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Questions 

1 Where is Yuji Itadori from?  

          

2 What does Ms. Erica want to watch next? 

          

 

★ Who am I? Match the English and popular anime characters.   

 

1 I am five years old. I have a white dog.  

2 I am kind and I can fly. My head is bread.  

3 I wear a pink kimono. My eyes are red. 

4 I live in a tree. I look like a big mouse. 

5 I do not like studying. My friend is a blue robot cat. 

        ALT Journal 

    In Canada my friends often talked about anime, but 

I didn’t watch it. My friends in Miyagi love anime too. 

One friend recommended Jujutsu Kaisen to me.     

    I watched it and was very surprised. The main 

character, Yuji Itadori, is from Sendai ！  In the first 

episode, Yuji’s teacher, Gojo Satoru, went to Sendai and 

bought Kikufuku zunda mochi. I ate that zunda mochi 

before too! 

    Now, I love watching anime. I want to watch

“ Haikyu!! ”  next. The setting of “ Haikyu!! ”  is also 

Miyagi. So, I can enjoy seeing food and places from the 

anime in real life!       

        （106 語） 

 

Anime characters from Miyagi 

By Erica Bergado (Shiogama ALT) 

※ recommend: おすすめする 

main character: 主人公 

episode: 挿話、エピソード  

setting: 場面、 背景、設定 

real life: 現実、実際に 

A) Totoro  

B) Nobita  

C) Crayon Shin-chan 

D) Anpanman  

E) Kamado Nezuko  
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Questions 

1 Where is Yuji Itadori from? （虎杖悠仁はどこ出身ですか？） 

He is from Sendai.    

 

2 What does Ms. Erica want to watch next? (エリカ先生は次に，何を見たがっていますか？） 

    She wants to watch“Haikyu!!”next.          

 

★ 私は誰でしょう？英語の説明と人気アニメキャラクターを線で結びましょう。 

1 I am five years old. I have a white dog.  

(私は５歳です。白い犬を飼っています。) 

2 I can fly. My head is bread.  

(空を飛ぶことができます。頭はパンです。)  

3 I wear a pink kimono. My eyes are red. 

（ピンクの着物を着ています。目は赤いです。） 

4 I live in a tree. I look like a big mouse.  

(木の中に住んでいます。大きなネズミのようです） 

5 I do not like studying. My friend is a robot cat. 

（勉強が好きではないです。友達は猫型のロボットです。） 

 

★ エリカ先生はカナダの首都オタワ出身です。子供の頃は，よく「SpongeBob SquarePants」(ス

ポンジ・ボブ)を見ました。もし,スポンジ・ボブの舞台が宮城県だったら，彼の家はパイナップル

ハウスの代わりにホヤハウスになるかもしれません！（ホヤは英語で sea pineapple と翻訳されま

す！）ALT の先生に,子供の頃好きだったアニメについて聞いてみよう！ 

  カナダにいた時, 私の友達はよくアニメについて話していましたが，私は見ていませんでした。

宮城にいる友達もアニメが大好きです！ある友達が，私に「呪術廻戦」をすすめてくれました。 

  それを見て，とてもびっくりしました。主人公の虎杖悠仁は仙台出身です。第一話で，悠仁の先

生，五条悟は仙台に行って，喜久福のずんだ餅を買いました。私も以前，同じずんだ餅を食べました！ 

  今，私はアニメを見ることが大好きです。次は「ハイキュー！！」を見たいです。「ハイキュー！！」

の舞台も宮城です。ですから，アニメに登場する食べ物や場所を，実際に見て楽しむことができます！ 

Anime characters from Miyagi 

By Erica Bergado (Shiogama ALT) 

ALT Journal 【解答例】 

A) Totoro  

B) Nobita  

C) Crayon Shin-chan 

D) Anpanman  

E) Kamado Nezuko  

 


