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私は英国のコーンウォールで生まれ、強い地域コミュ
ニティを持つ小さな村で育ちました。そのため、JET プ
ログラムに応募したとき、地方への配属を希望しました。
のちに、地方への配属を希望した応募者はほとんどいな
いことを知りましたが、それは間違いなく、JET プログ
ラムに応募したことに加え、これまでの人生で最も良い
選択の一つでした。

私は、群馬県の六合村に配属されました。私は六合村
で働く初めての JET 参加者だったので、暮らしに慣れる
ことは私にとって極めて大きな挑戦でした。もちろん緊
張しました。着任した当初は、私は日本語が全く話せず、
地元の人たちは誰も英語を話せませんでした。そして、
当時は 2001 年で、まだインターネットはダイアルアッ
プ接続で、携帯も途切れ途切れの電波がやっとでした。

今にしてみると、孤立した環境が、私を地元のコミュ
ニティや勤務先の学校ともっと関わることを促したので、
私の日本語能力と JET プログラム参加者としての経験に
おいて素晴らしい贈り物となりました。幼稚園 2 舎、小
学校 2 校、中学校 1 校に配属されたことで幅広い素晴ら
しい経験を得ました。私は、生徒たちが校種を越えて成
長し大人になっていくのを見ることができましたし、生
徒の両親や近所の人を知ることができました。

異なる年齢層の人たちと共に活動することは、さまざ
まな指導方法や関わり合いを学ぶ機会になりました。こ
れらの活動には単に小さな子どもたちと歌ったり踊った
りすること、また、年配の方々と楽しみながら学ぶこと
も含んでいます。日本の学校は多忙な環境にあるので、
私は同僚と協力する方法や、英語を他の科目にも取り入
れる方法も模索しました。小学校では、ローマ字を教え
る際、一緒にアルファベットを教えたり、体育や音楽の
授業を補助したり、マーチングバンドの指導の手伝いも

行いました。校外では、大人向けに無料で英語を教えた
り、地元のお祭りやイベント、伝統的文化活動に参加し、
保護者や地域のメンバーとつながりを持ちました。

日本を離れることになったとき、これらの経験から、
自然と JETAA に入ることになりました。JETAA 西オー
ストラリア支部の年次活動は、JET プログラム参加者
の誰もが有する日本での素晴らしい経験とのつながりを
保ちながら、州都パースや西オーストラリア州において
日本や日本文化に関する認識を広めることを目的として
います。

JETAA 西オーストラリア支部の活動はパースに暮らす
人々と彼らの段階や関心に合わせて関係を築くことを目
指しています。社交的なつながりを求めている人たちを
対象に、私たちは隔週で日英会話講座「KaiWA」を開催
し、日本や日本語に興味のあるさまざまな人が参加して
います。また、年に一度スワン谷へのツアーを開催して
おり、このイベントはパースに住む日本人の方々に特に
人気があります。文化的なつながりに関心がある人たち
のために、JETAA 西オーストラリア支部は毎年花見を開
催し、パース日本祭りや World of Food Festival にも

場所の価値はそこにいる人で決まる
JETAA西オーストラリア支部代表（元群馬県外国語指導助手）　Will Perera（ウィル・ペレラ）
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参加しています。また、より専門的なつながりを求める
人たちのために、JET 経験者と JET 応募予定者、また、
もっと一般的な日本に関連した仕事に関心のある人たち
を対象にしたキャリアナイトを年に一度開催しています。

これらのすべてのイベントは、熱心なボランティアに
より構成され、成長し続けている JETAA 西オーストラ
リア支部委員会によってコーディネートされ、在パース
日本総領事館とクレアによるサポートによって実現が可
能になっています。JETAA 西オーストラリア支部は、
総領事館を通じて西オーストラリア州内の他の日本関連
団体と協働していることも誇りに思っています。豪日協
会、日本商工会議所、サポートネット虹の会、パース市
役所など、すべて国際交流に積極的に取り組んでいる団
体であり、彼らのおかげで JET プログラムに参加しよう
と思った志を忘れずにいられます。 

この分野における JETAA 西オーストラリア支部の業
績は最近、外務大臣表彰を受け、私は謹んで JETAA 西
オーストラリア支部の会員全員とこの素晴らしい名誉を
わかちあいました。それは、歴代の JETAA 西オースト
ラリア支部の会長の功績と彼らが作り上げた素晴らしい
JETAA 西オーストラリア支部に対する表彰でもありま
した。西オーストラリア支部は、これからもまっすぐ前
進していきます。

日本について最も恋しいものは何ですかと尋ねられた
とき、私はいつも人々だと答えます。その土地を形成し
ている日本の人たちです。温泉も食べ物も景色でさえも、
日本人との思い出にはかないません。

私は、JET 参加者としての時間をいつも大切に心にし
まい、他の人たちが自身の素晴らしい思い出を作る手助
けをするために働き続けるつもりです。
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Will Perera
JETAA 西オーストラリア支部会
長。英国で生まれ育ち、2001年
に JET プログラムにより来日、
以降 11 年間、2012 年にパース
に移住するまで、群馬、福島に
暮らす。余暇には音楽、ボラン

ティアなど活動的に過ごしており、現在、救急救命士
になるための勉強をしている。

外務大臣表彰式

JETAAWA キャリアナイト 2017 の様子

日本酒を紹介するイベントの準備

プロフィール
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I was born in Cornwall, in the United Kingdom, and grew up 
in a small village with a strong community, so when I applied for 
the JET Programme I ticked the box for a rural placement. I found 
out later that very few JET applicants do this, but it was surely one 
of the best decisions I ever made (in addition to applying for JET).

I was placed in Kuni-mura, in Gunma prefecture. I was the 
first ever JET to be based there, so it was extra challenging for me 
to settle in – I was nervous of course, I didn’t speak any Japanese 
at all and none of the locals spoke English, and this was 2001 so 
internet was dial-up and mobile phone coverage was patchy at best.

As it turned out, being isolated was a great gift to my Japanese 
and my JET experience, as it encouraged me to engage more with 
the local community and the schools where I worked. Being spread 
across two kindergartens, two elementary schools and one junior 
high school offered a range of great opportunities. I was able to see 
my students grow and mature as they moved between schools, and 
to get to know their families as both parents and neighbours.

Working with different age groups was a chance to develop 
a range of teaching and engagement styles; this included simply 
singing and dancing with the small children, or blending fun 
with learning for the older age groups. Japanese schools are 
busy environments, so I also sought out ways to collaborate 
with colleagues and incorporate English into other classes – at 
elementary school I blended the alphabet with the delivery of 
Japanese rōmaji, assisted with sports and music classes, and even 
helped to coach the marching band. Outside school I engaged 
with parents and community members by teaching free adult 
English classes, and also participating in local festivals, events and 
traditional cultural activities.

When it came time to leave Japan, these experiences made for 
a natural transition into the JET Alumni Association. Our annual 
activities aim to spread awareness of Japan and Japanese culture in 
Perth and Western Australia, while also maintaining our connection 
with this great experience that we all share.

Our activities are aimed at engaging with the people of 
Perth on a range of levels and interests. For those seeking social 
connections we have our fortnightly English/Japanese conversation 
exchange, KaiWA, which brings together a wide range of people 

with an interest in Japan and Japanese. We also organise an annual 
tour of the Swan Valley, which is especially popular with Japanese 
people living in Perth. For those interested in cultural connections 
we have our annual Hanami event, as well as participation in the 
Perth Japan Festival and World of Food Festival, and for those 
seeking more professional engagement we organise an annual 
Careers Night aimed at both past and (potential) future JETs, 
as well as those with a more general interest in Japan-related 
employment.

All of this is coordinated by our continually growing 
committee of enthusiastic volunteers, and made possible by the 
support of the Consulate General of Japan in Perth and CLAIR. 
Through the Consulate we are also proud to collaborate with other 
Japan-related organisations in Western Australia. The Australia-
Japan Society, the Japanese Chamber of Commerce, Nijinokai, the 
City of Perth and others are all excellent advocates for international 
relations, and allow us to continue the philosophy that inspired us 
to become JETs in the beginning.

Our achievements in this area were recently recognised 
with the Foreign Minister’s Commendation, a great honour that I 
was humbled to share with everyone in JETAAWA. It was also a 
recognition of the hard work of the presidents before me and the 
great organisation that they have built, which continues to go from 
strength to strength.

When people ask me what I miss most about Japan, I always 
say the people. It’s the Japanese people that make the place, and 
no amount of hot springs, food or scenery could ever approach the 
life-changing nature of that experience. I will always treasure my 
time as a JET, and keep working to help others make their own 
wonderful memories.

Profile——
Will Perera is the current President of the JET Alumni 

Association of Western Australia. Born and raised in the UK, he 
went to Japan on the JET Programme in 2001 and stayed there for 
11 years, living in Gunma and Fukushima, before relocating to 
Perth in 2012. In his free time he enjoys music, volunteering and 
staying active, and is studying to become a paramedic.

President of the JET Alumni Association of Western Australia, Former Gunma JET 2001-4
Will Perera

A place is only as good as the people you know in it
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