
Good morning Kocho-sensei, Fuchu-kocho-sensei, the teachers and students of Junten. I'm thankful for 

my time at Junten and I'm sad that it's ending so soon. I feel like I was just introducing myself to you and 

now I'm going back to America. I have learned a lot of new skills here that will be applicable when I 

teach in Iowa. I will also keep on studying Japanese so that one day I can have conversations with 

everyone in Japanese.  Even though I am going back to America, I will still cherish my memories of 

Junten and Japan. For example, the cultural festival, which I enjoyed because I could see all of the hard 

work that the students put in to make it special. One of the horror rooms even got me to cry, so thank you. 

Then I was able to experience a tea ceremony, try on kimono, learn Italian, and go to Sports Day. These 

events make Junten a really special and amazing place to work at. So, I wanted to say thank you! All of 

the students at Junten work really hard and it definitely shows not only at these events but also in the 

classroom.  Your dedication to learning English will be helpful to becoming fluent in the future. Try not 

to take these opportunities for granted and communicate with the teachers in the ELC and the students 

from other countries. Don't be afraid to make mistakes and learn from them. The staff is an inspiration to 

me too. I appreciate that a lot of the teachers tried talking to me in English and Japanese. I also enjoyed 

working with the English teachers. I came to know many of you and I wanted to say thank you for 

helping me grow as a person and as a teacher. I'm also going to miss the ELC family. We had a lot of fun 

times together. Whenever I was stressed, I could always count on them to make me laugh. I also want to 

say thank you to Mori-sensei, without you, I would still be left at the JET orientation, so thank you for 

your continued help and warmth. I also wanted to say thank you to Sheiba-sensei her support and 

becoming a great friend. Before I start crying, I always end my classes with “I'll see you next week”. But 

this time, I won't see you next week. So, I will end this speech with, “See you again.” Thank you for 

everything! 

 

校長先生、副校長先生、順天学園の先生と生徒のみなさんおはようございます。私が順天学園ですご

した一年に感謝し、それがもうすぐ終わってしまうことを悲しくおもっています。このまえ、みなさんに自

己紹介したばかりなのに、もうアメリカに帰るときがきてしまいました。アイオワで教えるときにやくにた

つ、たくさんの新しいスキルを順天で学びました。いつか、みなさんと話ができるように、日本語の勉強

もつづけます。 



順天、日本ですごした一年はたいせつな思い出がいっぱいです。みなさんが、一生懸命に努力し、特

別なものを作った文化祭はわすれられません。おばけやしきでは泣かせてくれてありがとう！茶道も体

験したり、きものを着たり、イタリア語も学んだり、体育祭（たいくさい）も経験しました。私には順天が特

別な場所になりました。ほんとうに、ありがとうございました!  

 順天の学生は熱心で、それはイベントや教室でもよくわかりました。みなさんの英語学習への熱意で、

しょうらい英語がきっと話せるようになります。 与えられた機会を大切に、ELC の先生たちや留学生と

たくさん話してください。間違いはこわがらないで、そこから学んでください。  

 

 順天で私を支えてくださった先生たち、スタッフからたくさんの刺激をいただきました。英語、日本語で

も私に声をかけてくれたみなさん、ありがとうございます。大好きな会話は、ムーンブリッジです! また

英語科の先生との会話も,とてもたのしかったです。なかよくなった先生がたくさんいます。人間として、

また教師としても成長できました。感謝しています。ELC ファミリーとのおわかれもさみしいです。たくさ

んのたのしい時間を一緒に過ごしました。仕事（しごと）がたいへんなときも、ELC のスタッフが笑(わら)

わせてくれました。森先生にもお礼をもうしあげます。森先生なしでは、JET のオリエンテーションにいた

ままだったでしょう。ずっと温（あたた）かく支えてくださり、ありがとうございました。そしてシェバ 先生

はいつもサポっとしてくれて、いいともだちになってありがとうございました。 

 

 みなさんとのおわかれはとてもつらいです。なみだが出てしまうので、”らいしゅう、あいましょう”といっ

てクラスを終えることにしていました。でも今日は、”らいしゅうはありません”から、スピーチは”また あ

いましょう”でクローズします。 

みなさん、ほんとうにありがとうございました! 


