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   日付 Date     February 15, 2022    

 

国際都市おおた大使活動報告レポート  

Cool OTA-KU Ambassador Monthly Report   

（前月分のレポートを翌月 15 日までに kokusai@city.ota.tokyo.jp に送ってください） 

(Please send your monthly report to the above email address by the 15th of each month) 

 

1 今月は国際都市おおた大使としてどのような活動をしましたか？ 

What activities have you carried out as an ambassador this month? 

    (該当するものにチェックをして詳細を記入してください。いくつでも可) 

（Please tick the appropriate box(es) and write down details of your activities） 

 来賓として登壇したり、紹介・挨拶があったイベント 

Events attended as an important guest / events where you were introduced or gave a speech 

《 出雲小学校のプログラム１月 25 日、雪谷中学校でのスピーチ１月 29 日    》 

 主催者側として参加したもの 例：ﾌｧｯｼｮﾝｼｮｰや交流ｲﾍﾞﾝﾄなど 

Events which you helped to organize   e.g. fashion shows or exchange events 

《                                        》 

 講師、会議、研究会等のﾒﾝﾊﾞｰ、通訳等、知識・経験を必要とするもの 

Activities requiring skill / knowledge e.g. lectures, conferences, research groups, interpreting  

《                                        》 

 その他 Other 

《                                        》 

 

2 今月の大田区 PR 情報発信について Promotion of Ota City as an ambassador 

（Please tick the appropriate box(es) and write down details） 

発信媒体 

PR medium 

発信した内容 

PR contents 

大田区 PR 情報の掲載

回数 # of posts 

promoting Ota City 

information 

 Facebook 等ＳＮＳ 

Facebook or other social 

media 

 ブログ Blogs 

その他 Other 

ブログ記事「平和島の公園。2022 年 1 月 16

日、「冒険とくつろぎ、少しだけ歴史に触れ

る」。 

 

https://jigsaw-japan.com/2022/01/16/the-par

ks-of-peace-island-adventure-relaxation-and

-maybe-a-bit-of-history/ 

FacebookとTwitterに上記の内容を投稿しま
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した。 

The above blog post was reposted on 

FB—Vicki Beyer (936 followers), DIY Japan 

(32,200 members), Japan Travel Writers 

(1,100 members), Japan tourism buzzboard 

(1,000 members), A Different Side of Japan 

(5,200 members), Japan Foreign Tourism 

Professionals (172 members), Tokyo on Foot 

(543 members), and Hidden Gems in Japan 

(19,500 members) (#coolotakuambassador), 

Goodreads and Twitter. 

 

★欄が足りない場合は、付け足してください。Please feel free to add more cells if you have carried 

out lots of different promotions! 

 

3 参加した大田区のイベントの感想・大田区の魅力など PR についてご記入ください。 

写真があれば写真も添付してください。 

Please tell us your thoughts on the Ota City event(s) you have attended, or write about your 

PR of Ota City’s attractions. If you have photographs, please attach them to this report. 

※大田区 HP にアップさせていただく場合もございます。 

These may be uploaded to the Ota City homepage.  

※別紙でのご提出も可能です。 

You can submit these essays and photographs on a separate sheet if you wish. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○イベントの感想など  Your impressions of Ota City’s event(s) etc. 

英語を学びながら異なる文化を勉強している雪谷中学校の 1 年生を対象にした講演に招待されまし

た。生徒のみなさんに英語の理解力を高めるとともに、私が話した内容を理解してもらえるように、

私は英語と日本語を織り交ぜて話すようにしました。私は、ネブラスカの農場で育ったことや 現地

の大学で勉強していたことについて話しました。また、私の国際的な経験も紹介しました。日本に来

てからの弁護士・法学部教授としてのキャリアについても話しました。私の人生や好きなことについ

て、たくさん質問されました。とても熱心な方ばかりで、お会いするのがとても楽しかったです！ 

 

出雲小学校の英語を学ぶプログラムの存在を知り、驚きと喜びでいっぱいです。校長先生と英語の先

生から、熱意が伝わってきて、生徒たちにも伝わっていると思います。生徒たちは会話で英語を使う

ことで学んでいます。もちろん、これこそが言語のあるべき姿です。私は、生徒たちの "Welcome to 

OTA "をテーマにしたプレゼンテーションをとても楽しく拝見しました。生徒たちは熱意のあるプレ

ゼンテーションを一生懸命に準備し、発表しました。コミュニケーション・ツールとしての英語を使

う姿勢は、まさに 21 世紀の日本に必要なものです。この学生たちは、間違いなく日本の未来を担っ

ているのです！ 


