
ひょっとしたら、あなたは将来、JET プログラムに参
加し日本での生活を実感したいと考えている方でしょう
か？それとも、すでに JET プログラムを卒業して、そ
の頃を懐かしんだり、当時の JET 参加者たちのことを
気にかけたりしている元 JET 参加者の方でしょうか。
いずれにしろ、少し時間を頂いて、私の JET 時代のお
話をさせてください。

20 年前の今日は、日本に来て 4 か月が過ぎたばかり
の頃でした。私は、大阪に住んでおり、そのことをとて
も幸運だと感じていました。私には、東北の田舎や児童
が 25 人の小学校しかない島で教えている友達がいまし
た。お江戸の JET 参加者だったら夜な夜な六本木のブ
リティッシュ・パブ「ホブゴブリン」へ繰り出して、都
会の生活を謳歌していただろうけれども、私にとっては

“本物”の日本を知るには東京は不便なところだったの
で、大阪の方がましだと頑なに感じていました。しかし、
ほかのJET参加者の方たちが寄稿した「JETからの手紙」
を読んで、日本のどこに暮らしていよ
うがそんなことは関係ないということ
がやっと分かりました。それぞれの土
地が住んでいる人に特別な影響を与え
ていたのです。

私は大都市の南にある小さな町で暮
らし、そこで外国語指導助手として英
語を教えていました。そこでの最初の
夜、思いがけず誰かが私の部屋のドア
をノックし、私を夕食に招待してくれ
ました。その方は地元の町医者で交換
留学生のホストをしており、ロータ
リークラブで活動をしていたのです。
彼らは私の日本の家族となり、ほとん
ど毎週彼らと夕食を共にしました。今
でも連絡を取りあっています。別の日

には、ある女性が私を道端で呼び止め、金曜の夜に地元
の公民館で行う英会話教室に誘ってきました。その 1
週間後には、日本のお母さんは 10 人に増えていました。
毎週のように誰かが自家製の梅干しや塩昆布、炊き込み
御飯などを持ってきてくれました。

それは 1996 年のことで当時はインターネットもあ
りませんでした。その代わり週末のイベントの周知は電
話での連絡網で伝言していました。時には、週末の夜の
予定をみんなが一斉に電話で伝えようとするので、その
連絡網の順番を超えて情報が瞬く間にシェアされるので
した。当時、NTT で海外に電話をかけると一秒あたり
500 円くらいかかっていたので、一旦アメリカのミネ
ソタ州に電話をして、そこから折り返しの電話を待つと
アメリカの安い料金レートでイギリスの実家と電話で話
をすることができました。日本に来る前に私の前任者に
手紙を書けば、その返事に何か月もかかる始末でしたの
で、自分が日本に発つ時にはどうしようかと途方にくれ
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メキシコ人の友達と京都の居酒屋で
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ました。その時は自分がラッキーだと
は思ってもみませんでした。

私は、あらゆる場所を旅しました。
96 年のクリスマスにはジープを 4 人
で借りタイを巡りました。97 年の春
にはヒッチハイクで山形から大阪まで
旅をしました。98 年夏には 6 人の日
本人クルーたちと私の友人とともに
ヨットで太平洋を航海しました。おか
げで北海道の札幌、福井、沖縄の竹富
島、名古屋を巡ることができました。
また、淡路島の周辺を船で巡ったり、
中山道を歩いて旅をしたりしました。
納豆や焼酎、エイひれがとても気に入
りました。98 年の末に日本を去りま
した。以来、ほぼ毎年日本に戻ってき
ています。

ロンドンに戻ってからは三菱信託で
働きました。それから 13 年間は幾つ
かの金融機関で働きました。ただ、い
つも心のどこかで日本に関係する仕事
がしたいと思っていました。 そうし
て、ついに 3 年前、夢から実行に移
すことを決意しました。仕事を辞め、
日本に戻ってまた日本語の勉強を始
め、ラーメン屋になるための修行をし
ました。ロンドンに戻った私は、日本
での修行経験をもとに納得のいくラー
メンを完成させました。綿密な下調べ
の後、今から 3 か月前にある物件を
見つけました。そして、この記事が読まれる頃には、私
の店「ものほんラーメン」がオープンしていることで
しょう。

日本を去ってからの人生でとても多くの出来事があり
ました。最近では結婚をし、父親となり、自分自身のビ
ジネスを起こし、忙しくしています。しかし、時折立ち
止まって JET プログラムに参加していた頃の素晴らし
い何年間を振り返っています。多分、あなたもそうなの
では？

プロフィール
Ian Wheatley
ロンドン JETAA のメンバーであり、ものほんラーメ
ンの創設者。本物のラーメンをリーズナブルな価格で
提供する。1996 年から 1998 年までの間、大阪府で
ALT として働いていた。現在はロンドン在住。

Visiting�holy�sites�in�Nagano�Ken
長野県の穂高神社で

Monohon�–�a�newly�opened�ramen�restaurant.
オープンしたばかりの「ものほんラーメン」にて
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L E T T E R

英　語

A letter from ex JET

Ian Wheatley
Dear Reader,

Are you a prospective JET looking for the feel of life in Ja-
pan? Or more likely, you are an ex-JET, reminiscing and wonder-
ing if everyone else still feels the way you do about those years. Ei-
ther way, take 90 seconds out of what you are doing while I share 
my story with you.

20 years ago today, I had been in Japan just over 4 months. I 
lived in Osaka and felt so very lucky to be there. I had friends in 
the middle of the county-side in Tohoku or on an island with one 
shougakkou only and 25 kids to teach. I felt smugly too that Osaka 
was better than Tokyo because surely those Edo JETS were just 
hanging out at the Hobgoblin in Roppongi and not getting to see 
the ‘real Japan’. I have found out over the years though, from read-
ing letters like these, it didn’t matter where you got sent in Japan. It 
had a very special effect on everyone.

I lived and taught in a small suburban town just south of the 
big city. On my first night there someone knocked on my door and 
invited me over to their house for dinner. That turned out to be the 
local doctor who hosted exchange students and was tied in with 
Rotary in a big way. They became my Japanese family and I ate 
with them almost every week. To this day we are still in touch. 
Then another day, a lady stopped me on the street and asked me to 
visit her Friday night English conversation class at the local 
kouminkan. A week after that, I had another 10 Japanese mums; 
each week bringing me their homemade ume-boshi, shio-konbu and 
taki-komi-gohan.

It was 1996 and we didn’t have internet. Instead we had a 
telephone tree where one person would come up with an idea for 
Friday night, call one friend who’d call another and so on. Some-
times the tree would sprout roots off in all directions as people 
shared Friday night plans at the same time. Calling overseas on 
NTT was Y500 a second or something so we’d call a number in 
Minnesota and wait for a call back so we could call home to Eng-
land at US rates. Before I went to Japan, I wrote a letter to my pre-
decessor and waited, months… to get a reply.

I had absolutely no idea what to expect when I left for Japan. 
I didn’t know how lucky I was.

I travelled everywhere. Christmas 96 four friends hired a jeep 
and we explored Thailand. Spring ’97 I hitchhiked from Yamagata 
to Osaka. Summer ’98 I sailed the Pacific Ocean in a yacht with a 
crew of 6 Japanese, plus my mate and me. I went to Sapporo in the 

north, Taketomi-jima of Okinawa in the south. Fukui on the upper 
side, Nagoya on lower side. I sailed around Awaji Shima and under 
that huge bridge. I walked Nakasendo. I fell in love with natto. And 
sho-chu. And ei-hire. I left Japan in late 1998. I have been back al-
most every year since.

I worked at Mitsubishi Shintaku when I got back to London. 
And then a further 13 years in various financial firms. But the 
whole time I wondered about trying to do something Japan related 
again. Then 3 years ago I decided to stop dreaming and start doing. 
I left my job and went back to Japan to start studying the language 
again and train to be a ramen chef. I came back to London and cre-
ated my own ramen recipes. 3 months ago, after much searching, I 
found a property… and if all goes to plan I will have opened a ra-
men-ya called Monohon Ramen by the time this article is pub-
lished.

A millions things have happened in my life since I left Japan. 
Recently I got married, became a dad and launched my own busi-
ness. But every few days, I stop and think back to those amazing 
years on the JET program. Perhaps you do too?

Profile—
Ian Wheatley is a member of the JET Program Alumni Asso-

ciation of London (JETAA London). He is the founder of MONO-
HON RAMEN, in which he serves real ramen to Londoner at rea-
sonable prices. Monohon means “real thing” in Japanese slang. He 
was an Assistant Language Teacher on the JET Programme in Osa-
ka Prefecture from 1996 to 1998. He currently lives in London, 
UK. Contact him at < info@monohonramen.com >.  Visit his ra-
men restaurant’s web site at <http://monohonramen.com/>. 


