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Cat Island
By: Karen Villa (Shiroishi ALT)
Have you ever been to Tashirojima? Tashirojima is called “Cat Island” because it
is famous for having many cats! I heard that Japan has many cat islands, and
Ishinomaki’s cat island is one of the most famous.
I went to cat island with my friend last year and we took a ferry from Ishinomaki
port. We hiked the island and met many cats along the way. It was a lot of fun. The cats
were so friendly, and many cats wanted us to pet them. One cat even climbed into my
friend’s lap!
However, it is important to remember that you cannot feed the cats. The people who
live on the island feed them. If you feed the cats, they can get sick from overeating.
I love cats, and petting cats makes me happy. I have never seen an island with so
many cats, and with so many people who love them. If you like cats like I do, you should
visit cat island!

(168 語)
※ ferry: フェリー

port: 港

hike: ハイキング
friendly: 人懐っこい
to pet: なでる

lap: 膝

feed: えさをやる
overeat: 食べ過ぎ
Questions
1

How did Ms. Karen get to Tashirojima?

2

Who feeds the cats on the island?

★ Imagine a place (for example a park, a house, a cafe and so on) with many of your
favorite animal. What would you do there?
I wish that there were a（n）

. If it were real、 I would
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ALT Journal 【解答例】
Cat Island
By: Karen Villa (Shiroishi ALT)
あなたは田代島に行ったことがありますか?田代島は，たくさんの猫がいることで有名なので，「猫島」
と呼ばれています。日本には多くの猫島があると聞きました。石巻の猫島はその中でも有名な島の一つ
です。
私は昨年友達と猫島へ行ったのですが，石巻港からはフェリーに乗りました。私たちは島をハイキング
し，その途中でたくさんの猫に出会いました。とても楽しかったです。猫たちはとても人なつこく，私たちに
なでてほしがりました。友達の膝に乗ってくる猫さえいました！
けれども，猫にえさをあげてはいけないということをおぼえておくことが大切です。島に住んでいる人た
ちが，彼らにえさをあげています。もしあなたがえさをあげたら，猫は食べ過ぎで病気になってしまいます。
私は猫が大好きで，なでていると幸せな気持ちになります。あんなにたくさんの猫と，猫を愛する人達
がいる島は，今まで見たことがありません。もしあなたも私のように猫が好きなら，猫島を訪れてみて下さ
い！
Questions
1

How did Ms. Karen get to Tashirojima? (カレン先生はどうやって田代島に行きましたか？)
(例) She took the ferry from Ishinomaki port.

2

Who feeds the cats on the island? （誰が島の猫にえさをあげていますか？）
(例) The people who live on the island feed them (the cats).

★ あなたのお気に入りの動物がたくさんいる場所を想像してみよう！ もしあればそこで何をしたいですか？
（例） I wish that there were a red panda cafe. If it were real, I would go there to drink
coffee and take many photos of the red pandas！
(レッサーパンダカフェがあればいいのになあ。もし実際にあれば、コーヒーを飲んで、レッサーパンダの写
真をたくさん撮るために、そこに行くでしょう!)

★ 「猫島」，行ってみたいですね。ちなみに，宮城県の県鳥*は「ガン」県獣*は「鹿」です。カレン先生はアメ
リカの出身ですが，アメリカの国鳥はなんでしょうか？国章やコインにも描かれていますよ。カナダなど他
の国にも，国を象徴する動物や鳥がいるか，ALT の先生に聞いてみよう！（*県を代表する鳥や動物のこ
と）

