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Questions 

1 What is Ms. Ｃｈａｒｌｅｅｎ’s favorite area of Hikari no Pageant?  

          

2 Can Ms. Charleen ice-skate now?  

          

★ You are at Sendai station. Use this map and ｈelp the *tourist find the Pageant of 

Starlight！  

Tourist : Excuse me. I’m looking for Kotodai Park.    

You    : Pardon me? 

Tourist : Where is Kotodai park?  

I want to see the Pageant of Starlight!  

You    : Let’s see...                                                                         

                                                                                          

Tourist : I see. Thank you!  

※ tourist: 観光客，旅行者 

        ALT Journal 

  Do you know the Pageant of Starlight? In 

Japanese, it’s called ‘Hikari no Pageant’. I see the 

Pageant of Starlight every year. The lights are so 

beautiful!  

  My favorite area is Kotodai park. There are food 

stalls, some shops and also an ice-skating rink! Two 

years ago, I tried ice-skating for the first time 

there. It was very difficult, but my friends helped 

me. Now, I can ice-skate a little!           (76語) 

Pageant of Starlight 

By: Charleen Lay (ALT-PA) 

※pageant:ページェント starlight:星明り    lights: 灯，イルミネーション stall: 屋台 

ice-skating rink: スケートリンク       ice-skate: スケートをする【動詞】 
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Questions 

1 What is Ms. Ｃｈａｒｌｅｅｎ’s favorite area of Hikari no Pageant?  

(シャーリーン先生のお気に入りの光のページェントが見られる場所はどこですか？) 

Her favorite area is Kotodai park. / It's Kotodai park.             

2 Can Ms. Charleen ice-skate now? 

   (今，シャーリーン先生はアイススケートができますか？)  

    Yes, she can. / Yes, she can ice-skate a little.            

 

★ あなたは仙台駅にいます。この地図を使って、観光客を光のページェントまで道案内しましょう。 

Tourist : すみません。勾当台公園を探しているんですけれど… 

You    ：なんとおっしゃいましたか？（もう一回言って下さい。） 

Tourist : 勾当台公園はどこですか?光のページェントを見たいんです！  

You    : ええと... 

 (解答例 1) Turn right.  Go straight for one block. Turn left.  

Go straight for two blocks.  You can see it on your right.  

(解答例 2) Go along this street.  Turn right at the second traffic light.  

Go straight for one block.  You can see it in front of you.  

Tourist: わかりました。 ありがとうございます!  

  ”The Pageant of Starlight”（星明りのページェント）を知っていますか？ 日本語では光のページ

ェントです。私は毎年光のページェントを見に行きます。イルミネーションはとてもきれいです！ 

  私のお気に入りの場所は勾当台公園です。食べ物の屋台やお店，スケートリンクもあります。２年前，

そこでアイススケートに初挑戦しました。とても難しかったですが，友達が助けてくれました。今では，私も

少しすべれるようになりました。 

 

Pageant of Starlight 
By: Charleen Lay (Miyagi ALT-PA) 

ALT Journal 【解答例】 

 

★ 光のページェントの屋台は，ドイツの「Christmas market」をもとに作られました。 現在は，ヨーロッパを中

心に，様々な国でクリスマスマーケットが開かれています。ヨーロッパのクリスマスマーケットには，どんな屋台

があるでしょうか？ また，みなさんの ALT の先生の国ではどのようにクリスマスを過ごしているのか，伝統

的な行事はあるのか，聞いてみよう！  


