
外国語科（英語）プロジェクト型授業

○作○品○集

２０１６年１１月

国東市立安岐中学校３年生

3rd Graders of Aki Junior High School in Kunisaki City

Welcome to Aki Town!

安岐中学校●

安岐町の魅力

発信プロジェクト



国東市立安岐中学校 第３学年１組（３９名）・２組（３９名）

外国語科（英語） 「安岐町の魅力発信プロジェクト」～地域の魅力を発信しよう～

１０月３１日（月），１１月１日（火），２日（水），４日（金），７日（月）の５日間

【このプロジェクト型授業の主なねらい】

（１） 自分の住む地域の魅力について，自分の考えや思いを入れながら，メモをもとに，まとまっ

た紹介文を書いたり発表したりすることができる。【外国語表現の能力】

（２） 相手に伝えること（受け手）を意識して発表することができる。【外国語表現の能力】

（３） 間違うことを恐れず，積極的に地域の魅力を伝えようとする態度を身に付ける。

【コミュニケーションへの関心・意欲・態度】

【授業観察に来校された方々の感想】（一部）

・１時間の授業の最後に班活動を取り入れることで，効果的な話合いとなっていた。

・本時のめあてをみんなで声を出して読むというのがよかった。

・気軽に質問したり相談したりできる風土づくりができていると感じた。

・話合いをリードしてよくまとめていたグループがあり，みんなに意見を聞いていた。

・やることを生徒自身が明確に分かっていた。

・“ポジティブ形容詞”の発音練習がとても楽しそうなのと，意味を表現しているような読み方で生徒の

記憶に残ったと思う。

・辞典を積極的に使用する生徒が多くて感心した。

・クリアファイルをうまく活用しているので机の上があふれるということが無くよかった。

・お互いに CM の“絵”を思い浮かべながら，その絵を具体的に言語化していく作業をみんなで行おうと

している姿はとても価値のある姿である。

・生徒たちの感想に「友達との協力」「国東の良さがわかった」「英語で表現できてよかった」といった

ものが多かった。

・めあてとは別に設定していた「20 秒 CM の制作」という課題内容が，生徒の興味や関心を引き出す

ものであった。CM は生徒にとって身近なものでありイメージしやすい。また，20 秒という短い時間

の中で考えなければならないので，より精選された内容が要求される。生徒の意欲を喚起する課題設

定だった。

・生徒の作品が完成するのが楽しみである。完成後は大分空港で流してもらったり，安岐中のホームペ

ージにも掲載したりするといいのでは。

【ALT（外国語指導助手）のジョナサン＝ハーウェルさんのコメント】

・ Variety of topics were good - the most popular ones were Baien no Sato and Mt. Futago

・ Good writing practice for students - good chance to use the adjectives list you created

・ Students were all engaged – i.e. dividing roles, practicing to meet a time goal together, asking

questions to teachers

・ Mini teachers were a good idea – They facilitated the writing and speaking practices very well



【生徒のみなさんの感想】（一部）

・自分の書きたい英文を頑張って書くようにしました。わからないところは友達に聞いて協力すること

ができました。

・ＣＭづくりは，みんなそれぞれ注目する場所がちがっていて，友達の意見を聞いたり，みんなで案を

出し合ったりしました。とても楽しかったです。

・班の学習やペア学習もあり，わからないところも自分から積極的に聞けるようになったし，友達の考

え方もたくさん知れました。授業を通してさらに国東の良さも知ることができました。

・文を班で作って，みんなで読むことは楽しかったです。自分とはちがった文法を使ったり，みんなで

助け合ったりすることができたと思います。自分の住んでいる町のことを英語にすることができて，

うれしいです。

・自分たちの住んでいる安岐町の魅力を発信しようという活動で，この活動をしたことで，安岐町がこ

んなに素晴らしいところなんだと感じました。だから，自分の住んでいる安岐町を自慢できるように，

安岐町のことをもっと知りたいです。

・まだ自分の知らない安岐町のいいところがたくさんあってビックリしました。どんどんいいところを

見つけたいです。そしてこの英語の時間はとても楽しくて，とてもいい学習だったと思います。

・自分は，いろいろな施設・場所の単語が載っているプリント（WORD BANK）がとても良かったで

す。表現の幅も広がるし，書けるものが増えたのがうれしかったです。国東の魅力も再発見すること

ができました。

・自分たちで考えて，それを班で出し合って原稿にするのは難しかったけれど，20 秒で読めた瞬間はと

てもうれしかったです。自分自身の自己表現が苦手だったけれど，今回はちゃんと意見を言うことが

できて本当に良かったと思います。

・みんなの役に立てるように，進んで英文を考えることに頑張りました。知らなかった単語も覚えるこ

とができたので良かったです。

・自分でちゃんと言っているつもりでも，外国の人からしたら聞きづらいというときもあることがわか

りました。次は発音よく，大きな声で，上を向いて相手の目を見て話してみたいです。

・今まで，国東市の魅力について考えたことがなかったけれど，この授業でさらに自分が住んでいる安

岐町，国東市について知りたくなりました。

・国東市の魅力を５時間で伝えられるようになるなんて無理だろうなと思っていたけれど，辞書やモデ

ル文カードなどを使ったら 30 分くらいで１つの紹介が書けたのでびっくりした。

・この５回の授業を通して，英語を通じて国東の良いところ，食べ物，文化を知ることができたと思い

ます。外国人の観光客を増やすために工夫できることを日ごろから考えていきたいです。

・毎回授業が楽しかったです。みんなと協力したり，自分の意見を言ったりすることができたので良か

ったです。前より英語で話せるようになれていてうれしかったです。これから，もっと英語が得意に

なりたいです。



２０１６年７月 安岐中学校英語科

食べる

○梨 ○たこ

○ハモ ○山菜

○野菜 ○かぼす

○太刀魚 ○みかん

○しいたけ ○「助六」

○店が多い ○レストラン

○山の幸が豊富 ○関サバ，関アジ

○海の幸がたくさん ○魚のせり場がある

○オリーブの名産地 ○魚などがおいしい

○新鮮な食材，魚介類 ○「ラーメン山小屋」

○「焼き鳥やわら」 ○「ピットイン」（喫茶店）

○コンビニがたくさんある ○「梅園の里」のバイキング

○空港の近くの焼肉屋「海山」

○しいたけやかぼすなどの特産物

○「くにさき牧場」（肉がおいしい）

○「ほっともっと」（弁当屋）がある

○「よろうか」のから揚げがおいしい

○「艸艸庵」（そうそうあん・喫茶店）

○旧朝来小学校の 100 円居酒屋（月１回）

○「ローソン」のドーナツの「クイニーアマン」

○空港の近くの道の駅のソフトクリームがおいしい

○「トラットリア・スティーレ」（パスタがおいしい）

○地域でとれた野菜や魚などが料理につかわれている

○コインランドリーの横のから揚げ店「笑福」（＋手羽塩）

○旬の料理が食べられる店がある（梅園の里，両子河原座）

（○「ジョイフル」）

遊ぶ

○山 ○釣り

○海が近い ○川舟祭り

○塩屋海岸 ○ＪＡ祭り

○海がきれい ○自然が多い

○市民病院祭り ○ふるさと祭り

○向陽台の池で釣り ○広場や公園が結構ある

○グラウンド（旧安岐高校） ○安岐図書館にいつも行ける

○安岐ダムでバス釣り ○子どもたちが喜ぶ公園が多い

○梅園資料館で天体のことを知れる

○向陽台の広場（バスケットボール）

○たいたい公園（安岐コミュニティ広場）がある

○見ている人を元気にさせるくらい明るく楽しく遊ぶ

○大人から子どもまで，とても元気に運動したり遊んだりする人たちが多い

泊まる
○家 ○「いこい」

○ホテル ○キャンプ

○梅園の里（ログハウスもある，温泉もある）

（○ベイグランド国東）

体験

○農業 ○お寺参り

○川舟祭り ○梅園の里

○職場体験 ○アユの放流

○見立て細工 ○ホタル祭り

○両子山登山 ○妙見山登山

○キヤノン祭り ○両子寺の紅葉

○地域についてのアンケート● 集約結果

このアンケートは，あなたが住むここ安岐町について答えるものです。下の表に
あてはまるように，安岐町の魅力・安岐町のいいところを教えてください。（武
蔵町在住の人は，安岐町で知っていることを書いてください。）



○地域のつながり ○新鮮市場の祭り

○外国人と空港で話す ○伝統行事（ケベス祭り）

○アユのつかみ獲り（夏） ○みかん狩りやしいたけ狩り

○稲刈りや田植えなどが体験できる

○アキ工作社の段ボールを使っての工作

○お年寄りの人たちとふれ合えて，学ぶことやいろいろな体験ができる

（○弥生のムラで勾玉づくりや火起こし体験）

買う

○肉屋 ○下駄

○たまや ○とくべ

○ローソン ○Ｄ-トルソー

○七島イの障子 ○コンビニがある

○国東産しいたけ ○雑貨屋さんがある

○大分空港のお土産屋さん ○ホームセンターナカシマ

○地域の人がつくったお菓子など ○大分空港で大分のお土産を買える

○ココカラファインにたくさん薬がある

○料理に使える，しいたけのスパイスみたいなの

○道の駅では地域ならではのものが豊富にそろっている

○デイリーヤマザキ，セブンイレブン，新鮮市場，マルショク

（○ゲオ（本））（○里の駅むさし）（○ファミリーマート）

観る

○山 ○星

○海 ○お寺

○安岐川 ○両子山

○盆踊り ○さ吉くん

○大分空港 ○瑠璃光寺

○梅園の里 ○梅園記念館

○見立て細工 ○両子寺の紅葉

○重光葵資料館 ○世界農業遺産

○安岐ダム（桜） ○川舟祭りがある

○自然環境がいい ○田んぼや畑が多い

○大分空港の飛行機 ○梅園の里の天体望遠鏡

○ホタル（朝来，西武蔵） ○梅園の里のプラネタリウム

○三浦梅園資料館で天体の星を見られる

○両子山の頂から見る景色がすばらしい

○妙見山の頂から見る景色がすばらしい

○向陽台で遊んでいる人たちを見ると元気が出る（バスケットボール）

（その他）

○七島イ ○ＪＡ祭り

○川舟祭り ○自然がいい

○アキ工作社 ○見立て細工

○ゲオが近い ○治安がいい

○電車がない ○韓国交流会

○空気がきれい ○ふるさと祭り

○御田植え祭り ○三浦梅園先生

○人と人が近い ○整骨院が多い

○お年寄りが多い ○コンビニがある

○地域の人が親切 ○あいさつが大きい

○人がたくさん来る ○やさしい人が多い

○地域の人がやさしい ○新しくなった病院がある

○空港がある（空港が近い） ○地域の方々がフレンドリー

○世界農業遺産に登録された ○重光葵（しげみつまもる）先生

○登下校のときに声をかけてくれる

○田原淳先生（たはらすなお・病理学者）

○瀬戸内駅伝で安岐の役場がゴールになっている

○あいさつで地域の人と協力活動（ステップアップ学習も）

○釣り（スズキ，エイ，ヒラメ，キス，アイナメ，メバル，カサゴ，エソ）

↓このような語句を使って書いてもよいです。↓

買い物 車・道路 公共施設 交通 子ども 大人 人々 交流 自然環境

生活環境 楽しみ 治安・防犯 地域のつながり 伝統行事 店 歴史 …など

地域の魅力を英語で発信しよう



（ピットイン（喫茶店））

There is a good restaurant near the gas station.

The restaurant’s mane is “Pit-In”.
It is open Monday through Saturday from 10 a.m. to 10 p.m.

（海の幸）

Aki is popular for marine products.

It is happy for me to eat Aki’s seafood.

Please eat here.

（海の幸）

There are many seafoods in Kunisaki.

They are sold at Sato no Eki Musashi near the airoport.
I like octopus, squid and namako(a kind of shellfish).

（山の幸）

Aki has many farm products.

For example, kabosu and shiitake.

They are beautiful and big.

（食材）

We are going to tell you about our town.

Aki Town is famous for shiitake and kabosu.

Please eat them!

（食材）

Aki Town is famous for kabosu.

It is very sour.
Please come to our town!

地域の魅力を２文以上で紹介することができる。

（今回は「３行英作文」にチャレンジ！）



（食材）

We have famous foods in Oita Prefecture.

They are shiitake, kabosu, octopus and so on.

They are very delicious in Aki Town.

（食材）

There are fresh fishes in Aki.

Aki has very good fishes.

Why don’t you eat them in Aki?

（食材）

Have you ever eaten fish in Aki?

I have eaten fish many times.

It is very good.

（食材）

Fish is very good.
Have you ever eaten fish?

Aki is famous for fish.

（食材）

Kunisaki is famous for tachiuo(a hairtail; a kind of fish).

This tachiuo is delicious.

And tachiuo’s sashimi is delicious too!

（食材）

Kunisaki City is famous for kabosu.

It is very delicious.

There are many kabosus in Kunisaki City.

（食材）

Have you ever eaten a pear?

This is very delicious.

I recommend you to eat it.

（トラットリア・スティーレ（イタリアンレストラン））

There is a delicious spaghetti in Trattoria Stile.

Trattoria Stile is an Italian restaurant.
The menu has some spaghetti and pizza.
I want to go to eat there.



（トラットリア・スティーレ）

There are many good restaurant in my town.

My favorite restaurant is “Trattoria Stile”.

Because the restaurant’s pasta is so delicious.

（助六（食事処））

Have you ever been to “Sukeroku”?

Tori tempura is very delicious in Sukeroku.

I recommend you to go there.

（助六）

There is a good restaurant near Aki Library.

The restaurant’s name is “Sukeroku”.

Katsudon of Sukeroku is very delicious.

（ラーメン山小屋）

Have you ever seen ramen?
Yagamoya Ramen is in Aki Town.
Why don’t you eat ramen?

（ラーメン山小屋）

There is a good restaurant near the bank.

The restaurant’s name is “Yamagoya”.

The ramen is delicious.

（ラーメン山小屋）

Yamagoya ramen shop is near Oita Bank.

The noodle is very delicious.

If you go there, you will like to eat noodle!

（ラーメン山小屋）

There is a good ramen shop near the convenience store “7-11”.

The shop’s name is “Ramen Yamagoya”.

Tonkotsu soup ramen is very delicious.

（くにさき牧場（ステーキレストラン））

There is a steak restaurant near the sea.
Its name is “Kunisaki Bokujo”.

It is the restaurant that is famous for its delicious dish.

I recommend you to go there.



（開山（焼肉））

There is a good yakiniku restaurant near the airport.

The restaurant’s name is “Kaizan”.

There is a delicious cold noodle there.

（からあげさんちゃん）

There is a good karaage shop in Aki Town.

The shop’s name is “Sanchan”.

Karaage of the shop is very delicious.

（からあげ笑福）

There is a good karaage shop near the coin laundry.
The shop’s name is “Shofuku”.

It’s very delicious.

I like salty taste karaage!

（たまや（パン屋））

There is a good bakery near the hospital.

The bakery’s name is “Tamaya”.

Takoyaki-Bread is very delicious.

（やわら（焼き鳥））

There is a good Yakitori restaurant in Aki Town.

The restaurant’s name is “Yawara”.

It’s happy for me to eat Yakitori!

（100 円居酒屋（朝来地区））

There is a 100 yen-restaurant in Asaku area.
Why don’t you eat there?
Please come to our Aki Town!

（梅園の里）

The Viking menu is very delicious.

There is a Viking corner in Baien no Sato.

I have visited Baien no Sato many times.

（梅園の里）

There is a good place near my house.

The place’s name is “Baien no Sato”.

There is a delicious soft ice cream there.



（川舟祭り）

There are many foods in Kawabune Festival.

They are delicious foods.

I like good takoyaki.

（ふるさと祭り）

Have you ever been to Furusato Matsuri?
We recommend you to eat lunch there.
Please come to our town!

（艸艸庵（そうそうあん；喫茶店）

There is a nice coffee shop near my house.

It has a big dog there.

The dog’s name is Olive.

It’s very pretty.

（梅園の里）

The accomodation’s name is “Baien no Sato”.

The view from Baien no Sato is very beautiful.

Please come to our town.

（梅園の里）

Kunisaki has very beautiful stars and constellations.

They are seen in “Baien no Sato”.
You can see them at any night.

（たいたい公園）

There is a popular park near Aki Junior High School.

You can enjoy playing in the park.
The park’s name is “Tai-Tai Park”.



（向陽台公園）

There is a basketball goal in Koyodai Park.

You can see cheerful children there.

It’s happy for you to see them there!

（海）

Have you ever seen sea in Aki Town?

It is very beautiful.

Please come to our town!

（海）

The sea has beautiful color.

We enjoy swimming there.
The name is Shioya Beach.

（四季）

Aki Town’s nature is very beautiful.

It changes with four seasons.

I live with great seasons.

（韓国の中学校との国際交流）

Aki Junior High School students travel to Korea.
They visit Onju(彦州) Junior High School.

We have been friends for a long time.
Onju Junior High School students come to Aki Town in January.

（釣り）

Why don’t you go fishing?

Bass fishing is famous in Aki.

You can enjoy fishing in Aki Dam.

（七島イ（畳表などの原料に使われる））

This name is “Shichitoi”.

Shichitoi is famous in Japan.

Let’s make it!



（アユのつかみ獲り）

There are some rivers in Aki Town.

Aki River is very clear.

We stock the river with Ayu(fish) every year to keep beautiful nature.

Why don’t you eat fresh food?

（アユのつかみ獲り）

We enjoy Ayu-catching in the river every summer.
Ayu is a kind of fish.

It’s very delicious.

（祭り）

Many festivals are held in Aki Town.

For example, Mitate-Zaiku and Kawabune Festival.

They are very great.

（川舟祭り）

This is a traditional destival in Aki Town.
The festival’s name is “Kawabune Matsuri”.

You can enjoy the festival that has many stands and beautiful fireworks.

（ふるさと祭り）

I have visited Furusato Matsuri (Homeland Festival).

Yakitori is very good.

We recommend you to join a bingo game there.

（梅園の里）

Have you ever visited Baien no Sato?
You can experience astronomical observation in it.

It is very beautiful.

Please come to our town!

（梅園の里）

Have you ever visited “Baien no Sato”?
There is a telescope in Baien no Sato.

You can see beautiful stars with it.



（おみやげ）

If you want to buy some gifts, you can get the d-torso.
This is an object with cardboard.
You can buy and experience to make there.

（大分空港で買える銘菓）

There is a nice airport near the sea.

There are many kinds of food there.

My favorite cake of Oita is “Luisa”.

（コンビニエンスストア）

There is a good convenience store near the hospital.

The convenience store’s name is “Family Mart”.
It is open for 24 hours.

（景色）

There is a river in Aki Town.

The sky at sunset from Aki River in the evening is beautiful.

You should watch the evening glow.

（寺院）

There are good temples in Aki Town.

You can feel the history.
I recommend you to feel the history.

（寺院）

We are going to tell you about our town.

Kunisaki is famous for temples.

Have you ever visited temples?



（安岐ダム）

There is a good place in Aki Dam.

You can see cherry blossoms at the place.
I recommend you to see these cherry blossoms.

（安岐ダム）

There is a dam in Aki Town.

There are many beautiful cherry blossoms there.

You can see them in spring.

（両子寺）

Have you ever been to Futagoji Temple?

The view from Futagoji Temple is very beautiful.

My favorite thing is colored leaves in fall.

It’s beautiful too.

（両子寺）

Futagoji Temple is famous for colored leaves.

The view from the temple is very beautiful.

（両子寺）

There is a temple in Futago area.
You can see colored leaves at the temple in fall.

It is very beautiful.

（両子寺）

Have you ever seen colored leaves in Futagoji Temple?

They are very beautiful.

We recommend you to come to Futagoji Temple.

（両子寺）

We can see a lot of beautiful colored leaves.

It is in Futagoji Temple.
I have been to Futagoji Temple several times.

（両子寺）

There is a great place in Aki.

Colored leaves are very beautiful.

Many people visit there.



（両子山）

You can see Mt Futago in Aki Town.

The view from Mt Futago is very beautiful.

Please go there!

（両子山）

My town has a high mountain.

Its name is Mt Futago.

Those colored leaves are very beautiful.

If you go there, you can get happy.

（両子山）

There is a beautiful mountain is Aki Town.

The mountain’s name is Mt Futago.

Fall is the best season for Mt Futago to be looked beautiful.

（妙見山）

Kunisaki has many mountains.

My favorite mountain is Mt Myoken.

Because it is very low and steep.

（梅園の里）

Have you ever visited Baien no Sato?

Mr Miura Baien is famous for in our area.

There is a planetarium is Baien no Sato.

（川舟祭り）

Aki Town has many festivals.

In particular, Kawabune Matsuri is exciting.

It is near the sea, so you can see clear and beautiful sea.

（川舟祭り）

Aki Town is famous for Kawabune Festival.

Fire boats are on the river in summer.
It is a lot of fun.

（川舟祭り）

There is an exciting festival in Aki.

The festival’s name is “Kawabune Matsuri”.

Many people come to the festival every year.



（川舟祭り）

Have you ever seen Kawabune Matsuri?

Aki Town is famous for the festival.

You can see fire burning on the boat at the festival!
(But the boat doesn’t burn.)

（川舟祭り）

We hold Kawabune Festival every year.

The festivals is popular in Kunisaki.

If you go there, you can buy many delicious food and watch an

interesting show.

（ふるさと祭り）

Furusato Festival is held in November.

It is popular in Aki.

Please come to our town.

（ホタル）

Have you ever seen fireflies?

They are very beautiful and cute.

They are bright too!

（ホタル）

Have you ever seen a firefly?

You can see many fireflies in summer in Asaku area.

The view is very beautiful and moving.

（ホタル祭り）

There are beautiful festivals in Aki Town.

Fireflies Festival is one of them.
Fireflies Festival is held in August.



【その他・町外】

（三浦梅園先生（天文学者））

Do you know Dr Miura Baien?

He is famous in Aki Town.

He is one of the greatest astronomers.

（大分空港）

There is an airport in Kunisaki.
It is the only airport in Oita Prefecture.

You can travel from Kunisaki to many places.

（さ吉くん）

Do you know Sakichi-kun?

Sakichi-kun is our pretty character of Kunisaki City.

He makes everyone happy.

（さ吉くん）

This is a famous mascot in Kunisaki.

The name is “Sakichi-kun”.
We recommend you to see it.

（さ吉くん）

Sakichi-kun is a mascot.
It was born in Kunisaki City.

It is very pretty.

（安岐図書館）

You can use Aki Library when you want to read many books.

Why don’t you go there?
It is open from 10 a.m. to 6 p.m.

（里の駅むさし）※武蔵町

There is a very delicious ice cream in Sato no Eki Musashi.

It is bought there.
Why don’t you eat it?



（ゲオ（レンタルショップ）

You can see a rental shop GEO near Aki.

Wonderful GEO!

Please go there!

（道の駅くにさき）※国東町

Have you ever visited Michi no Eki Kunisaki

There is a delicious soft cream there.

Please eat it once!

（ジョイフル（ファミリーレストラン）

This is a famous family restaurant in Kunisaki City.

The restaurant’s name is “Joyfull”.
Oita is the birthplace of Joyfull.

（ケべス祭り）※国見町

Have you ever seen Kebesu Festival?
It is a traditional festival in Kuni

The festival has many mysteries.

ップ））※武蔵町
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※国東町

Michi no Eki Kunisaki?
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ジョイフル（ファミリーレストラン））※国東町

amily restaurant in Kunisaki City.

The restaurant’s name is “Joyfull”.
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It is a traditional festival in Kunisaki.

mysteries.



【３年１組１班】

Hello! Don’t skip, please! Opening

Have you ever been to Baien no Sato? あいさつ・トピック

The buffet menu of Baien no Sato is very delicious. Body

There is a telescope and a planetarium there.
紹介したいとこ

ろ・魅力・いいとこ

ろ

You can see beautiful stars.

Futagoji Temple is famous for colored leaves.

Many people visit there to see them every year.

Baien no Sato and Futagoji Temple are very popular places. Closing

Please come to our town! まとめ・あいさつ

【３年１組２班】

Hello! Don’t skip, please! Opening

Do you know Futagoji Temple? あいさつ・トピック

There are clear water and beautiful colored leaves in fall. Body

Mt Futago is located in the center of Kunisaki Peninsula.
紹介したいとこ

ろ・魅力・いいとこ

ろ

We have climbed Mt Futago.

We like the beautiful views from the top of Mt Futago.

We can see Himeshima from there.
Why don’t you climb Mt Futago? Closing

Please come to our town! まとめ・あいさつ

【３年１組３班】

Hello! Don’t skip, please! Opening

We are children in Aki. あいさつ・トピック

We will introduce Sato no Eki Musashi. Body

It is near Oita Airport.
紹介したいとこ

ろ・魅力・いいとこ

ろ

Sato no Eki Musashi sells vegetables and kiwi soft ice cream.

It is very delicious and wonderful.

Kabosu and shiitake are very famous in Kunisaki.

They are very fresh. Closing

Please come to our town! まとめ・あいさつ

～２０秒ＣＭのナレーション原稿～

地域の魅力が読み手に正しく伝わるように，

文と文とのつながりなどに注意して文章を書くことができる。

地域の魅力が読み手に正しく伝わるように，

文と文とのつながりなどに注意して文章を書くことができる。



【３年１組４班】

Hello! Don’t skip, please! Opening

We are going to tell you about our town. あいさつ・トピック

First, Mt Futago is very famous. Body

The view from there is very beautiful.
紹介したいとこ

ろ・魅力・いいとこ

ろ

Next, many kinds of foods are sold in Michi no Eki Kunisaki.

For example, you can buy kabosu and shiitake.
You can eat many kinds of foods. (soft ice cream too!)
It is useful for us. Closing

Please come to our town! まとめ・あいさつ

【３年１組５班】

Hello! Don’t skip, please! Opening

Aki Town is a very good place. あいさつ・トピック

For example, Baien no Sato and Mt Futago. Body

You can enjoy astronomical observation in Baien no Sato.
紹介したいとこ

ろ・魅力・いいとこ

ろ

Have you ever seen leaves colored in Mt Futago?

It’s very beautiful.

We like the changing sky and the changing trees.

Why don’t you feel the great nature here? Closing

Please come to our town! まとめ・あいさつ

【３年１組６班】

Hello! Don’t skip, please! Opening

Here are some information to know. あいさつ・トピック

Kunisaki has beautiful nature. Body

For example, Mt Futago is famous for its colored leaves.

紹介したいとこ

ろ・魅力・いいとこ

ろ

It’s easy for the first visitors to climb.

Kawabune Matsuri is a traditional festival.

You can enjoy the festival that has many stands and

beautiful fireworks.

If you are interested in Kunisaki, Closing

please come to our town! まとめ・あいさつ

～２０秒ＣＭのナレーション原稿～

地域の魅力が読み手に正しく伝わるように，

文と文とのつながりなどに注意して文章を書くことができる。



【３年２組１班】

Hello! Don’t skip, please! Opening

First, there is an airport in Kunisaki. あいさつ・トピック

It is the only airport in Oita Prefecture. Body

You can warm your feet in hot spring called “Ashi-yu”.
紹介したいとこ

ろ・魅力・いいとこ

ろ

It is near the entrance.

Second, many festivals are held.

Mitate-Zaiku, Kawabune Festival and so on. They are great.

So, Aki is a great town. Closing

Please come to our town! まとめ・あいさつ

【３年２組２班】

Hello! Don’t skip, please! Opening

We’ll introduce you about Baien no Sato and delicious foods

in Aki Town.
あいさつ・トピック

There are places to stay at and hot springs in Baien no Sato. Body

We can see a lot of stars there.
紹介したいとこ

ろ・魅力・いいとこ

ろ

Aki Town has many delicious foods.

For example, if you eat yakitori, we recommend “Yawara”.

There are many kinds of yakitori there.

Enjoy your time in Aki Town. Closing

Please come to our town! まとめ・あいさつ

【３年２組３班】

Hello! Don’t skip, please! Opening

We travel to Korea every summer. あいさつ・トピック

We visited Onju Junior High School. Body

We have been friends for a long time.

紹介したいとこ

ろ・魅力・いいとこ

ろ

Onju Junior High School students will come to Aki Town in
January.
Have you ever seen fireflies?
You can see fireflies in Asaku area.

They are very beautiful. Closing

Please come to our town! まとめ・あいさつ

～２０秒ＣＭのナレーション原稿～

地域の魅力が読み手に正しく伝わるように，

文と文とのつながりなどに注意して文章を書くことができる。



【３年２組４班】

Hello! Don’t skip, please! Opening

We are junior high school students in Aki Town. あいさつ・トピック

We are going to tell you about our town. Body

There is a good restaurant near Aki Library.

紹介したいこと・

魅力・いいところ

The restaurant’s name is “Sukeroku”.

Sukeroku has a delicious food.

We recommend katsudon.
Thank you for listening. Closing

Please come to our town! まとめ・あいさつ

【３年２組５班】

Hello! Don’t skip, please! Opening

We will tell you about Kunisaki area foods. あいさつ・トピック

There are many delicious foods in Kunisaki area. Body

One is Kuruma-ebi, shrimp from Kunisaki.
紹介したいとこ

ろ・魅力・いいとこ

ろ

And the pears are very delicious.

Have you ever eaten these?
You should eat these in the Kunisaki area.

It is possible for you to come here. Closing

Please come to our town! まとめ・あいさつ

【３年２組６班】

Hello! Don’t skip, please! Opening

We will introduce an attraction about Aki Town. あいさつ・トピック

First, there is an exciting festival. Body

It’s “Kawabune Festival”.
紹介したいとこ

ろ・魅力・いいとこ

ろ

The fire burns on a boat.

Second, you can see many fireflies in summer.

You can see the view that is beautiful and moving.

Our town is calm and cheerful. Closing

Please come to our town! まとめ・あいさつ

～２０秒ＣＭのナレーション原稿～



くにみ

くにさき

むさし

あき

後援 ／ 一般社団法人 国東市観光協会

こんにちは。国東市観光協会の中野です。

今、「東京オリンピック・パラリンピック」をはじめ、「ラグビーワール

ドカップ大会大分開催」や、国東半島では「六郷満山開山１３００年祭」

を控え、ますます外国人観光客が増えると予想されます。国東市では、外

国人のみなさんに少しでも長い時間、市内に滞在していただくような観光

戦略を進めています。そんな時、３年生のみなさんが、地元安岐町の魅力

を見つけ、英語でＣＭを企画してくれたことを、たいへんうれしく思いま

す。私も安岐町出身ですが、感心する部分がたくさんありました。ありが

とう！！

みなさんの取組を無駄にしないように、国東市安岐町の魅力を全世界に

情報発信したいと思います。みなさんも多くの人にどんどん伝えてくださ

いね。３年生全員に春が来ることを祈念し、ふるさとを思い活躍する姿を

想像しながら、これからも応援したいと思います。


