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Hello everyone!  
Congratulations again to all the graduated JHS seniors! I know I am going to miss all the brilliant 

3rd years at my schools. It was such a delightful ceremony, and I am so glad I had the chance to 
participate. It was also a lot of fun participating in a Tug of War Tournament with other schools and 
teachers! While I am not the biggest fan of winter, I had to take the Takahata Tour and see the 
Winter Peony Festival! I didn't know the flowers are displayed outside in the snow, it was 
enchanting! Recently, I spent some time in Matsushima walking around the islands and the 
shrines. Feel free to take a look at some of my pictures!  

Frances フランシス

春はすぐそこまで来ていますね。３月は別れの季節でした。そして、４月は新しい出会いの季節、 

新年度がスタートです！なんだかワクワクしますね～(^^♪

★Vocabulary: 単語★

・Congratulations おめでとうございます ・graduated 卒業した

・JHS seniors 中学三年生 ・brilliant 立派な

・delightful  すばらしい            ・ceremony 式 

・participate 参加する ・Tug of War Tournament 綱引き大会
・are displayed  展示されている        ・peony  牡丹 
・enchant         （人を）大いに喜ばせる、 魅了する、うっとりさせる
・it was enchanting 美しかった
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▲松島～ 

▲高畠町で紅花染めに挑戦しました 

▲まほろば冬咲き牡丹まつり（山形県高畠町で） 

日本で初めて卒業式に参加したフランシス、「素晴らしかった！」との感想ですが、特に女性教師の袴姿に

魅了されたようですね(^_-)-☆



Hi everyone. 
 Spring has come! And in Japan this means a lot of things are changing, not only for nature but also 
for people. 
 On my side, like the other ALTs in Shiroishi, I’ll have to go to different schools. Being in my sixth 
year teaching now, I’ve already been in every school here. So I must say goodbye to some students, 
to find again other students I used to have when they were younger! I’ll be glad to see their sweet 
faces again. This is a comforting idea that helps me not being too sad when I’ll leave my playful 
Higashi J.H.S. students. I wish them to enjoy studying English at their best. And, why not, start some 
nice English conversation together in the future? 

Florence フローレンス

It's spring time! 

I'm ready for the warm weather! I did some spring cleaning and put away some winter things, so 
I'm happy that I can finally start rolling my sleeves up and rolling the windows down! It feels like it's 
been a long winter. How about you? Are you ready for spring? 

Spring brings many changes each year. This year, I'll be changing schools. I'll be one of the new 
ALTs at Higashi JHS! I can't wait to meet all of the students and teachers!! I hope we'll enjoy these 
next few months!! 

Carlos カルロス

４月からALTの担当校が変わりました。フローレンスはALTとして今年で６年目、大体どの学校でも教えてきた

ようですね。以前教えていた生徒に（大きく成長した生徒に）、また会えるのもうれしいようです…(^^♪願いは、将

来は英語で一緒に話しましょう～(^_-)-☆

◆４月からALTの担当校は下記の通りになります◆ 

カルロス  ：白石中、東中         ケ ラ  ：福岡中、福岡小、深谷小、北保育園 

リチャード ：白石中、第一小、大平小   フランシス ：東中、第二小、大鷹沢小 

ビリー   ：南中、斎川小、越河小、南保育園、はるかぜ保育園、ひかり幼稚園、第二幼稚園 

フローレンス：白川中、白川小、小原小、小原中、深谷保育園、越河保育園、大鷹沢保育園、 

       あそびの森、第一幼稚園 
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カルロスは春の身支度ができているようですね。冬は長かった感じ・・・。カルロスは４月から東中で英語を教えるこ

とになりました。とても楽しみにしているようですよ!(^^)! 
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２０１６年度公民館講座で英会話（初級・中級）を学んだ方々を主に対象に、前年度のま

とめとして ALT との会話に挑戦しました。当日はレベル別にグループを作り「今年の私の

英語学習の成果について・来年の目標」をテーマに、ALTからスピーチの組み立て等を教わ

りながら、１人ずつスピーチをしました！ 当日の様子を、写真でどうぞご覧くださ～い！ 

◆ALT を講師に、市民のための英会話講座を開きました！◆ 

◇２０１７年３月１０日 中央公民館主催◇ 

◆PHOTO ALBUM◆

▲ビリーはアイスブレイクでマジックを披露！ 

▲全員でパチリ！みんないい顔しています！ ▲ユーモアを入れたスピーチ！ 

どやっ！

▲初級グループ、アイスブレイク中(^^♪ 

▲とても丁寧に教えています▼ 

▲ゆっくりと落ち着いたスピーチでした 

▲スピーチの原稿を書いています(^_-)-☆ 

▲コツや役立つキーフレーズを教わっています 

教わったことを必死に？書いていますよ(^_-)-☆ 

▲「英会話、とっても楽しいわ！」 

▲上級者の、聴衆の反応を見ながらの

スピーチ、原稿なし！さすが～！！


