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Roadside stations 
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Questions 

1 How many roadside stations are there in Tome city?  

 

 

 

2 What food does Ms. Jayne recommend from Tsuyama Roadside Station?  

 

 

 

★ Interesting soft serve flavors are very popular at road side stations. For example, in 

Kesenuma there is shark fin soft serve, and in Shichikashuku there is shiso soft serve.  

Shiso soft serve tastes sour and looks purple. Think of an original soft serve for your town!  
 

My town’s original soft serve is ___________________________________________.  

It tastes____________________________ and it looks ______________________________. 

※flavor: 味 soft serve: ソフトクリーム shark fin: フカヒレ   ｔaste:味がする 

※ roadside station: 道の駅  playground:遊び場   wooden: 木製の 

  chopsticks: 箸  toys: おもちゃ  chairs: いす recommendation:おすすめ  

 

    Did you know? There are eighteen roadside stations 

in Miyagi Prefecture!  In Tome City, there are five! 

Each roadside station is unique and has many 

interesting things. They are popular spots for people to 

take a break.  

    I often go to Tsuyama Roadside Station in Tsuyama 

Town. It’s my favorite roadside station!  There is a 

market, a restaurant, a playground, and Mokumoku 

Land. At Mokumoku Land you can buy many different 

wooden goods.  For example, there are chopsticks, 

plates, toys, chairs, and more.   

    The restaurant has a lot of delicious food. When it’s 

summer, they sell special ice cream! My 

recommendation is the strawberry ice cream!  If you 

have time, please try it!       

           （１17語）   

 

Hint! Do you remember these words from elementary school? 

bitter   sour   sweet   salty   spicy 
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Questions 

1 How many roadside stations are there in Tome city?  

（登米市にはいくつの道の駅がありますか?） 

(例) There are five (roadside stations in Tome city) .  

 

2 What food does Ms. Jayne recommend from Tsuyama Roadside Station?  

（津山道の駅で，ジェイニー先生はどんな食べ物をおすすめしていますか？） 

(例) She recommends the strawberry ice cream.  

 

★ 道の駅では，おもしろい味のソフトクリームが人気です。例えば，気仙沼にはフカヒレソフトクリーム，七ヶ

宿にはシソソフトクリームがあります。シソソフトクリームはすっぱくて，見た目は紫です。あなたの町のオリ

ジナルソフトクリームを考えてみよう！ 

 

(例) My town’s original soft serve is carnation soft serve. It tastes like cherries and it 

looks like a carnation!  

わたしの街のオリジナルソフトクリームはカーネーションソフトクリーム。さくらんぼ味で，カーネーションのよう

な形をしています。 

(例) My town’s original soft serve is tuna soft serve. It tastes salty and it looks white 

and red! 

わたしの街のオリジナルソフトクリームはマグロソフトクリーム。味はしょっぱくて，見た目は白と赤です。 

 

Roadside stations 
By: Jayne Dinh (Tome ALT) 

    知っていましたか？ 宮城県には18の道の駅があります!  登米市には、5つもあるんですよ！ それぞ

れの道の駅は個性的で，おもしろいものがたくさんあります。 人々が休むための人気スポットです。 

    私は津山町にある「津山道の駅」によく行きます。お気に入りの道の駅です。市場，レストラン，遊び

場，そしてもくもくランドがあります。もくもくランドでは，いろいろな木製品を買えます。例えば，おはし，お

皿，おもちゃ，いす，などなど。  

    レストランには，おいしい食べ物がたくさんあります。夏になると，特別なアイスクリームが売られていま

すよ。私のおすすめは，イチゴアイスです。 時間があれば，ぜひ食べてみてください！ 

ALT Journal 【解答例】 
 

★ 宮城の道の駅に行ったことがありますか？ ジェイニー先生の出身地，アメリカのノースカロライナ

には道の駅がないので，ジェイニー先生にはとても魅力的です。道の駅は「Roadside station」と

訳されていますが，実際には電車などの駅ではありません！ あなたの住んでいる地域に，道の駅

はありますか？ 地域の特産品や，おもしろいお土産を販売していますか？ ＡＬＴの先生に、あなた

の地域の道の駅を，英語で説明してみよう。  

 


