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Questions 

1 Who asked “Do you want to be a SCK GIRL?”  

          

2 What is Steffi’s dream? 

          

★ Idols are very busy! Look at Steffi’s week and write about it! 

Monday Teach English Practice singing Watch YouTube 

Tuesday Teach English Practice singing Dance school 

Wednesday Teach English Practice singing Study Japanese 

Thursday Teach English Practice singing Dance school 

Friday Teach English Practice singing Write songs 

Saturday Practice singing Dance school SCK GIRLS event 

Sunday Practice singing SCK GIRLS event Free time  

 

Steffi                                           every day.  

She usually                         . She sometimes                                    . 

She never                                 . 

        ALT Journal 

    Hi! Call me Steffi. I’m an ALT from America. But, I’m also an idol! An idol?! That’s 

right! I’m a member of SCK GIRLS, an idol group in Kesennuma.  

    I love singing, and Japanese music. I also go to a dance school in Kesennuma. My 

dance teacher changed my life! She asked me, “Do you want to be a SCK GIRL?” 

    Now I go to festivals, and live houses in Miyagi with the SCK GIRLS.  I’m so 

happy! I can share smiles with everyone! My dream came true! 

    What’s your dream? Let’s have fun and do our best!   (117語) 

   

 

The ALT is an idol! 
By Stephanie Wollmann (Kesennuma ALT) 

idol: アイドル   change my life: 人生を変える   live house:ライブハウス  

share:分け合う  came true (come trueの過去形): 叶った 
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Questions 

1 Who asked “Do you want to be a SCK GIRL?” 

「SCK GIRL になりたい？」と尋ねたのは誰ですか？ 

(例) The dance school teacher did.   

2 What is Steffi’s dream? ステフィーの夢はなんですか？ 

(例) Her dream is to share smiles with everyone. 

 

★ アイドルは大忙し! ステフィーの一週間を見て、それについて書こう！ 

 

(例) Steffi practices singing every day. She usually goes to dance school. She sometimes 

has SCK GIRLS events. She never plays baseball.  

ステフィーは毎日歌う練習をします。ふつうはダンス教室に行きます。ときどき、SCKGIRLS のイベントがあり

ます。 野球は一度もしません。 

 

★ 気仙沼の地元アイドルグループ SCK GIRLS は, 宮城の人達に笑顔になってほしいという願いをこ

めて,東日本大震震災後に結成されました。ところで,「SCK」はどういう意味か知っていますか？

「産地直送気仙沼」の略なんです！気仙沼といえば,メカジキやホヤが有名ですが,それぞれ

swordfish（剣の魚）, sea pineapple（海のパイナップル）と呼ばれています。友人や ALT の先生

に,あなたの地元から「産地直送」で届けたいものは何ですか？それは英語でなんと言いますか？ 

月曜日 英語を教える 歌の練習 YouTubeを見る 

火曜日 英語を教える 歌の練習 ダンス教室 

水曜日 英語を教える 歌の練習 日本語の勉強 

木曜日 英語を教える 歌の練習 ダンス教室 

金曜日 英語を教える 歌の練習 歌詞を書く 

土曜日 歌の練習 ダンス教室 SCKGIRLS イベント 

日曜日 歌の練習 SCKGIRLS イベント フリータイム 

  初めまして！ステフィーと呼んでください。アメリカから来た ALT です。でも，アイドルでもあるんです！ア

イドルですって？！そう！私は気仙沼のアイドルグループ，SCK GIRLSのメンバーです。 

  私は歌うことと日本の音楽が大好きです。気仙沼のダンス教室にも通っています。ダンスの先生が，私

の人生を変えました！ 「SCK GIRLになりたい？」と私に尋ねたのです。 

  今は，SCK GIRLS と宮城県内のお祭りやライブハウスに行きます。嬉しいです！みんなと笑顔をわけ

あいたいです。夢が叶いました。 

  あなたの夢はなんですか？楽しんで，頑張りましょう！ 

 

The ALT is an idol 
By Stephanie Wollmann (Kesenumma ALT) 

 

ALT Journal 【解答例】 

 


