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A word from another world

A New American in Higashikawa

Jenny Rego
Hello! My name is Jenny Rego and I’m a new JET in
Higashikawa. I am working as an Assistant Language
Teacher at Higashikawa Elementary School teaching
1st, 3rd, 5th, and 6th grade. I also work twice a month
at the Yoji Center with the four and five year olds.
I came to Japan from Boston in the United States of
America. Boston is where the American Revolution
began, so it’s a city with a lot of history. We’re also
very proud of our sports teams, especially our baseball
team the Boston Red Sox! We’ve had several Japanese
players including Daisuke Matsuzaka and currently
Hirokazu Sawamura.

I graduated in 2018 from Suffolk University in
Boston with a degree in international relations. Before
the pandemic, I was working for the European Parliament in Brussels. I enjoyed living in Europe, but it’s always been my
dream to come to Japan. I had never taught before working in Higashikawa, but I already love it! The kids are so much fun
and the teachers and staff have been incredibly welcoming. I’m so grateful to be working here.
I went to university in Boston, but my hometown where I grew up is actually about an hour south of Boston. It’s called
Freetown. It’s a small town with a lot of beautiful nature and a population of 8,000 people, very similar to Higashikawa.
We have forests and lakes instead of mountains and rivers, but the familiarity and comfort that come with living in a small
town are exactly the same. Perhaps that’s part of the reason why Higashikawa already feels like home.
I’ve been having so much fun meeting new people and exploring Higashikawa. I’m currently studying Japanese so if you
see me around town please don’t hesitate to speak with me, I would love to practice! I only understand a little but I try my
best. Thank you again to everyone who has welcomed me to Higashikawa!

東川の新しいアメリカ人 ジェニー・レゴ
こんにちは。ジェニー・レゴです。町の新しいＪＥＴです。
東川小学校の外国語指導助手として、１，３，５，６年生を
教えています。また、幼児センターでも月に２度、４歳児や
５歳児と活動します。
アメリカのボストンから来ました。ボストンはアメリカ独
立戦争が始まった場所で、とても歴史豊かです。また、スポ
ーツチーム、特に野球のボストン・レッドソックスを皆とて
も誇りに思っています。松坂大輔さんがいましたし、今は澤
村拓一さんなど日本人の選手もいます。
2018年にボストンのサフォーク大学で国際関係学を専攻
し、卒業しました。コロナ禍の前は、ブリュッセルの欧州議
会で働いていました。ヨーロッパでの生活は楽しかったので
すが、日本に来ることがずっと夢でした。東川に来るまでは、
教えた経験はなかったのですが、すでに大好きになりました。
子どもたちはとても楽しく、先生やスタッフは信じられない

くらい気さくです。ここで働くことができて、本当に感謝し
ています。
大学はボストンにありましたが、育った故郷はそこから南
に１時間ほどのフリータウンという町です。美しい自然に恵
まれた人口8,000人の小さな町で、東川とよく似ています。
山や川ではなく、森や湖があるですが、小さな町に住むこと
で得られる親しみや快適さは、全く同じです。ここがすでに
故郷のように感じるのも、そんなところに理由がありそうで
す。
新しい出会いや町の探索をとても楽しんでいます。ただい
ま日本語勉強中なので、街で見かけたら、ぜひ遠慮なく声を
かけてください。ぜひ練習したいです。少ししかわからない
と思いますけど、一生懸命頑張ります。東川へ私を歓迎して
くれた全ての方々、本当にありがとうございました。
（訳：宮地晶子）

ＪＥＴ…Japan Exchange and Teaching Programmeの略称。小中学校で外国
語やスポーツなどを教えるプログラムで、ジェニーさんはその中のＡＬＴ：
Assistant Language Teacher（外国語指導助手）として着任しました。
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