
                              

 

 

 

A question from Max： 
Q) What do you want to do in Australia? 
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ 
－Kai Hirama, Shirakawa JHS answered: 
A) I want to play rugby and see koalas.  
－Marika Murakami, Higashi JHS answered: 
A) I want to show Japanese dance. 
－Shogo Koseki, Higashi JHS answered: 
A) I want to experience homestay and play with  

Australian students. 
－Manami Kikuchi, Higashi JHS answered: 
A) I want to go to school so I can meet the  

students. 
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市内の中学生 10 名と引率者 2 名が友好親善訪問団として、7 月 24 日から 8 月 3 日まで

の日程でハーストビル市を訪問します。出発前４回の事前研修に参加していよいよ出発す

る“我らが Little Ambassadors”へ ALT がインタビューしました。  

 

 
 
 
 
 

Page 1/2 

オーストラリア・ハーストビル市友好親善訪問団が出発！ 

White Stone Journal 

 

 

A question from Sarah: 
Q) What will you tell Australians about Shiroishi? 
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ 
－Moyu Murakami, Minami JHS answered: 
A) We have many kind people in Shiroishi.  I want to  

introduce Shiroishi Sanpaku to Australians.  I want  
to tell them about my school too. 

－Yuki Sato, Shiroishi JHS answered: 
A) I want to tell them about our people and Shiroishi  

Sanpaku! 
－Kentaro Konno, Shiroishi JHS answered: 
A) I will tell them about Shiroishi Castle and our  

beautiful nature! 

A question from Florence： 
Q) Why do you want to go to Australia? 
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ 
－Hikari Saito, Fukuoka JHS answered: 
A) I want to visit new places, meet Australian people, and especially meet people of the same age as me.  

And I want to eat Australian food! 
－Saya Takahashi, Fukuoka JHS answered: 
A) My brother went to Hurstville three years ago, and that really made want to go, too!  I’m interested in 

the culture, visit different places, and I want to see people’s everyday lives. 
－Naoya Sugawara, Obara JHS answered: 
A) It’s a special opportunity for me to travel to a foreign country.  I can’t wait meeting with my Australian 

host family.  I want to spend time with them, do different activities together, and improve my English!  
I also want to try some new foods. 

 
生徒のみなさん！ 

笑顔を忘れないで！自信をもって！我慢しないで！覚えた英語を忘れたってダ

イジョウブ！楽しんできてね！帰国後もインタビューしたいと思いま～ ☺す  

          Heaps fun! 



 
 

第３回目は６月２１日に開催し、15 名の方に参加頂きました。今回は、 

最初に国際交流協会・髙橋会長の“なぜ日本人は英語を話すことが苦手か？”

という内容で、2 人の ALT の協力を得、プレゼンテーションをして頂きました。

「読み書きはできてもリスニングができない！」「書いてある通りに発音していな

い・・・」「実際にどう発音しているの？」ということで、白石市のセーラ先生と蔵王

町のライアン先生に実際に文章や単語を発音してもらいながらのお話でした。 

 

◆みんなで実践に向けて、“おもてなし”を計画しました◆ 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

             

                       

                              

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

koryu@city.shiroishi.miyagi.jp 0224-22-1331 0224-24-4861 

 

ご意見・ご感想が 

ございましたら、 

こちらまでお寄せ 

ください。 

＊「ホワイトストーンジャーナル」は下記の白石市のホームページでご覧頂けます。 

Please visit our English website: www.city.shiroishi.miyagi.jp/section/english/index.html  

参加者にとってラッキーで、セー

ラ先生はオーストラリア英語を、

ライアン先生はアメリカ英語を話

すので同じ英語でも国が違うと

発音が違うということが実感でき

ました。また普段使っている便

利な言葉の「ガンバレ！」「お疲

れ様」などは直訳しないことなど

大変貴重なお話でした。 

 お城へ行き甲冑を着る。茶道体験も

いいよね。温泉へ行って旅館を見学す

る～？あとは・・・ 

 

髙橋会長、セーラ先生そしてライアン先生、大変ありがとうございました。 

                  “Good job!”(^^)/ 
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４つのグループに分かれて意

見を出し合いました。白石と言

えば、“うーめん”、“白石城”、 

“温泉”、“こけし”は外せないか

なぁ・・・。「農家に行って旬の野

菜を採取後 BBQ するのはど

う？」「農家の人たちと交流する

というのもいいわよね～。」など

いろいろ意見が出ました。 

第４回のおもてなし実践の様子

は次号で紹介したいと思いま

す。どんな“おもてなし”になっ

ているでしょうか(^_-)-☆ 

 田んぼを見せたいなぁ。お城を見学

後沢端川の辺りを散歩するのもいい

んじゃないかなぁ。 

第 3 回国際（化）カフェ 

＠ふれあいプラザ 


