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Questions 

1 Who did Ms. Karen go with to the fox village? 

          

2 What seasons are better for going to the fox village? 

           

 

★ Some people have foxes as pets in the United States, but they can be dangerous because 

they are wild animals. What animal do you think is the best pet? Why? 

   I think that                      are the best pets. It’s because                   

                                 

        ALT Journal 

    I went to the fox village in Shiroishi when I first came to Miyagi. Before coming to 

Japan, I saw many videos about the foxes in that village. I was so excited to visit the fox 

village for the first time.  

    I went with my mother in the fall. I think it is better to go there during the colder 

seasons. The foxes are very fluffy when it is cold! If you go, you can hold a baby fox in 

your arms. They are very cute. I was so happy that I visited the fox village because there 

are no fox villages in Miami. So, this was the first time I saw a real fox!         (115 語) 

Fox Village 

By: Karen Villa (Shiroishi ALT) 

※ fox: きつね   fluffy: ふわふわ   arm: 腕   Miami: マイアミ   real: 本物    

※dangerous: 危険な 
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Questions 

1 Who did Ms. Karen go with to the fox village? (カレン先生は，誰とキツネ村に行きましたか？) 

She went with her mother. 

 

2 What seasons are better for going to the fox village? 

(キツネ村に行くのにはどんな季節がいいですか？) 

It is better to go during the colder seasons like winter. 

 

★ アメリカではキツネをペットにしている人達がいます。しかし，キツネは野生動物なので,危険なこともあり

ます。動物の中で一番飼いやすいペットはなんだと思いますか？ 

  （例）   I think that hamsters are the best pets. It’s because they are small and cute. 

Hamsters also don’t need a big garden, and they don’t make a lot of noise.  

 (ハムスターは一番飼いやすいペットだと思います。小さくてかわいいからです。大きい庭も必要ない

し，うるさくもありません。) 

 

★ カレン先生の地元，マイアミの近くには，キツネ村はないけれど「Everglades Alligator Farm」という施

設があります。そこでは，ボートに乗ってたくさんのワニを見て，餌をやることもできます。 Crocodile と

alligator は両方とも「ワニ」と翻訳されますが，実は crocodile と alligator は別の種です！ Crocodile

と alligator の違いは何か知っていますか？調べてみよう！ 

Fox Village 

By: Karen Villa (Shiroishi ALT) 

  私は初めて宮城に来た時，白石のキツネ村に行きました。 日本に来る前, その村にいるキツネの動画

をたくさん見ました。 私は初めてキツネ村を訪れることにとてもわくわくしました。  

  秋に母と一緒に行きました。 キツネ村は，寒い季節に行った方がいいと思います。 キツネは，寒い時期

だとすごくふわふわになっているからです！キツネ村に行ったら，赤ちゃんキツネをだっこすることができま

す。とてもかわいいですよ。私はキツネ村を訪れることができてとても幸せでした。マイアミにはキツネ村は

ないからです。ですので，この時私は初めて本物のキツネを見ました！        
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