
　今回は、今年の夏に来日した泉川中学校と山城中学
校の英語指導助手のウィスマン・アダム（Adam 
Wisman）先生にインタビューをしました。　　
B： 自己紹介をお願いします。
A：ウィスマン・アダムと申します。バージニア州にあ
るウィズビルという小さなまちから来ました。白人、黒
人、ラテン人と東アジア人の文化とコミュニティが混在
していて、面白いなまりや方言があふれるまちです。
B：日本に来たのは初めてですね。日本の生活に慣れましたか？
A：エアコンの使い方と日本の湿度に慣れるまで少し
時間がかかりましたが、日本での生活は大好きになり
ました。特に木津川市で出会った皆さんは、すごく優
しくて活発なので最高です。
B：アメリカの何が一番恋しいですか？
A：私の家族、家族との笑い話、そしてお母さんの手
料理ですね。特にお母さんのカントリー・ハムとマカ
ロニ・アンド・チーズがとても食べたいです。
B：日本に来て初めて食べたものは何ですか？口に合
いましたか？
A：うどんが大好きです！漬物も食べてみましたが、
私の口には合わず、飲み込みました。
B：一番好きな日本語は何ですか？
A：「似合う」という言葉が好きです。英語の「meow」
（ミャオ、猫の鳴き声）と発音が似ているので。アメリ
カの若者は、魅力的な人を見かけたら「meow」と言
います。
B：一番好きな英語は？。
A：「nifty」（ニフティ、すてき）が好きです。アメリカ
南部のアクセントで「nifty」は、音がすごく面白いから
です。高校の時に、この言葉が流行っていたから、今聞
いたら懐かしい気持ちになります。
B：最後に木津川市の皆さんに一言お願いします。
A：いつも優しくしてくれてありがとうございます。
日本語を頑張って勉強していますので、皆さんと一緒
にたくさんお話ししたいです！よろしくお願いしま
す。

　英語とユーモアを交えながら、アメリカと台湾の交通事情などを紹介します。
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定　員

11月27日（木）　午後2時～3時30分
市役所4階「4-4会議室」
市内にお住まい又はお勤め、通学している方
※イベントは主に日本語でおこないます。
20人（応募多数の場合抽選）

申　込

問合せ

11月14日までに、①参加者氏名、②住所・郵便
番号、③電話番号、④年齢、⑤性別を記入して
E-mail又はFaxで次へ。
学研企画課　☎75-1201　Fax75-2701
Email：kikaku@city.kizugawa.lg.jp 　 

国際交流・異文化講座

第4回まったLEE・BRIANまったLEE・BRIANまったLEE・BRIANまったLEE・BRIAN 無料
アメリカと台湾の交通事情

～マイカー・マイトラック・マイオートバイ～

　For this month’s column, I interviewed the new ALT 
of Izumigawa Junior High School and Yamashiro 
Junior High School, Adam Wisman.　　
Brian(B)：Hi, Adam. Tell us about yourself.
Adam(A)：Hi, I’m Adam Wisman. I’m from Wytheville, 
Virginia. It’s a small town but we have a cultural mix 
of Caucasian, African American, Latino, and some 
East Asian communities. There are many interesting 
accents and dialects.
B：It’s your first time in Japan. How do you like 
it so far? 
A：I love it. I did have to get used to the 
air-conditioning and the humidity. People I have 
encountered in Kizugawa City have been caring 
and spontaneous. It’s great.
B：What do you miss most in the US? 
A：My family, our shared humor, and my mom’s 
food, especially country ham with homemade mac 
and cheese.
B：Any Japanese dish you tried after you got 
here? Did you like it?
A： I love udon! I also tried pickled vegetables but I 
had to bare it.
B：What’s your favorite Japanese word you 
have learned so far? 
A：似合う (　　, lit. to fit, to look good) because it 
sounds like“meow,”which is something we say 
when we see someone attractive.
B：What’s your favorite English word?
A：Nifty. The word got popular in high school. It 
sounds hilarious in a southern accent. It reminds 
me of my high school days.
B: Anything you would like to say to everybody 
in Kizugawa City?
A： I am very thankful that everyone has been 
kind to me. I am trying to learn Japanese, so 
please talk to me when you see me.
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プロフィール　BRIAN LEE
（リー・ブライアン）
24歳　アメリカ（ロサンゼルス）出身
言語：英語、中国語、日本語、台湾（福建）語
趣味：音楽、ホラーゲーム、バレーボール

プロフィール　Thomas Adam Wisman
（ウィスマン・トーマス・アダム）
22歳　アメリカ（バージニア州）出身
言語：英語、スペイン語、日本語
趣味：音楽、コンサート、日本語勉強

第2代国際交流員コラム
第2代国際交流員コラム
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