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◆プロフィール◆

Angela: Hi Shawn, how was your winter holiday?Angela: Hi Shawn, how was your winter holiday?
アンジェラ：ショーン、冬休みはどうだった？アンジェラ：ショーン、冬休みはどうだった？
Shawn: Hey Angela! It was really good, thank you. I hear Shawn: Hey Angela! It was really good, thank you. I hear 

you went back to Canada for a few weeks? you went back to Canada for a few weeks? 
ショーン：やあ、アンジェラ。とてもいい冬休みだったよ。アショーン：やあ、アンジェラ。とてもいい冬休みだったよ。ア
ンジェラはンジェラは 22 ～～ 33 週間カナダへ帰って来たんだって？週間カナダへ帰って来たんだって？

Angela: Yes, I went home to see my family and friends. I Angela: Yes, I went home to see my family and friends. I 
hadnhadn’’t been home in over a year, so it was really good t been home in over a year, so it was really good 
to see everyone! What did you do for your vacation?to see everyone! What did you do for your vacation?

アンジェラ：そう、家族や友人に会いに里帰りしてたの。１年アンジェラ：そう、家族や友人に会いに里帰りしてたの。１年
以上も帰ってなかったから、以上も帰ってなかったから、みんみんななに会えてとても嬉しかっに会えてとても嬉しかっ
たわ。あなたの冬休みは？たわ。あなたの冬休みは？

Shawn: I ended up traveling to Singapore, Thailand, and Shawn: I ended up traveling to Singapore, Thailand, and 
Malaysia with a few other ALTs from Iwate for two Malaysia with a few other ALTs from Iwate for two 
weeks. Each country was unique and it was interesting weeks. Each country was unique and it was interesting 
to learn about the different cultures. I especially liked to learn about the different cultures. I especially liked 
Thailand. The beaches were beautiful and the food was Thailand. The beaches were beautiful and the food was 
amazing! Everything was spicy, my favorite! amazing! Everything was spicy, my favorite! 

ショーン：ぼくは、県内ショーン：ぼくは、県内のＡＬＴのＡＬＴ（英語指導助手）（英語指導助手）のメンバーのメンバー
何人かと、シンガポールにタイ、それにマレーシアを２週間何人かと、シンガポールにタイ、それにマレーシアを２週間
旅行して来たんだ。どの国もユニークで、それぞれの国の文旅行して来たんだ。どの国もユニークで、それぞれの国の文
化に触れて楽しかったよ。特にタイが良かったね。海辺はき化に触れて楽しかったよ。特にタイが良かったね。海辺はき
れいだし、食べ物がこれまた素晴らしくて。どの料理もスパれいだし、食べ物がこれまた素晴らしくて。どの料理もスパ
イシーで、ぼくの大好物さ。イシーで、ぼくの大好物さ。

Angela: Speaking about food…. youAngela: Speaking about food…. you’’ll never believe it, but ll never believe it, but 
I found nato at a grocery store in Canada while I was I found nato at a grocery store in Canada while I was 
home!  home!  

アンジェラ：食べ物って言えば・・信じないだろうけど、カナアンジェラ：食べ物って言えば・・信じないだろうけど、カナ
ダに帰ってたとき、食料品ダに帰ってたとき、食料品店で納豆を売ってるのを見たの。店で納豆を売ってるのを見たの。

Shawn: Ha-ha, really? Wow, thatShawn: Ha-ha, really? Wow, that’’s funny! s funny! 
ショーン：ハハハ、本当？　それっておかしいね。ショーン：ハハハ、本当？　それっておかしいね。
Angela: Yeah, itAngela: Yeah, it’’s good to know that I wons good to know that I won’’t have to give t have to give 

up eating nato when I leave Japan!up eating nato when I leave Japan!
アンジェラ：そう、カナダへ帰ったら、もうアンジェラ：そう、カナダへ帰ったら、もう二度と納豆は食べ二度と納豆は食べ
られなくなると思ってたけど、良かったわ。られなくなると思ってたけど、良かったわ。

Shawn: Well, for me itShawn: Well, for me it’’s safe to say that nato is the one s safe to say that nato is the one 
thing I wonthing I won’’t miss!t miss!

ショーン：ふーん、ぼくにとって納豆は、二度と食べられなくショーン：ふーん、ぼくにとって納豆は、二度と食べられなく
なっても全然困らない唯一の食べ物って言えるんだけど。なっても全然困らない唯一の食べ物って言えるんだけど。
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