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What colorful eggs!

EASTER EGG EVENT
Do you know about Easter?
Easter

is

a

Christian

festival

Resurrection of Jesus Christ.

celebrating

the

Eggs are used as a

symbol of lives or resurrection in Easter. Rabbits are
also used as an Easter’s symbols because they have

lots of children.
We, MEP members, also celebrated Easter on April
28th. 11 students joined the event.
learned the origin of Easter.

First of all, we

Then we did EGG

PAINTING! Using food colors, we decorated many eggs.
After Egg painting, we “hunted” eggs. It is one of the
popular Easter events in Canada.

Children search

hidden eggs in the yard. We looked for hidden eggs in
the cooking room and the art room. One was hidden
behind the curtain, another was hidden in a desk… we
had a lot of fun.
Of course, we ate painted eggs!
delicious.

They were

We put salt on them, or the spice Matt

brought from Canada on them. The taste was different
but it was nice.

After the egg painting…

INTERVIEW

WITH

MR. MATTHEW

NECHACOV

Part 2

On the previous MEP journal, we had an interview with our ALT. This is the latter half of the interview.
A : How many people in your family?
A : If you had one wish,

M : In my whole family? My whole

what would you wish for?
M : It’s difficult question.
I would wish for everyone
to be happy. Everyone is
happy, then everyone will
be super happy.
Actually I just really, really want, COFFEE. If
it is my own wish, for myself, I wish for
unlimited coffee, or unlimited steak. But,
maybe, everyone will be happy, that’s the best
wish.
A : What kinds of coffee do you like?
M : I like any kind of coffee. But I don’t like
canned coffee, in Japan, in the bending
machine. There is a strange taste. But any
fresh coffee is my favorite.
A : Which animal would you be?
M : I would be a red panda. Because they always
have fun. They are always playing.

family is maybe more than 100 now,
many, many family members. I have
many uncle s and many cousins.
And now, my cousins many are
getting
married
and
having
children. Sooooo big family. I don’t know
everyone’s name because there is always new
baby, new husband or wife, new marriage. So I
don’t know everyone because I’m in Japan. It’s
very far. But my family is very friendly.
A : What is your favorite sports?
M : I like to play volley ball and snowboarding,
and I like to watch soccer on TV.
A : What do you think about Meiko’s students?
M: I think Meiko’s students are so friendly,

sometime they are shy, but usually, not shy.
And sometimes if I go home, walking or riding a
bike, some Meiko’s students say “Hi!” or “See

A : How many children

you!”. That makes me so happy. Even if I had

do you want?
M : Maybe, two or three?

really bad day, but students said “Hi, Matt!” or

A : Boy or girl?

a good day.

M : One of each.
One boy, one girl.
A : Sounds nice.
A : What was your high school life like?
M : I was not a good student.
A : Please tell me more!
M : How much do I want to tell you….I was a bad
student but I could get the high score so I
didn’t study so much but I could get high score.
I was kind of crazy students in my high school.
BUT now, I changed. I’m not like that.
If I tell you stories about my high school life,
maybe your image of me will change, so I don’t
want it to change.

“See you!” then it made me so happy. Then I had

A : What do you want to tell 1st year students?
M : I want to say “Don’t be shy”, of course, and
“Please enjoy MEIKO” it’s really good school
and very fun. You can have lots of fun and You
can make really good memories at MEIKO.
And please don’t be like me when I was high
school student. Please do your homework and
study hard.
A : That’s all for the questions. Thank you.
M : Thank you!

This year’s participants

EASTER EGG EVENT
皆さんはイースターについて何かご存じですか？
イースターはイエス・キリストの復活をお祝いするキリスト教のお祭りです。イースターではたまごが命や復活の象徴と
して使われます。ウサギも子だくさんなため、イースターの象徴として使われています。
私たち、MEP メンバーも、4 月 28 日にイースターを祝いました。11 人の生徒がイベントに参加しました。まず、イ
ースターの起源をまなび、そして EGG PAINTING を行いました！食紅を使って、たくさんのたまごを彩りました。
Egg Painting のあと、私たちはたまごを“狩り”ました。これはカナダでは人気のあるイースターイベントの一つです。
子供たちは庭に隠された卵を探します。私たちは家庭科室と美術室に隠されたたまごを探しました。カーテンの後ろに隠さ
れてたり、机の中に隠されていたり…とても楽しかったです。
もちろん、色を塗ったたまごは食べましたよ！おいしかったです。たまごに塩をかけたり、マット先生がカナダから持っ
てきてくれたスパイスをかけて食べました。スパイスは変わった味がしましたが、おいしかったです。
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前回の MEP ジャーナルでは、私たちの ALT の先生にインタビューをしました。今回はその後半をお送りします。

彩乃（A）
：もし一つ願うとしたら、何を願いますか？
マット（M）：難しい質問だねぇ。みんなが幸せになります
ように、かな。みんなが幸せになったら、そしたら
みんなもっと幸せになるからね。
でも実際、本当に願うのは、コーヒーかな。僕の、
自分のための願い事なら、無制限のコーヒーか、無
制限のステーキを願うね。でも、まぁたぶん、みん
なが幸せになりますように、というのが一番いいお
願い事なんだろうね。

A: 何人家族ですか？
M: :家族全員？家族全員だと、今はたぶん 100 人を超え
るよ。大・大家族なんだ。おじさんといとこがいっぱい
いて、で、今はいとこの多くが結婚して、子供がいるん
だ。すっっっっごく大家族。僕も全員の名前わからない
んだよね。だっていつも会うたび新しい赤ちゃんがいた
り、新しい旦那さんや奥さんがいたりと新しい結婚があ
るからね。今は日本にいるから、全員は知らないんだ。
遠いしね。でもうちの家族はとても仲がいいよ。

A: どの種類のコーヒーが好きなんですか？
M: 何でもいいね。でも日本の自動販売機にある缶コーヒー
は嫌い。変な味がするよ。でもフレッシュなコーヒーなら
何でも好きだね。

A: 好きなスポーツはなんですか？
M： バレーとスノーボード、あとテレビでサッカーを見
るのが好きです。

A: どんな動物になりたいですか？
M: レッサーパンダかな。いつも楽しんでるから。いつも遊
んでるでしょ。
A: 子供は何人ほしいですか？
M: たぶん、２～３人かなぁ。
A: 男の子？女の子？
M: 一人ずつ。男の子一人、女の子一人。
A: いいですね。
A: 高校時代はどんな感じだったんですか？
M: あんまりいい生徒じゃなかったなぁ。
A: もっと教えてください！
M: どのくらい教えたらいいかなぁ…僕は悪い生徒だった
んだけど、成績はよかったからあんまり勉強はしなかっ
たんだ。でもテストの点は取れたんだよね。高校では、
ある意味ちょっとおかしい生徒だったんだ。でも、今は、
僕は変わったよ。あんなじゃないからね。
もし僕の高校生活の話をしたら、みんなの僕に対するイ
メージが変わっちゃうかもしれないから、できればそう
したくはないんだよね。

A:
名高生のことをどう思います？
M : 名高生はとても友好的だよね。時々シャイだけど、
でも普段はシャイではない。たまに自転車とか歩いて家
に帰るとき、名高生が「Hi!」とか「See you!」とか行
ってくれるんだ。あれは本当にうれしいんだ。いやなこ
とがあった日にも、生徒が「Hi, Matt!」とか「See you!」
とか言ってくれると、うれしくなるんだ。そしたら、い
い日になるよね。

A: 1 年生には何を伝えたいですか？
M: 「恥ずかしがらないで」と、あともちろん「名高を
楽しんで」と言いたいね。本当にいい学校だし、楽しい
よ。名高で楽しめるし、本当にいい思い出を作れるよ。
そして、高校時代の僕みたいにならないでほしいね。宿
題して、一生懸命勉強をして。
A: 質問は以上です。ありがとうございました。
M: ありがとう！

