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Teaching Elementary

T

eaching elementary school is quite different from teaching junior or senior high school. There is no set curriculum or textbook to follow in class. Instruction is game-based, as opposed to
the skill-based instruction commonly used in junior or senior high
schools. Also, in elementary school English instruction, the ALT
often assumes a large portion of the teaching responsibilities. As
a result, in elementary schools you have an excellent opportunity
to do some effective teaching! Teaching elementary school has its
share of challenges, but it is also very rewarding.

小学校での指導

小
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示

小学校で教えることは、中学校や高校で教えることとは相当異なり
ます。定められたカリキュラムや教科書がありません。中学校や高
校で使われるようなスキルを基盤とした教え方ではなく、ゲーム中
心になります。また、小学校の英語教育では、ALTがより大きな役割を果たします。従って、小学校ではかなり効果的
に教える機会がもてます！小学校で教えることには難しい面もありますが、一方で大変やりがいもあるのです。

⒉⒉Teaching at Elementary Schools will show you

how to deal with differing class sizes and classroom settings. There are also tips for creating
successful elementary curricula and lesson plans.
We’ll also describe some techniques for successful communication with elementary school
Homeroom Teachers (HRTs). Finally, we’ve included advice from several ALTs and JTLs who
are currently teaching in elementary schools
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⒉⒉小学校での指導では異なる人数のクラスや教室環境にど
のように対応するかを説明します。また、上手に小学校
カリキュラムやレッスンプランを作成するこつも紹介し
ます。更に、クラス担任（HRT）と上手くコミュニケー
ションができる技術を述べる。最後に、現在小学校で教
えているALTからのアドバイスも載せています。
翻訳：ジェームス・ラゾ

Teaching at
Elementary Schools

小学校での指導

W

There are no hard-and-fast rules for
elementary school English classes in
Japan. Many schools elect to use the
Eigo Note series, however, in some
cases, ALTs are asked to formu¬late a curriculum and
design lesson plans completely on their own. Because
each school has different students, teachers, and needs,
your curriculum and lesson plans may vary from school to
school. Both your curriculum and lesson plans will depend
largely on a number of factors outside your control. First,
we will look at the factors that can influence curriculum
planning at the elementary level.

小学校の英語授業には厳格なルール
はありません。現時点で、全国レベ
ルで小学校の英語カリキュラムは開
発されていないですが、英語活動指導
案に関しては、未だそれぞれの市政の判断に一任されて
います。場合によってＡＬＴは自分でカリキュラムを用
意し、授業案を計画するように頼まれます。また、それ
ぞれの学校では生徒、教師、ニーズなどが異なりますの
で、学校によってカリキュラムと授業案が異なることが
あります。カリキュラムや授業案は、自分でどうするこ
ともできない数々の要因に依存します。まず、小学校で
のカリキュラムプランに影響を与えるこれらの要因に目
を向けましょう。

Teaching at Elementary Schools
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hether you are a full-time elementary ALT or you ＡＬＴにとっては、フルタイムでも、たまにの訪問で
visit elementary schools occasionally, teaching も、小学校で教えることは最初は恐ろしいものでしょ
very small children can be a frightening proposition at う。なぜなら小学校で行う英語レッスンはほとんど一人
first because ALTs often teach elementary English les- で や っ て
いくからです。すべてのＡＬＴがこの
sons virtually alone. Not all of us
年齢層に対して教えた経験が必ずしも
have prior experience working with
あるわけでなく、また流暢に日本語が
this age group, and not all of us speak
話せるわけでもありません。しかも、
perfect Japanese. Furthermore, these
中・高校で行うような英語レッスンと
lessons are nothing like the English
“The students usually まったく異なっているのです。生徒は
classes taught at the junior and senior
小さな町に電気を供給できると思e
high levels. The students usually
るほどエネルギーを持っています
have enough energy to
have enough energy to power
し、どんなことでも最大音量
power
a
small
city,
and
a small city, and evで行います。笑ったり、
erything is done at
泣いたりするので、
everything
is
done
at
full volume. Some
何事もなく終われる
giggle, some cry, and
人はまずいません。さ
full volume. Some giggle,
nobody plays it safe. So
て、何を期待したら良いで
what can we expect? How can
しょうか？どのようにして楽し
some cry, and nobody
we develop elementary lessons that
く、効果的で、有意義な小学校の英語
are fun, effective, and purposeful?
授業を計画したら良いでしょうか？
plays it safe.”

Elementary School Curriculum
Planning
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Your curriculum will be determined, in large part,
by the number of schools you visit and the frequency
of those visits. Some ALTs visit only one school on a
regular basis, while others have a long series of one-shot
schools that they visit only once or twice a year. Your
curriculum plans, therefore, will depend on how often
you see each class. Some ALTs will find themselves
teaching each class once a week while others might not
have a lesson with the same class for several months.
If you have weekly or bi-weekly lessons with each
class, it is possible to introduce new material continuously; thereby, building upon previous lessons, grammar points, and vocabulary. On the other hand, if your
visits are more infrequent, you may need to focus more
on repetition and reviewing. After you have determined
how many lessons you will have with each class, the following hints will help you to organize your curriculum:
⒉⒉Obtain an advance copy of your schedule and the

school’s suggested curriculum, if one exists, via fax
or email. This should be done as early as possible—
at least three to seven days before classes begin—in
order to map out your long-term plan.

⒉⒉If your schools do not have a curriculum sketched

out for the entire year, create your own goals and
long-term plans for your classes.

⒉⒉Plan to recycle activities. After a few months of hard

work, you may have several hours of lesson plans
completed. Reuse the games and activities to reduce preparation time and give students an opportunity to review previously studied material; allotting
time for review is an important part of curriculum
planning.

Elementary School Lesson Planning
Each lesson plan you develop for your elementary
English class will inevitably vary upon the situation. Activities that work well in one class can be disastrous in
the next. It’s not always possible to predict what will and
will not work with a given class, but taking the following factors into consideration should help you to design
lessons that work the way you want them to.
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小学校におけるカリキュラムプラン
ＡＬＴのカリキュラムは学校の数と訪問の頻度によって
大部分が決まります。１つの学校を定期的に訪問する場合
もあれば、数多くの「ワンショット学校」へ年に１、２回
だけ訪問する場合もあります。というわけでカリキュラム
はそれぞれのクラスにどのくらい出るかによって異なりま
す。あるALTはそれぞれのクラスに１週間１回教える一方、
あるALTはそれぞれのクラスに数ヶ月おきに１回しか教えな
いという場合もあります。各クラスに週１回または２週に
１回教える場合は、前回のレッスン、文法、また語彙をも
とに新しい教材を取り入れてすすめることができます。し
かし、訪問する回数が少ない場合は繰り返し練習と復習を
中心に行う必要があるでしょう。各クラスに何回教えるか
を確かめた上、下記のヒントにしたがってカリキュラムを
作成すると良いでしょう：

⒉⒉自分のクラス・スケジュールと学校のカリキュラムの
コピーをファックスかメールによって入手します。長
期計画を立てるには授業が始まる前、できる限り早め
に（少なくとも３日～７日前）もらうようにしておき
ましょう。

⒉⒉学校に年間のカリキュラムがなければ、自分の目標を
掲げてクラスの長期計画を立てておきましょう。

⒉⒉アクティビティーの再利用をしましょう。数ヶ月頑張
れば数時間分の授業案が完成するはずです。ゲームと
アクティビティーを再利用することで、準備時間を
減らし、生徒に既習の教材を復習させることができま
す。カリキュラムプランにおいて、復習の時間を入れ
ることが重要だと覚えておきましょう。

小学校における授業案
小学校の英語授業のための授業案は状況によって効果が変
わります。あるクラスにうまくいったアクティビティーは
他のクラスでは大失敗になる可能性もあるのです。どのク
ラスに何がうまくいくかは必ず予想できるわけではないで
すが、下記の要素を考慮すると目標に到達できる授業案を
立てるのに役立ちます。

Class Size

Classroom Setting
Before class, try to find out what kind of space you will
be teaching in. The size of the classroom has a huge impact
on the kinds of activities you can do. Most running games,
for example, are too dangerous in a regular classroom.
Conversely, it’s very difficult to pull off a “Criss Cross”
activity in a gymnasium, where there are no desks to define
the space. Accept the limitations of the classroom you’re
working in.

Communication with the Homeroom
Teacher
The final, and most important, factor that will affect your
lesson planning is your relationship with HRTs at the elementary school. Your working relationship with the HRT
is crucial to the success of your lessons. Many ALTs find it
very difficult to run elementary classes without the HRT’s
active cooperation. Occasionally, we need help translating
the rules for an activity or game. None of this can happen
without effective communication between ALT and HRT.
However, communication is often a bit of a challenge.
Unlike Japanese junior and senior high schools, most elementary schools do not require HRTs to be proficient in
English. However, this doesn’t mean that communication
is impossible. Some HRTs may have a basic understanding of written English. In addition, drawing pictures, acting things out, and attempting to speak in Japanese can
help bridge the communication gap. Body language or
gestures are also helpful. Try to meet with the HRT briefly
before each class, and if you can’t find time, exchange
ideas on paper. If you are able to communicate, you will
be able to plan your lessons with the HRT, and the teacher
can then take a more active role in the class. The students
will become more manageable, activities will flow more
smoothly, and the entire lesson will progress at a quicker,

もちろん、小学校のクラスの生徒数はそれぞれのクラス
で差があります。日によって１人だけに教えたり、６０人
に教えたりすることもあり得ます。小学校という環境にお
いては、特に生徒数が重要です。それはゲームとアクティ
ビティーが授業の基礎となるからです。歌やある種のゲー
ム（椅子取りゲーム・交通信号など）は大人数が対象で、
また他のゲーム（バズナンバーゲーム・ツイスターなど）
は小人数に向いています。各クラスは独自な雰囲気があり
ますので、生徒にどのようなゲームが合うかは自分自身で
決めるしかありません。ただし、訪問頻度がカリキュラム
プランを方向付けるように、生徒数は授業案に関する最も
重要な要素です。

教室環境
授業が始まる前、どのような空間で教えるのかを調べて
ください。教室の大小はどのアクティビティーを実施で
きるかに大きく影響します。例えば、生徒が走るような
アクティビティーは普通教室でやると危険です。一方、
「クリスクロス」のようなアクティビティーは空間の仕
切りのない体育館で実施するのは難しいでしょう。それ
ぞれの教室の限界を受け入れるようにしましょう。

クラス担任とのコミュニケーション
授業案に影響する最も重要な要素は、クラス担任
（ＨＲＴ）との関係です。その関係はレッスンの成功に
不可欠なものです。多くのＡＬＴはＨＲＴの積極的な協
力が得られないと小学校で授業を指導するのが大変難し
いと言います。時にはアクティビティーやゲームのルー
ルの説明を通訳してもらう必要があります。それはＡＬ
ＴとＨＲＴの間に効果的なコミュニケーションができな
いと無理でしょう。しかし、コミュニケーションはなか
なか容易にできないものです。日本の中高校と異なり、
小学校ではHRTが英語に堪能であることを必要としませ
ん。しかし、コミュニケーションができないという意味
ではありません。簡単な英語の文章が分かるＨＲＴもい
ます。また、絵を描いたり、ジェスチャーしたり、そし
て日本語で話したりすることによってコミュニケーショ
ンギャップを埋めるに役立つのです。授業が始まる前に
ＨＲＴと短時間でも会いましょう。もしできなければ、
紙に書きましょう。コミュニケーションを取れるとＨＲ
Ｔと一緒に授業案を立てることができ、そしてＨＲＴは
より積極的な役割を果たせるはずです。その結果、生徒
が扱いやすくなりアクティビティーがよりスムーズに流
れ、ペースで進みます。特にしばらく訪問していない場
合は計画の段階ではこのような協力が不可欠です。

Teaching at Elementary Schools
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It’s no surprise that elementary classes vary in size. You
may find yourself teaching a class with only one student
one day, and then teaching a class of sixty the next. Class
size is especially important in an elementary setting, since
games and activities are often the basis for instruction.
Songs and some games (such as “Musical Chairs” and
“Traffic Lights”) work best in larger groups, while other
games (such as the “Buzz Number Game” and “Twister”)
are better for small classes. Every class has its own atmosphere and you will have to determine what sorts of
games work best with your students. However, class size
will usually be the single most important factor in your
lesson planning, just as the frequency of your visits will
shape your curriculum planning.

生徒数

more efficient pace. Teamwork is especially essential in
the planning stage if there has been a long period between class visits.
With all this in mind, here are some further hints for
planning and executing effective elementary school
lessons:
⒉⒉Make sure your lessons have focus. Games are very useful as motivational tools, but they should always serve
your larger instructional goals. Carefully target lesson
plans to the skills and level of the students.

小
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⒉⒉Spend as much time as you can with the students outside
of class. Interact with the students at recess, walk students
to the bus stop, or go to the library after school to help
build relationships and remember names. These relationships will help both in the classroom and when designing
lessons that are targeted to specific classes.
⒉⒉Prepare for the next lesson before going home. Meeting with the HRT or preparing materials before leaving
the school will help during your next visit. This may be
especially important if there are long gaps between your
visits.

このようなことを念頭において、下記のような効果的に小
学校の授業を計画し実行するのに役立つ助言を参照すると
良いでしょう。

⒉⒉授業ではポイントを確実に持つようにしましょう。ゲ
ームは動機付けとして非常に有益ですが、大きな授業
目標に役立たなければなりません。気をつけて授業計
画を生徒のスキルとレベルに合わせましょう：

⒉⒉できる限りの時間、教室外で生徒と一緒に過ごしまし
ょう。休憩時間に生徒と交流を持ったり、バス停まで
生徒を見送ったり、放課後に図書館に行ったりして生
徒と関係を築き名前を覚えましょう。このような関係
は教室や具体的な授業の計画に役立ちます。

⒉⒉帰宅する前に次回の授業の準備をしましょう。HRTと打
ち合わせを行ったり、学校から帰る前に教材を準備す
ることは、次回の訪問のときに役立ちます。特に長い
間訪問しない場合には重要です。
最後に、岐阜県のALTベッキー・バーさんによる基本的な
授業計画の例を示します。

⒉⒉If the school follows the Eigo Note Curriculum, consider using the Englipedia website when planning lessons.
Songs, games and other activities specific to each chapter are available with instructions in both Japanese and
English. (http://jhsenglipediaproject.com/ES_EigoNoto.
aspx)

Finally, here is an example of a basic lesson plan, written by Gifu ALT Becky Burr:

Elementary Lesson Plan (Table 4.1)
小学校の授業案
Class: 6-2

HRT: Asano-Sensei

クラス：6-2

HRT：浅野先生

Lesson No. 6
(2nd time through this lesson)

Date: Dec. 6, 200~

Lesson 6
（2回目）

日付：200~年12月6日

Topic: Flowers – rose, lily, carnation, tulip, morning glory, dandelion, sunflower.
トピック：花－バラ、
ユリ、
カーネーション、
チューリップ、
アサガオ、
タンポポ、
ヒマワリ

Grammar: I have ~ and ~. I want ~.
文法：I have ~ and ~. I want ~.

Continued on the next page 次のページに続く
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Elementary Lesson Plan (Table 4.1)
小学校の授業案
Dialogue: Shopping (modified dialogue to more closely
match last class).

Hello.
I want roses.
I want red roses.
Three, please.

Hello. Can I help you?
I have red roses and blue roses.
How many?
Okay. Here you are.

対話形式: 買い物
(前回の授業と合わせるため修
正した対話文）

Hello.
I want roses.
I want red roses.
Three, please.

Hello. Can I help you?
I have red roses and blue roses.
How many?
Okay. Here you are.

Preparation: Colored pens, vases, paper flowers, shopping lists, gold and silver “roses” (for
prizes).

Plan:
1. Hello time.
2. Review last time – “I have ~ pens, ~ pens and ~ pens.” “I want a ~ pen.” (Use colored pens from
teachers’ room.) Students say “I have” and “they want,” then reverse to get pens back.
3. Run through flower flashcards once – today we are shopping for roses!
4. Shopping dialogue on board. Check for understanding of meaning.
5. Repeat and vary for fun.
6. Shopping game with paper “roses.” Use the class groups: 1/2 shoppers, 1/2 store. Each shopping pair gets a vase to fill and a shopping list of colors. Each shop gets 2 colors to sell. Switch.
Teams that use English (no Japanese!) win a gold or silver rose for their vase. Demo game with
HRT first.
計画：
1.ハロータイム。
2.前回の復習－“I have ~ pens, ~ pens and ~pens.”“I want a ~ pen.”（職員室の色ペンを使う）Ihave,
they want, それからget pens に戻る。
3.花のフラッシュカードを１回練習する。
－今日はバラを買いに行こう！
4.買い物の対話文を黒板に書く。意味を説明する。
5.繰り返す、繰り返す
（変化をつけると面白い）
紙のバラを使って買い物ゲームを行う。グループにする：1 / 2を客 、1 / 2を店員とする。各ペア
に花 瓶と買い物リストを配る。各 店には2 色のバラがある。交 代する。英 語だけ（日本 語はダ
メ）
を使ったチームには、金か銀のバラを花瓶に入れる。最初にHRTと手本を見せる。

Comments: Wow, they are really good! Asano-Sensei is really into English and helps a lot. Did
the game 2 times in 15 to 20 minutes. Impressive. Seemed to understand. Asano-Sensei was saying how hard it was to say the dialogue, so I demonstrated my inability to say atatakakunakatta
and we all laughed. Next time make it clear that each team has their OWN vase - they don’t
have to sort the colors back into the vases as we play. Maybe each team can carry their vase with
them?
コメント
生 徒は本当によくできた！浅 野 先 生は英 語に興 味があるのでよく手 伝ってくれた。1 5 ～ 2 0 分で
2 回ゲームを行った。すばらしい 。生 徒 は 理 解できたようだ。浅 野 先 生 は 、会 話を行うのは 難し
いと言っていたので、私 は「 温 かくなかった 」と日本 語で 言えないことを示した 。みんなで 笑っ
た。次回は各チームにそれぞれの花瓶があるので、花瓶の中のバラを分類して返す必要がないこ
とをしっかり説明すること。
それとも各チームに花瓶を持ってきてもらおうかな？

Teaching at Elementary Schools
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準備：色ペン、花瓶、紙の花、
買い物リスト、賞品としての金と銀の
「バラ」。
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Keeping track of lesson plans, such as the one on the
previous pages, in a notebook will help as you plan the
next lessons and recycle or modify ideas.

上記のように授業計画をノートに記録しておくと、次回、
授業の計画を立てたりアイデアの再利用や改善をするとき
に役立ちます。

More Tips and Tricks

さらなる助言とこつ

As we plan our elementary curricula and lesson plans,
we inevitably develop a unique individual system, including pet techniques for maintaining order, engaging
student interest, and keeping track of progress. We’ve
invited some current ALTs to tell us what works for
them; we hope these tips will help you too!

小学校のカリキュラムや授業の計画を立てるとき、必然的
に個人的な各特の方法を用います。それは、秩序を保つた
めの好みのテクニック、生徒に興味を持たせること、過程
を記録することなどを含みます。現在のALTを招いてそれら
がどのように役立つか話してもらいました。参考になれば
と思います。

“Keep the lessons fun and easy! It makes it fun for you,
and the kids will notice and feed off your extra energy.”
~ Shane Hopkins, JET Alumnus, Gunma Ken

“授業をやさしく楽しいものにしましょう。それは自分
自身にとっても楽しいもので、生徒もそれに気付くでしょ
う。”
～前群馬県のJET、 シェイン・ホップキンズ

“Some HRTs tend to take a back seat in the classroom
and become a student once the lesson begins. [While]
it’s great to have the students paying you full attention,
it is not effective overall. The students need to see their
HRTs at the front of the class interacting with you, and
especially in English.”
~ Jozen Tamori Gibson, Elementary and Junior High
School ALT, Gifu Ken
“Keep a notebook. Before I did, I would plan a great
lesson with a great game only to find the class was rowdy and have the game turn into a screaming mess. And
then I would recall that this class was the one that did
this the last two times. Use the notebook to add in mini
reviews to each lesson and to make notes to yourself
about what you’d like to try next time and what you will
never, never do with that crew again.”
~ Becky Burr, Elementary ALT, Gifu Ken
“Don’t go to elementary school with an ego. Half of
your job is to just be with the kids so they can get used to
foreigners. Do eat lunch with them. Do play with them
during break time. Don’t think you’re too cool to do the
‘Days of the Week Dance.’”
~ Andy Hancock, Elementary ALT, Oita Ken
(WikiJET - http://www.wikijet.org)
“A great game is to seat kids in a circle and have an
item or two (I use an American football, which they like
because it’s new to them), play music and have students
pass the ball(s). When the music stops, students stuck
with the ball(s) must use a target word for the day. A fun
and adaptable game.”
~ Chris Hammond, Elementary and Junior High
School ALT, Hyogo Ken

74 Planet Eigo Teaching at Elementary Schools

“授業が始まると教室の後ろに座って生徒になるHRTがい
ました。生徒がALTに注目するという点は良いのですが、
全体的に見て効果的ではありません。HRTとALTが教室の前
で、特に英語で協力している姿を見ることが生徒には必要
です。”
～岐阜県の小中学校のALT、ジョゼン・タモリ・ギブソン

“ノートに記録を取りましょう。記録するようになる前
は、良いゲームで良い授業を行おうと計画したが、クラス
が騒がしくなりゲームは混乱してしまいました。その後、
このクラスは前回と前々回の授業も同じであったことを思
い出しました。ノートを使い、授業の簡単な評価、次回の
授業で行ってみたいことやこのクラスでは二度と繰り返さ
ないことなどを書いておくと良いでしょう。”
～岐阜県小学校のALT、ベッキー・バー

“小学校には自己主張を持ち込まないようにしましょ
う。ALTの役目の半分は生徒達が外国人になれるために触れ
合うことです。一緒に昼ごはんを食べたり、休憩時間に一
緒に遊んだりしましょう。‘Days of the Week Dance’をす
ることを冷ややかに考えないようにしましょう。”
～大分県のALT、アンディ・ハンコック
（wikijet：http://www.wikijet.org）
“良いゲームの例として生徒を円状に座らせ、音楽を流し
1、2個のアイテム（新しいものなら生徒達が好むと考えア
メリカンフットボールを使用）を用意します。生徒達にボ
ールを渡してもらいます。音楽が止まったとき、ボールを
持っていた生徒はその日のキーワードを使わなければなり
ません。楽しく応用の効くゲームです。”
～兵庫県の小中学校のALT、クリス・ハモンド

“一貫した行動をしましょう。自分が忘れたとしても生
徒は覚えています。異なるフラッシュカードを持ってき
たり、いつものスタイルを変えたり、何かを忘れたりし
た場合、生徒に不快感を与えてしまいます。”
～岐阜県小学校のALT、カキ・ナール

“Please speak slowly and say all important words twice.
Sometimes students are tired, so if they hear a word twice,
they know to pay extra attention to that word or phrase.
When teaching, please smile a lot and have a very energetic and cheerful attitude. If you do that, the children will
respond to you much more.”
~Igarashi Naoki, Sixth Grade Teacher, Yamagata Ken

子どもたちが聞き取りやすい速さで話してもらう。繰り
返し話したり、強調して話したりして、子どもたちの関
心を引きつける。笑顔と明るい雰囲気で教えること。
〜五十嵐さん、山形県の小学校６年生の先生

“As a Japanese teacher of English, what I expect of an
ALT is that they will praise the kids and make them more
enthusiastic. I want them to encourage the kids so that they
can work with confidence when studying an unknown
language. Also, I would want them to teach the kids the
cultural differences between Japan and other countries,
open their eyes to the world, and help them achieve the
tolerance to accept a foreign culture.”
~Matsomoto, JTE, Kumamoto Ken

日本人の英語教師としてＡＬＴに期待したいことは、子
どもたちをどんどんほめてやる気にさせることです。子
どもたちが未知の言語の学習に自信を持って取り組める
ようにencourageしてほしいと思います。そして、外国と
日本の文化の相違点や類似点を教えて、子どもたちの目
を世界に開かせ、異なる文化を受け入れる寛容性を身に
付けさせてほしいと思います。
〜松本 毅、熊本県小中学校のＪＴＥ

We think learning English can be fun, and we want our
students to think so too. If we approach our lesson and curriculum planning thoughtfully and flexibly, we will give
ourselves space to enjoy the kids and the lessons as they
happen. The children’s native curiosity will do the rest.

私たちは、英語学習は楽しむことができると考えてい
て、生徒達にもそのように考えて欲しいと思います。授
業やカリキュラムの計画を熟考し、柔軟に取り組めば、
きっと生徒達と授業を楽しむ空間を得ることができるで
しょう。後は生徒達の自然な好奇心に任せましょう。
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“Be consistent. The kids remember everything even if
you forget. If you bring different flashcards, change the
chant style or forget something, it creates discomfort for
them.”
~ Kaki Narh, Elementary ALT, Gifu Ken

