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Sweets making classes 
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Questions 

1 Why does Ms. Charleen not make sweets in Japan? 

 

 

 

2 What does Ms. Charleen have to bring to cake making classes?  

 

 

 

★ Try! Make your own original class poster! Talk about it with your classmates! 

※ sweets: スイーツ  

   not only…but also… :     

   …だけでなく…もまた  

   instead: その代わり  

  else: 他に 

   bake: 焼く  

   chat: おしゃべり  

   whole cake: ホールケーキ 

 

    I love sweets. I think that parfaits, cakes, tarts, and 

ice cream are the best! I like not only eating sweets, 

but also making them, too.  

    In Australia, when I had free time, I made sweets to 

give to my friends. But, Japanese kitchens are very 

small. So now it’s not easy to make sweets often.  

    Instead, sometimes I go to cake making classes. My 

cake making classes are at a shop called ‘Knights 

Bridge’ in Natori city. It’s a local shop that is loved by 

many people. The tarts are especially delicious！ 

    For cake making class, I only have to bring an apron 

and a pen. The teacher prepares everything else. 

While the sweets are baking, I have tea or coffee and 

chat with the teacher. Then, at the end, I have a whole 

cake to take back home!  

      （１４７語）   

 

__________________ Class 

Learn how to ________________________________! 

Date: ____________________ 

Time: ____________________ 

Place: ___________________ 

Price: ___________________ 

 

If you`re interested call____________________ 
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Questions 

1 Why does Ms. Charleen not make sweets in Japan? 

（シャーリーン先生は，なぜ日本でお菓子を作らないのですか?） 

(例) Because Japanese kitchens are very small.  

 

2 What does Ms. Charleen have to bring to cake making class?  

（シャーリーン先生は，お菓子教室に何を持っていかなければなりませんか？） 

(例) She has to bring an apron and a pen.  

 

★ トライ！オリジナル授業のポスターを作ってみよう!クラスメイトとオリジナル授業について話し合う！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★オーストラリアの代表的なスイーツは，「pavlova」(パブロバ)と「lamington」（ラミントン）です。 

Pavlovaは卵の白身で作られた，フルーツモリモリのスイーツです。 Lamingtonはスポンジケーキの

生地をチョコレートでコーティングしたお菓子です。どんなお菓子か想像できますか？レシピを調べて， 

時間がある時に作ってみては？それぞれの国では，どんなお菓子が人気なのか，調べてみよう。 

Sweets making classes 
By: Charleen Lay (Miyagi ALT-PA) 

  私はスイーツが大好きです。パフェ，ケーキ，タルトやアイスは最高だと思います。私はスイーツを食べる

ことだけでなく，作ることも好きです。 

  オーストラリアでは，暇な時，友達にあげるためにお菓子を作っていました。でも，日本のキッチンはと

ても狭いので，しょっちゅうお菓子を作るのは，ちょっと難しいです。 

  その代わりに，私は時々お菓子教室に通っています。 私のお菓子教室は，名取市にある「Knights’ 

Bridge」というお店です。たくさんの人に愛されている地元のお店です。タルトは特に美味しいです。 

  教室には，エプロンとペンだけを持って行きます。先生が，他のものを全部準備してくれます。 お菓子

を焼いている間，紅茶かコーヒーを飲んで，先生とおしゃべりをします。最後はホールケーキ（丸ごとのケ

ーキ）を持ち帰ります！ 

ALT Journal 【解答例】 
 

Shogi Class 

Learn how to play shogi! 

Date: 18 October 

Time:  5:00 p.m. – 7:30 p.m. 

Place: Musubi Maru Hall 

Price: \1,500  

 

If you`re interested call 000-0000-0000! 


