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ALT Journal
Let’s Go Hiking!
By Olivia Flavors (Kurihara ALT)
Do you like nature? I do! Last year, I went
hiking with my friends. We got up early and went
to Matsushima by car.
The weather was just right! It was sunny and
warm. We saw a lot of interesting things. For
example, a little shrine.
At lunchtime, we ate sandwiches at the
beach.
It took us four hours to reach the top of Mt.
Otakamori. We could see very far away. It was so

※

beautiful!

just right: ちょうどいい
warm: あたたかい

We were very tired, but we had a good time.
（８6 語）

top: 頂上

reach: 着く
far: 遠くに、遠い

Questions
1

Where did Ms. Olivia go?

2

How long did it take to reach the top of Mt. Otakamori?

★ Challenge!
Ask your friend to go hiking with you in English!
Mt. Kurikoma

Mt. Zao

Mt. Yakurai

Mt. Tokusenjo

Where

Kurihara

Shiroishi

Kami

Kesennuma

Time

3 to 6 hours

4 hours

1.5 hours

2.5 hours

Enjoy

Autumn leaves

Okama

Cherry blossoms

Red flowers

When

September

May to October

April to May

May

Let’s go hiking in
hours.

. I want to climb
is the best season. You can see

. The hike takes
. It’s

.
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ALT Journal 【解答例】
Let’s Go Hiking !
By Olivia Flavors (Kurihara ALT)
あなたは自然が好きですか。私はとても好きですよ！昨年，私は友だちと一緒にハイキングに行きました。
早起きして，車で松島へ行きました。とてもいい天気で，晴れた暖かい日でした。私たちはたくさん面白い
ものを見ました。例えば，小さい神社などです。お昼は，海辺でサンドイッチを食べました。大高森に登るの
には，４時間くらいかかりました。頂上からは遠くまで見渡せました。大変美しかったです。私たちはとても
疲れましたが，すごく楽しい時間を過ごしました。
Questions
1

Where did Ms. Olivia go? オリビア先生はどこに行きましたか？
She went to Matsushima/ She went to Mt. Otakamori.

2

How long did it take to reach the top of Mt. Otakamori?
大高森の頂上へ着くのに，どのくらいかかりましたか？
It took four hours (to reach the top).

★ Challenge!
英語で友達をハイキングに誘ってみよう。
栗駒山

蔵王山

薬莱山

徳仙丈山

所在地

栗原

白石

加美

気仙沼

所用時間

３－６時間

4 時間

1.5 時間

2.5 時間

楽しめるもの

紅葉

お釜

桜

赤い花 （山つつじ）

いつ

9月

５－１０月

４－５月

5月

Let’s go hiking in Shiroishi. I want to climb Mt. Zao. The hike takes 4 hours. Summer is
the best season. You can see Okama. It’s amazing！
白石でハイキングしよう。蔵王山に登りたいんだ。ハイクは４時間かかるかな。夏は一番いい
季節で，お釜を見られる。すごいよ！
★ オリビア先生は子どもの頃，アメリカだけではなく韓国など，様々な場所に住んでいました。
そのおかげで，新しい場所の大自然の中で冒険することが好きになりました。あなたはアウト
ドア派，インドア派，どちらですか？休日，屋外や家の中で何をするのが好きか，ALT やクラ
スメートと英語で話してみましょう。

