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Let’s know about Matt-sensei more!!

INTERVIEW WITH MR. MATTHEW NECHACOV

D o you know about Mr. Matthew Nechacov?? Of

Part 1

A : What are some crazy Canadian cultures?

course, you know him, but don’t you want to know
him more? As MEP LEADERS, Ayane Tanemoto
(2B) interviewed with our ALT and Kazane
Sugata(2D) took note of the interview. Matt told them
interesting stories about him and his country’s
culture.

M : Crazy…hm…In Canada, sometimes people do

Ayano(A): May I ask you some questions?

M : Ah… sometimes we put some maple syrup on

Matt (M): Yes, of course!

Kazane (K) : House dust?

bacon or other meat...it’s really good. It’s
delicious. Let’s see …What else is crazy..?
Crazy Canadian culture…Like for, what part
of Canadian Culture.? School life or work or…
what kind of?
K : School life

M : House dust, too. But penicillin is a type of

M : I guess we don’t wear school uniforms. It’s not

A : First, do you have any allergies?
M : Oh, yes. I have peach allergy and penicillin.
A : Penicillin.

medicine.
A : Next, how tall are you ?
M : I am around 178cm.
A : Very tall!

Polar Bear Swim. Do you know Polar Bear?
So, Polar bear swim is ,in the winter,
sometimes, people go to the lake, or the big
pond, and break the ice and they go swimming
in the winter. That’s kind of crazy.

so crazy. Ah! I have it! Once a year, we have
a special day at school called Pajama day.
A : Pajama day?
M : So you can wear pajamas and come to school.

A : What is your favorite food?

That’s kind of crazy. That’s called Pajama day.
A : Can teachers join Pajama day?

M : My favorite food is… meat, steak, hamburger,

M : Yeah, if they want.

chicken, beef… I love meat.
A : What is your name??
M : My name?? (with a bitter smile) My name is
Matthew Alexander Nechacov.
A : How old are you?
M : I am 28 years old

And in my high school, teachers have Casual
Friday. Usually teachers wear nice clothes
but on Friday, they can wear jeans and T-shirt
or something. That’s OK only on Friday.
M : We have big cafeteria to eat lunch. Sometimes,

A : When is your birthday?

there is Food Fight.
A : Food Fight?

M : My birthday is February 7th.

M : Yeah. If someone throws food, then everyone
will join and throw food. Only SOMETIMES.

And people will get in lots of trouble. When I
was high school student it happened only two
or three times. Not so often.
A : Did you do food fight?
M : No, I didn’t. I quickly escaped because it’s
REALLY messy. So some people escaped, and
some students just joined. Then, everybody
who joined food fight, they have to clean up.

and many cultures join Canada. So I like
Japanese culture. It is very old and very
traditional. People are usually very polite and
kind. people are usually very clean. Japanese
culture seems to be very artistic, food is like
art, clothes are art everything is art.

M : Well… I guess, it’s not so crazy, but in Canada,
you can drive when you are 16 so students can
drive to school so we can drive to restaurant for
lunch time. Little bit different.
A : Next, what kind of potatoes do you like?
M : Potatoes??? I like Yukon gold.
A : What do you like about Japanese culture?

They had so nice interview, so it will continue to next
MEP journal. On the next journal, he will talk about
his dream, impressions of MEIKO, and so on!
Continue to part2 …

M : Japanese culture is very different from
Canadian culture. Japan has very long history.
But Canada is pretty new. It’s new country,

マット先生にインタビュー

Part 1

あなたはマシュー・ネチャコフ先生を知っていますか？もちろん知ってるでしょうけど、でももっと知りたくはないですか？MEP リーダーとして、種本彩乃さん（２B）
がインタビューして, と菅田風音さん（２D）が、そのメモをとってくれました。マット先生は自分について、そして彼の国の文化についておもしろい話をしてくれました。
彩乃（A）
：質問してもいいですか？
マット（M）
：うん、もちろん！
A:まずはじめに、アレルギーとかはあります
か？
M:はい。桃のアレルギーと、ペニシリンに。
A:ペニシリン？
K:ハウスダストのこと？
M:ハウスダストにもアレルギーはあるよ。で
もペニシリンっていうのは薬の一種だね。
A:じゃあ次に、身長は何 cm ですか？
M:大体１７８cm くらいだね。
A:大きいですね！
A:好きな食べ物は？
M:好きな食べ物は…肉、ステーキ、ハンバー
ガー、鶏肉、牛肉…肉が本当にすき。
A: お名前を教えてください
M:名前？（今ここで聞くの？という顔で）マ
シュー・アレクサンダー・ネチャコフです。
A:おいくつですか？
M:２８歳です。
A:誕生日はいつですか？
M：２月７日だよ。
A:カナダのクレイジーな文化はどんなのが
ありますか？
M:クレイジー…うーん…カナダでは Polar
Bear Swim を時々やるんだ。Polar Bear（ホッ
キョクグマ）はわかる？Polar Bear Swim って
いうのは、冬に、時々、湖や大きい池にい
って、そして氷を割って真冬にそこで泳ぐ
んだ。クレイジーでしょ？
M: あー…時々ベーコンとか肉とかにメープ

ルシロップをかけたりもするなぁ…本当に
いいんだよ。おいしい。
うーん…ほかにクレイジーなことかい？ク
レイジーなカナダ文化…っていうのは、カ
ナダ文化の中のどんな部分について？学校
生活とか、仕事とか…どんな種類の？
K: 学校生活で。
M: 僕らは制服を着ないんだ。でもこれはそ
んなにクレイジーじゃないか…あ！そう
だ！年に一回、学校で特別な日があるんだ。
Pajama day っていうね！
A: Pajama day??
M: パジャマを着て、学校に来ていいんだ。
これってクレイジーでしょ？これが Pajama
day だよ。
A: 先生も Pajama day に参加できるの？
M: うん！参加したければね。
あとうちの高校では、先生方は Casual
Friday があったよ。たいてい先生はいい服を
着てるんだけど、金曜日は、ジーンズとか T
シャツとかを着ていいんだ。金曜だけね。
M: 大きなカフェテリアがあって、昼食を食
べるんだけどね、そこで Food Fight が時々起
こるんだ。
A: Food Fight?
M: うん。もし誰かが食べ物を投げだしたら、
みんなが投げるのに参加するんだ。ほんと、
時々だよ。で、大混乱になるんだ。高校生
の時に２・３回だけあったんだ。そんなし
ょっちゅうではないけどね。
A: マット先生も参加したんですか？
M: いや、僕はすぐ逃げたね。だって本っ当

に散らかるんだ。だから、逃げる人もいれ
ば、参加する人もいるんだ。で、参加した
人はみんな、掃除するはめになるんだ。
M: あと…そんなクレイジーじゃないけど、
カナダでは、１６歳から運転できるんだ。
だから学校に運転してきて、昼にはレスト
ランまで車で行けるんだ。ちょっと違うで
しょ。
A:好きなジャガイモの種類は？（マット先生
は毎年芋掘りにいきます）
M:ジャガイモ(笑)?ユーコンゴールドかなぁ。
A: 日本文化についてはどう思いますか
M: 日本の文化はカナダの文化とすごく違っ
ているね。日本はとても長い歴史があるけ
ど、カナダはかなり新しい、新しい国で、
いろんな文化がカナダには取り入れられて
いるんだ。だから日本の文化が好きだよ。
古くて、伝統があって。人々はとても礼儀
正しく、親切で、たいてい公正で。日本文
化はとても芸術的で、食べ物も芸術みたい
だし、服や、美術とか、すべてが芸術的に
思えるよ。
インタビューはとても盛り上がったので、
次回の MEP ジャーナルに続きます。マット
先生は自分の夢や、名高の印象などなどに
ついて話してくれます！
Part2 に続く…

