の孤児院のボランティアに関心が
あれば、また、スマイル・キッズ・ジャパンに参加するに関心があれば、サイトを
見てください：http://www.smilekidsjapan.org/

[NEETHA MONY]
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A MESSAGE FROM FUJET’S 
JASON ISHIDA:Hi! I’m Jason, a Fukushima JET. We JETs 

here in Fukushima-ken have created our 

very own charity, called Eyes for Fukushima 

(E4F). At the moment, we’re working hard 

to attain NPO status. E4F exists to fund 

events and projects promoting the recovery 

of Fukushima, and we simultaneously want 

to help the JET community actualize their 

many volunteering initiatives. The money 

raised from the sale of the Fukushima 

t-shirts will go straight to E4F. You can 

fi nd out more at:  https://www.facebook.com/

EyesForFukushima Thank you!

TOHOKU VOLUNTEERING
If you are looking for short-term 
volunteering project in Tohoku, there 
are many organizations that run 
volunteer programs. Before you book 
your trip though, it’s best to consider the 
following!

  Time requirements: most 
places expect you to be at the 
site at 7am until 6pm or later. 
Since many of us don’t live near 
the Tohoku region, make sure you 
factor in the logistics of getting to 
and from the volunteer site. 

  Japanese ability: sometimes 
participation is limited to those 
volunteers who can at least hold 
a conversation or take directions in Japanese. Enquire in advance!

  What to bring? Be prepared to take everything, including a sleeping bag, appropriate 
waterproof work clothes and shoes, and sometimes even food. You may need special insurance 
too. Organizations will list out what to bring so be sure to triple check it!

東北でのボランティア活動
あなたは東北での短期的なボランティア活動を探しているなら、たくさんのボラン
ティア活動を運営している団体があります。しかし、東北でのボランティア活動を
決める前に、次のことについてよく考えてください：

  時間の要件：多くの場合、７時から１８時、もしくはもっと遅くまで活動
場所にいることを求められます。私たちの多くは東北地方やその周辺に住ん

でいませんから、活動場所との移動時間も考慮し、計画する必要があります。
  日本語能力：参加者は、少なくとも日本語で会話を続けたり、支持を理解

したりできる者に限られることがあります。事前に確認してください。
  持っていくもの：必要なものすべてを持って行く準備をするべきです。例

えば、寝袋、適切な防水の作業服や靴、さらには食品です。特別な保険に加入
する必要があるかもしれません。ボランティア団体が持って行く物のリストを

示しているので、何回も確認してください。

HABITAT FOR HUMANITY
Habitat for Humanity’s Japan branch began in 2002, and they focus primarily on raising funds and 
building houses for people who desperately need somewhere to live. After the devastation of the March 
11 earthquake and tsunami, Habitat Japan also organized disaster response teams in Miyagi 
and Iwate prefectures, dedicated to supporting those affected. Throughout 
the year they lead volunteer projects to help rebuild the hardest hit 
communities. You can learn more at http://www.habitatjp.org/contents_e/
involved/index.html.

ハビタット・フォー・ヒューマニティー
２００２年に、ハビタット・フォー・ヒューマニティー
の日本支部が設立されました。彼らの活動の主な目的
は住む場所を本当に必要としている人々のために、資
金を調達し、住宅を建てることです。３月１１日の大
震災と津波の後、ハビタット・フォー・ヒューマニテ
ィーの日本支部は宮城県と岩手県の被災者の人々を救
済する災害救援チームを組織しました。年間を通し
て、彼らは、もっとも被害の大きかった地域の再建
を助けるために、ボランティアプロジェクトを先導
してきました。次のサイトで情報がさらに見つけら
れます：http://www.habitatjp.org/contents_e/
involved/index.html.
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PEACE BOAT
Since the March 11 disasters, Peace Boat has been actively recruiting volunteers for work in the affected 
areas and Tokyo. They offer a variety of volunteer activities so you can fi nd the one that best suits 
your skills. Many JETs have volunteered with them in the past and, as a programme, we have a great 
relationship with them. Please look at http://peaceboat.jp/relief/volunteer/ for more information.

ピースボート
新しいJET参加者としての、 優先事項が新しい作業環境と生活になれることであ
るのは当然のことです。特に初めの数ヶ月はそうでしょう。でもいったん状況にな
れたら、東北地方の被災への支援のボランティアに興味がでてくるでしょう。ボラ
ンティア活動は素晴らしい経験になります。ボランティア活動は、友達や地域の人
々や、全く知らない人たちとチームを組んで働く充実感を感じることができます。
ピースボートは東京を拠点とする団体で、２７年間の大規模なボランティアの経験
があり、災害救援で働く１５年の経験も持っています。
全国AJETは近くの地域で創立された団体のサポートとボランティア活動をすること
を常に推奨してきました。そしてこの数ヶ月間、我々は幸運にも石巻市、宮城県の
街に救援活動を提供することを目的としたピースボートと緊密に連携することがで
きました。詳細情報については、全国AJETのウェブサイトを見てください (www.
ajet.net)　またはピースボートのウェブサイト(http://peaceboat.jp/relief/)を
見てください　。

BE ONE TOHOKU AID
While Be One Tohoku obviously has opportunities in Tohoku, they also have connections to volunteering 
in Wakayama prefecture. In September 2011, Typhoon Talas hit Southern Kansai, which resulted in 
mudslides and fl ooding. Mostly in the countryside, the recovery work is slow and ongoing. My sister and 
I were able to work with them and help clean debris from a national park. Their website http://www.b-1.
jp/tohoku/en/ has information for both Tohoku and Wakayama.  

ビーワン東北支援
ビーワン東北支援は東北でのボランティア活動はもちろん、和歌山県でのボラン
ティアにも関わっています。２０１１年９月、台風が関西地方南部を直撃し、土
砂崩れや洪水をひきおこしました。それらの被害は都市部から離れた地方で大き
く、復旧作業は遅れ、現在も進行中です。東北と和歌山についての情報はhttp://
www.b-1.jp/tohoku/en/に載せています。

FOREIGN VOLUNTEERS JAPAN
This website serves as a forum for people to share volunteer activities, primarily regarding Tohoku 
recovery aid. Not only does the Foreign Volunteers Japan site include extensive resources for volunteer 
work, but it also provides brief descriptions about the type of work and whether individual websites are 
written in Japanese or English. In short, it’s extremely user friendly! Go to http://foreignvolunteers.org/
about-fvj/get-involved/ to read about FVJ’s resources.

在日外国人のボランティア
このサイトは主に東北の復興支援に関するボランティア活動について、情報を共有
するための場として作られました。このウェブサイトではボランティア活動につい
て豊富なリソースを提供するだけではなく、活動についての簡単な説明や、それぞ
れのサイトが日本語で書かれているのか英語で書かれているのかなどについても、
情報を掲載しています。つまり、このサイトはすごく使いやすいです。リソースを
もっと読みたいなら、このサイトを見てください： http://foreignvolunteers.
org/about-fvj/get-involved/

ASSOCIATION FOR THE REVITALIZATION OF ISHINOMAKI
Another active forum is the Association for the Revitalization of Ishinomaki (ARI). ARI’s main purpose 
is to provide English resources about making donations or volunteering in Ishinomaki City and nearby 
areas. If you’re looking for a way to send supplies to those who need it, visit the ARI page at http://www.
facebook.com/groups/Koganehama/.
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福島県JET参加者　イシダ・ジェーソン

からのメッセジー：
こんにちわ！私は福島県のＪＥＴ参加者のジェ

ーソンです。我々福島県ＪＥＴ参加者は、アイ

ズ・フォー・フクシマ（Ｅ４Ｆ）と呼ばれる独

自の慈善団体を結成しました。我々は今、非営

利組織の認定を取得するために熱心に取り組ん

でいます。Ｅ４Ｆは福島県の復興を促進するイ

ベントやプロジェクトに資金を提供するために

活動しています。そして同時に、ＪＥＴコミュ

ニティーが多くのボランティア活動を実現する

ことができるように支援していきたいと思って

います。福島Tシャツの販売で得た収益は直接Ｅ

４Ｆに送られます。https://www.facebook.com/

EyesForFukushimaで情報がさらに見つけられま

す。ありがとうございました！
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FUKUSHIMA T-SHIRTS 
If you really want to help but it’s too diffi cult to get out to Tohoku, buy a Fukushima t-shirt! For a 
mere 2000 yen, you can get your own t-shirt (I love my purple one!) and also support the Fukushima 
community. You can learn more about the project and ordering your own t-shirt at their blog, http://
fukushimatshirt.blogspot.com/.

Tシャツの販売
全国ＡＪＥＴはまた、ＡＪＥＴ情報センターで、今年の東京オリエンテーション
の間、Tシャツを販売します。収益の一部は、東北の被災地の復興のために寄付
されます。そして、慈善活動を支援しながら、カジュアルな服を買うのなら、福
島県のJETで組織されたTシャツの慈善団体のサイトを見てください：　http://
fukushimatshirt.blogspot.com/ もちろん、福島TシャツのサイトからいつでもT
シャツが買えます。

INTERNATIONAL TRIPS
If you’re looking for international volunteer trips, you should check out Habitat for Humanity Japan, 
Peace Boat, Go Longitude, and PEPY. These organizations give you the opportunity to see what life is 
like on the ground in impoverished areas outside of Japan. 
http://golongitude.org/
http://pepyride.org/

国際ボランティア旅行
国際ボランティア旅行を探しているなら、ハビタット・フォー・ヒューマニティ
ー、ピース・ボート、ゴー・ロンジチュード、そしてＰＥＰＹを調べてみてくだ
さい。これらの団体は、日本から出て、世界各地の貧困地域に暮らす人々の知る
機会を提供しています。
http://golongitude.org/
http://pepyride.org/

The March 11, 2011 earthquake and tsunami have completely re-sculpted what it means to be a 
volunteer in Japan. As new 2012 JETs, you knew about the devastation so recently suffered and 
yet you still applied to be a part of the JET Programme. With such determination and passion, I am 
wholeheartedly looking forward to the amazing things you will accomplish in your time here. Ganbatte!

For more information about volunteering and aid, check the National AJET website at http://ajet.net/
opportunities-to-volunteer/.

２０１１年３月１１日の大地震と津波は日本でのボランテ
ィアの意味を全く塗り替えました。２０１２年の新しいＪ
ＥＴ参加者である皆さんは、ごく 近起こった大災害を知
りながら、なおＪＥＴプログラムに申し込みました。そ
のような決意と情熱を持つ皆さんは、ここ日本にいる間
にすばらしいことを成し遂げられるであろうと期待して
います。ボランティア活動や復興支援についての情報が
欲しい方は、全国ＡＪＥＴのウェブサイトをチェック
してください： http://ajet.net/opportunities-to-
volunteer/。頑張ってください！
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All AJET publications can be purchased from the AJET 
room, located on the 4th fl oor in the Katsura room.

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

PLANET EIGO
¥4000/¥3000
Planet Eigo is a collection of lesson plans and helpful teaching  methods 
specifi cally 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.

プラネット英語  (英語/日本語)
¥4000/¥3000
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１
００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。

FOXY PHONICS
¥2000 /¥1500
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 phonics of English to students with over 100 
worksheets, illustrations, phonics activities, and tongue twisters. This book is 
sure to set katakana English in its place.

フォクシー・フォニックス (英語/日本語)
¥2000 / ¥1500
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。

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。

AJET 
PUBLICATIONS
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www.themeatguy.jpGet it from:
TEL: (052)618-3705 | FAX (052)618-3706

Restaurant Enquiries Welcome

NO
minimum

日本語・ENGLISH OK!

JOINING 
NATIONAL AJET
is free thanks to AJET Affi liates—corporate and non-profi t partners—a group 
of companies and organisations in Japan that offer products and services to 
the JET community.  In return for their membership fee, partners receive 
exclusive advertising benefi ts in National AJET publications, e-bulletins, and 
JET conference Information Fairs.  This protects JETs from unwanted spam 
and connects them to services and goods useful for life in Japan.

Specifi cally, you will see our Corporate and Non-profi t Partners promoting 
their services to you through the following:

  National AJET Publications such as Planet Eigo and Foxy Phonics.
  National AJET monthly e-bulletins with special offers and discounts 

for AJET members.
  National AJET website as links or participating sponsors of special 

AJET events.
  National AJET Information Fairs held at the Tokyo Orientations and 

the Conference for Returning JETs.

GOLD SPONSOR
Lloyd’s Bank TSB

SILVER SPONSORS
GABA
STA Travel Co., Ltd.

BRONZE SPONSORS
Doshisha Business School
Optia Partners
Yoyo Market

STANDARD SPONSORS
Akita International University
JALT
The Daily Yomiuri
Charitable Organization Partners
Habitat for Humanity Japan
Living Dreams
Peace Boat (GET Program)
PEPY
Refugees International Japan
Tokyo English Life Line (TELL)

www.ajet.net

COMMUNITY

RESOURCE

VOICE
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SPECIAL 
INTEREST 
GROUPS

Stonewall AJET
Website: http://stonewall.ajet.net/
Email: stonewallsig@ajet.net
Facebook: “stonewallajet”

Stonewall AJET provides an affi rming, open, safe zone  for LGBTQ 
individuals and allies in Japan. We provide updates about events in your 
area of Japan, as well as maintaining online platforms to connect the 
community, share experiences and foster mutual learning. Stonewall 
AJET also provides peer support and references to all members. 
We recognize the need to maintain and nurture a sense of community 
for all LGBTQ individuals, both within and beyond the JET community. 
This we see as necessary to bridge the gaps between foreign and 
Japanese communities, provide education and ultimately break down 
stereotypes.

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 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。

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, please contact Mary Margaret Gilliam at activities@
ajet.net. Mary Margaret 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。メアリーマーガレット・ギリアムがあなたに助言し、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。

JETs of African Descent
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Australia National Group
Facebook: “Aussie National Group AJET”
Email: aussieng@ajet.net

G’day and welcome to Japan! As a member of the Aussie National 
Group, you can connect with Australian JETs from across Japan to 
share ideas, resources and opinions. Receive the latest updates from 
the Australian Embassy, keep up with the latest news and events back 
home, discuss current cultural exchange opportunities, and enjoy all 
things Aussie-related! Don’t forget to join our Facebook group!

オーストラリアの国籍部会
G’day! そして日本へようこそ！オーストラ
リアの国籍部会にご加入されると、日本各
地のオーストラリアのJET参加者とつながっ
て、アイディア、資料や意見などを共有する
ことができます。オーストラリア大使館から
の 新ニュースをもらったり、オーストラリ
アの 新ニュースとイベントを随時知らせた
り、現在の文化交流の機会を話し合ったり、
オーストラリアに関係があることのすべてを
楽しみます。私たちのフェイスブックグルー
プに入るのを忘れないでください。

Canada National Group
Facebook: “Canadang”
Twitter: @CanadaNG
Email: canadaNG@ajet.net

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)
Website: www.jetchristianfellowship.com.
E-mail: jcfnatco@gmail.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”

As the name suggests, 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-fi nd hair and beauty products, foreign 
foods, events, ways to stay connected, and other topics relevant to our 
demographic. We also plan nationwide and region-specifi c 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 新のニュースを見てください。
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Muslims in Japan
Email: husam.alsousi@gmail.com
Forum: 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。

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

Just arrived in Japan and want to play soccer? Well you’ll be pleased 
to hear that a series of soccer tournaments are run specifi cally 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 9000 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 Japan has to offer.

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 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。

Haiku Winner

Gentle snow sidewalk
The steam from the ramen shop
Fogging up windows





Volunteer your friendship to provide mentoring, 
confidence, and cultural exchange to children 
who rely on orphanages for care and support. 

Smile Kids Japan is here to help you make a 
difference in your new community, and offers
a variety of ways for you to get involved. 

Bring smiles to your 
new community.

Visit smilekidsjapan.org to get started



 
2012 Tokyo Orientation Issue 

1

Welcome to AJET Connect's monthly 
Photography Contest! Send us your 
photos and battle it out with other works 
of art from all over Japan in the hopes 
of becoming the highly coveted Photo of 
the Month. The photo with the highest 
number of votes will have the honour 
of being featured on the cover of the 
next issue, as well as being entered in 
the annual AJET Photography Contest.  
Submissions are welcomed from all 
current JET Programme participants. 

Submissions should be original, high 
quality JPG fi les. Contestants may submit 
one photo each month. This contest is for 
JET participants only. Send your entries to 

MONTHLY 
PHOTOGRAPHY 

CONTEST

contest@ajet.net. Current National AJET council 
members are not eligible to enter. In the case 
that you submit photographs where people are 
clearly featured, you must get permission from 
those featured before you submit their image.

Please submit your photos by August 23rd. A 
shortlist will be created and you will have one 
week to vote for your favourite photo via online 
poll at www.ajet.net/photos. Voting will be open 
from August 24th until midnight on September 1st.

Ownership/ Use Rights
Photographers retain the rights to their photograph. By 
entering the contest, photographers agree to have their 
submitted photograph published in the AJET Connect 
magazine, displayed on the AJET website 
and posted on AJET Facebook sites. Photos 
will be credited to the author named in the 
entry form. 

AJETコネクトの毎月の写真コンテストへようこそう！珍重されている今月の写真に選ばれるために、私たちに写真を送って、他の参加者の作品と勝負しましょう。 高得票者はその次の月の雑誌の表紙を飾る栄誉を受けるだけではなく、毎年のAJET写真コンクールにも入れます。提出する写真は現役JET参加者しか送ることはできません。

写真は自分で撮って、質の高いＪＰＧファイルで送ってください。一人につき、月に一度しか写真を提出できません。ＪＥＴ参加者に限られています。写真をcontest@ajet.netまで送ってください。全国ＡＪＥＴ役員会は参加できません。人の顔が明確に映っている写真の場合、本人からの許可を得なければなりません。

8月23日までに写真を提出してください。選抜候補者名簿ができ次第、www.ajet.net/photosで1週間あなたの一番好きな写真を投票する機会があります。投票期間は8月24日から9月1日の零時までです。

所有権・利用権

写真を撮った人は写真の利用権を保

有します。コンテストへ写真を提出

することで、ＡＪＥＴコネクト雑誌

にその写真を掲載すること、ＡＪＥ

Ｔウェブサイトに表示すること、Ａ

ＪＥＴフェイスブックのサイトに掲

載することに同意します。参加応募

用紙に書いてある名前は掲載された

写真に表記されます。
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AJET TREASURE HUNT
PRIZES TO BE WON
iPod Shuffl e

Tengu Natural Foods Gift Certifi cate

Meiji University Law in Japan Program Stationary Set

PEPY Ride Bike Bags w/assorted cycling items

Habitat for Humanity themed gifts

AJET Planet Eigo and Foxy Phonics Sets

and much more!

...and much more!

AJET
Room

Sign up 
for AJET

AJET
Workshop

Info
Fair

HOW TO WIN:
Track down the 4 locations on the map. 

Ask an AJET rep to stamp your map at each of the 4 locations. 

Once you have all 4 stamps, drop into the Katsura room, South 
Tower 4th Floor by 5:30pm MONDAY.

Show your completed map to an AJET rep. They will give you 
an entry form to complete and drop into the prize draw box!

 

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!


