はじめまして。
私はスティバードホークス・マクスウェルと申します。
名前が少し長いので、「ホークス」または「マックス」
と呼んでください。2021 年８月から、北海道庁国際課で、
国際交流員として勤務しています。
私はオーストラリアの首都キャンベラで生まれたのですが、生後２週間でイギリスへ引っ
越したので、その当時の記憶はほとんどありません。育ったのはイングランドのウォリック
シャー州という所で、ウィリアム・シェークスピアの出身地としてよく知られています。ま
た、ラグビーの発祥地（ラグビー町のラグビー校で誕生）であり、世界で初めて芝テニスの
クラブが設立された地方（私の地元ロイヤル・レーミントン・スパです）でもあるので、小
さいながらも文学とスポーツの豊かな歴史を持つ地域ではないかと思います。
ウォリックシャー州の気候や風景は、ALT として３年間暮らしていた白糠町がある道東に
非常に似ていると思います。両地域とも気候が比較的穏やかで、よく霧がかかり、小雨が降
ります。生息する動物や育つ植物もかなり似ています。逆に、最も異なるのはスケール感で
す。ウォリックシャー州は、緩やかな起伏の丘が広がっていますが、道東には、広大な釧路
湿原や阿寒摩周国立公園のそびえ立つ山々があります。スケールの違いに慣れるまで時間が
かかりましたが、３年を経て、白糠は私にとって第二の故郷となりました（キャンベラを入
れたら、第三になりますね）。
そして、このたび道庁での勤務に伴い、自分を取り巻く環境が再び大きく変わりました。
のんびりした田舎での暮らしから、慌ただしい都会生活が日常になりました。田舎出身の私
にとって、どういうわけか札幌の高層ビルが阿寒岳の雄大な山々よりも威圧的に感じます。
でもそんな変化にも徐々に慣れていき、もっと道央のことを学んでいきたいと思います。
私の趣味はギターとサイクリングです。テレビゲームもたしなみます（笑）。白糠にいた
時は、雪のない季節に自転車でよく山道を走っていたので、道東の地形に慣れました。札幌
周辺のことはほとんど知らないので、ここにいる間に、自転車にまたがって、あちこち探検
するのが楽しみです。
これまでの３年間で北海道について色々学びましたが、大きな島ですのでまだ知らないこ
とがたくさんあると思います。これからもっと北海道のことを知り、赤レンガ通信を通じて
皆さんにお伝えしていきたいと思います！

Hello! My name is Maxwell Stibbard Hawkes. As names go it’s a little on the long side, so
please call me ‘Max’, or ‘Hawkes’. I began work as Coordinator for International Relations
(CIR) at the Hokkaido Government International Affairs Division in August 2021.
I was born in Canberra, Australia, but within two weeks moved to the UK, so my memories
of the time are… limited. I grew up in the English country of Warwickshire, which is perhaps
best known as the birthplace of William Shakespeare. It is also where rugby was invented (at
Rugby School in Rugby town), and where the first lawn tennis club was founded (in Royal
Leamington Spa, which happens to my hometown). It’s a small county with a rich history of
sports and literature.
Warwickshire’s climate and scenery bear a strong resemblance to eastern Hokkaido, where I
spent three years as an ALT in the town of Shiranuka. Both regions are relatively mild, and
both receive their fair share of mist and drizzle. The fauna and flora are also remarkably
similar. The main difference is scale. In place of Warwickshire’s gently rolling hills, eastern
Hokkaido has the sweeping vistas of Kushiro’s marshland and the soaring mountains of the
Akan-Mashū National Park. Adjusting to this change in size took some time, but after three
years I could happily call Shiranuka my second home (I suppose third, if you include
Canberra).
Starting my new role as CIR at the Hokkaido Government has brought with it another big
change in surroundings, swapping the gentle pace of rural life for the hustle and bustle of
the big city. There has also been another change in scale to get used to – the city’s tower
blocks seem to loom even larger than Akan’s imposing mountains – but I’m excited to find
myself in a new environment and discover more of this great island of Hokkaido.
My main hobbies are cycling and playing the guitar, although I’m also partial to the odd
video game. When I lived in Shiranuka, I would spend as much of the snowless season as
possible exploring the east of the island on my bicycle, so became well acquainted with the
topography of the region. The areas surrounding Sapporo are still largely unexplored
territory, so I hope to discover more of this region on two wheels during my time here.
Over the last three years, I’ve come to learn a lot about Hokkaido, but it’s a very big island
and there is still so much left to see and do. I’m looking forward to learning more and
sharing it through the Red Brick Bulletin over the coming months.

