
When I first came to Futatsui two years ago, I was
very nervous and felt like a small child. For the first
time in my life, I was an illiterate minority and
could not speak. I had never heard of Akita and I
knew nothing about Japanese culture. For me, it was
a year of firsts!
But, through the kindness and generosity of people
in town, I became accustomed to life in Futatsui. I
have enjoyed myself immensely here and have
leaned a lot about Futatsui life and Japanese culture.
But what I have most enjoyed has been meeting the
many different people who live in Futatsui. I will
never forget friends I have made here.
I will always hold close to my heart the memories
of playing Nihon Kenpo, morning baseball, carrying
the omikoshi in matsuri, the tea ceremonies, and
talking with people at their homes, shops, and
restaurants. My mother also shares these same feel-
ings after her visit.
I would also like to thank the teachers and students
at Futatsui junior high school. You students are
wonderful and I believe I have learned as much
from you as you did from me. I hope you study hard
and follow your dreams. You are the future of
Japan. Good luck!
I am very sad about leaving, but I am happy for all
the wonderful memories I have. I am also happy
that Futatsui will have another ALT, Jonathan
Walker Hall. I think he also may be very nervous at
first, but I am sure if everyone is as nice to him as
you have been to me, he too will love Futatsui. I
know he is very excited to meet you!
Again, thank you for everything from the bottom of
my heart. This has been the best experience of my
life.

Sincerely,

Geoffrey E. Fox

２年前に初めて日本に来た時、とても緊張し、
幼子になったようでした。読み書きもできず、話
すこともできない、といった感じでした。秋田の
ことを聞いたこともなく、日本の文化について何
も知りませんでした。私にとって、すべてのもの
が初めてでした。
でも、親切で心の広い町民のみなさんのおかげ

で、二ツ井での生活に慣れることができました。
私はここでの暮らしをおおいに楽しみ、二ツ井で
の生活のしかたや、日本の文化についてたくさん
のことを学ぶことができました。
私が最も楽しかったのは、たくさんの町民のみ

なさんと会えたことでした。ここで出会ったたく
さんの友だちのことを決して忘れないでしょう。
日本拳法、朝野球、おみこしを担いだ二ツ井の

お祭、茶道などを通して、町民のみなさんと（ご
家庭や、お店、飲食店などで）お話しできた思い
出が心に深く残っています。私の母も二ツ井を訪
れ、みなさんと交流できたことが楽しい思い出と
なって心に残っているようです。
また、二ツ井中学校の先生方や生徒のみなさん

にもお礼を申し上げます。生徒のみなさんは、と
ても立派で、みなさんが私から学んだことと同じ
くらい、私もみなさんからたくさんのことを学ぶ
ことができたと思います。一生懸命勉強し、夢を
追い続けることを期待しております。みなさんは
日本の未来です。がんばってください。
二ツ井を去ることは、とても寂しいことですが、

すばらしい思い出ができ、とても幸せです。また、
新しい外国語指導助手のジョナサン・ウォーカー
・ホールさんをお迎えできることをうれしく思っ
ています。ジョナサンも最初のうちはとても緊張
すると思いますが、みなさんが私にしてくださっ
たように彼に親切にしてくだされば、すぐに二ツ
井が大好きになると思います。彼は、みなさんに
会えることをとても楽しみにしています。
今一度、いろいろお世話になり心の底から感謝

します。二ツ井で暮らしたことは、私の人生の中
で最高の経験となりました。

敬具
ジェフリー・Ｅ・フォックス

平成13年７月30日から２年間、ＡＬＴ（外国語指導助手）として勤
めてきたジェフリー・Ｅ・フォックスさんが７月29日付けで任期を終
了し、町民のみなさんへ感謝の気持ちを込めたお別れのあいさつをい
ただきました。
今後は、将来の夢である弁護士になるため、ニューヨークの法律事
務所でアシスタントとして働き、学校に通うそうです。


