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ALT Journal
Autumn Leaves
By: Shella Wu (Miyagi ALT-PA)
Going to see the autumn leaves is very popular
in Japan. Many people travel to far places just to
see them. When I was in America, I wasn’t
interested in this, but I wanted to see the famous
spots for fall foliage in Miyagi.
I went to Akiu Great Falls and Naruko Gorge.
Both spots were crowded, but I enjoyed seeing
the beautiful leaves. I saw so many different
colors, like red, yellow, orange, and brown!
※ autumn leaves/fall foliage: 紅葉

(76 語)
far: 遠い

am interested in: に興味がある

great falls: 大滝

both: 両方・どちら

leaves: 葉っぱ

gorge: 峡谷

Questions
1

Was Ms. Shella interested in seeing fall leaves in America?

2

Where did Ms. Shella go to see the autumn leaves?

★ Try! You are talking with a new ALT about the seasons in Japan.
Make a speech about autumn in Miyagi.
Hello, I want to tell you about autumn in Miyagi.
You can go to
You can eat

. You can see
. Please enjoy autumn in Japan!
春の例を参考にしよう！
Hello, I want to tell you about spring in Miyagi.

You can go to Ogawara. You can see Hitome Senbonzakura there.
You can eat hanami dango. Please enjoy spring in Japan!

there.
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ALT Journal 【解答例】
Autumn Leaves
By: Shella Wu (Miyagi ALT-PA)
日本では、紅葉を見に行くことはとても人気があります。多くの人々は，紅葉を見るためだけに遠い場
所まで旅行します。私は，アメリカにいた時は興味がなかったけれど，宮城の有名な紅葉スポットは見た
いと思いました。
私は秋保大滝と鳴子峡に行きました。両方とも混んでいたけれど，美しい葉を見て楽しく過ごしました。
赤や黄，オレンジに茶色といった様々な色を見ました！
Questions
1

Was Ms. Shella interested in seeing fall leaves in America?
(シェラ先生はアメリカにいた時，紅葉を見に行くことに興味がありましたか？)
(例) No, she wasn’t.

2

Where did Ms. Shella go to see the autumn leaves?
(紅葉を見るためにシェラ先生はどこへ行きましたか？)
(例) She went to Akiu Great Falls and Naruko Gorge.

★ トライ！ 新しい ALT の先生に、日本の季節を紹介しています。 宮城県の秋について発表を書いてみよう。
こんにちは。宮城の秋を紹介したいと思います。
(例) You can go to [ Kurikoma /Entsuin]. [栗駒/円通寺]に行けます。
You can see [autumn leaves/the beautiful moon] there.
そこで[紅葉/美しい月]を見ることができます。
You can eat [imoni/harakomeshi]. [芋煮/はらこ飯]を食べられます。
日本の秋を楽しんでください！

★ 気づきましたか？！ 「Autumn」と「fall」は両方とも「秋」という意味です。 実は，世界では様々な英語が
使われていて，同じ意味の単語でも，つづりや発音は場所によって異なることがあります。 北米では
「autumn」と「fall」のどちらでも通じますが，イギリスとオーストラリアでは「autumn」しか使いません。
「サッカー」や「地下鉄」など，アメリカとイギリスでは違う言い方をする単語もあります。日本でも，それぞ
れの地方に特有の方言がありますね。 あなたが紹介したい宮城の方言はなんですか？

