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 Gｏａｌ  ホームページの内容を理解する 
１   下の英文は，柴田町観光物産協会のホームページをもとに作成したものです。文章を読んで，柴田町の

特徴
とくちょう

を紹介するキャッチフレーズとして最も適切なものを，下の(ア)～（ウ）の中から選び，〇で囲みましょ

う。 

                  (ア) River town      (イ) Flower town     (ウ) Castle town 

 

２   英語の授業において近隣の小学校の児童とオンラインで交流する活動が行われました。初めて会う人 

たちに自分の学校について知ってもらうためには，（ア）と（イ）のどちらの英文がよいでしょうか。ひとつ選 

び，記号を〇で囲みましょう。 

(ア） My name is Nozomi. I am from  

Shibata town. I am 12 years old. 

I like playing the piano.   

 

（19 字） 

 （イ） Hi. Nice to meet you.   Our school  

is Aoba Elementary School.   The  

teachers are very kind. You can see 

cherry blossoms in our school.  

               （24 字）         

 

３   あなたは，柴田町の駅で外国人観光客ティムさんに声を掛けられました。 

お気に入りの場所を聞かれたので，あなたは船岡
ふなおか

城址
じ ょ う し

公園と答えました（①）。 

すると，ティムさんは船岡城址公園に興味を示し，どこにあるかを尋ねてきました。ティムさんが地図を持

っているなら，地図上で教えてあげようと思います。 

そこで，ティムさんに地図をもっているかを尋ねることにしました（②）。 

あなたはティムさんと英語でどのようなやりとりをしますか。 ①，②に書きましょう。 

（1）Where is your favorite place in  

Shibata? 

 ①  (      ) (           ) (       )  

(      ) (             ) (       ) . 

（2）Where is Funaokajoshi park?  ②(   ) (   ) (     )(     )(      )? 

【チャレンジ問題】 上の１の概要を表すように，本文中から３つの文を抜き出しましょう。 

 

 

Shibata-machi is south of Sendai City, Miyagi 

Prefecture. The weather is temperate. The cherry 

blossom trees at Funaokajoshi Park are very 

famous! There are1000 cherry blossom trees along 

the 8km Shiroishi River banks. Every year about 

200,000 visitors come from all over the country.      

（45 字） 

※south : 南 temperate : 温暖 
km=kilometer : キロメートル  along : ～に沿って   
bank ： 岸  visitor : 訪れる人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参考：https://www.skbk.or.jp 
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【解答例】 

   

 
 

 Gｏａｌ  ホームページの内容を理解する 
１   下の英文は，柴田町観光物産協会のホームページをもとに作成したものです。文章を読んで，柴田町の 

特徴を紹介するキャッチフレーズとして最も適切なものを，下の(ア)～（ウ）の中から選び，〇で囲みましょ 

う。 

Shibata-machi is south of Sendai City, Miyagi 

Prefecture. The weather is temperate. The cherry 

blossom trees at Funaokajoshi Park are very 

famous! There are1000 cherry blossom trees along 

the 8km Shiroishi River banks. Every year about 

200,000 visitors come from all over the country.      

（45 字） 

※south : 南 temperate : 温暖 

 km=kilometer : キロメートル   along : ～に沿って   

bank ： 岸  visitor : 訪れる人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 参考：https://www.skbk.or.jp 

柴田町は宮城県仙台市の南に位置し、温暖な気候です。公園の桜はとても有名です！ 全長約 8km の白石川沿いに 1000 本の桜並木があ

ります。毎年、全国から約 20 万人の来場者が訪れます。 

        (ア)  River town       (イ)  Flower town       (ウ)  Castle town 

 

２   英語の授業において近隣の小学校の児童とオンラインで交流する活動が行われました。初めて会う人 

たちに自分の学校について知ってもらうためには，（ア）と（イ）のどちらの英文がよいでしょうか。ひとつ選 

び，記号を〇で囲みましょう。 

（ア） My name is Nozomi. I am from  

Shibata town. I am 12 years old.  

I like playing the piano.  

 （イ） Hi. Nice to meet you. Our school  

is Aoba Elementary School. The 

teachers are very kind. You can see 

cherry blossoms in our school. 
私の名前はのぞみです。柴田町出身です。12 歳です。                こんにちは。はじめまして。私たちの学校は青葉小学校です。 

趣味はピアノです。                                             先生たちはとても親切です。学校で桜を見ることができますよ。 
 

３     あなたは，柴田町の駅で外国人観光客ティムさんに声を掛けられました。 

お気に入りの場所を聞かれたので，あなたは船岡
ふなおか

城址
じ ょ う し

公園と答えました（①）。 

すると，ティムさんは船岡城址公園に興味を示し，どこにあるかを尋ねてきました。ティムさんが地図を持 

っているなら，地図上で教えてあげようと思います。 

そこで，ティムさんに地図をもっているかを尋ねることにしました（②）。 

あなたはティムさんと英語でどのようなやりとりをしますか。 ①，②に書きましょう。 

(１)Where is your favorite place in  

Shibata? 
 

①  (  My  ) (  favorite ) ( place  )  

(  is  ) ( Funaokajoshi ) ( park ) . 

（2）Where is Funaokajoshi park?  ②( Do ) ( you ) ( have )( a )(  map )?     

 

【チャレンジ問題】 上の１の概要を表すように，本文中から３つの文を抜き出しましょう。 

（例）Shibata is south of Sendai City, Miyagi.  The cherry blossom trees at Funaokajoshi 

Park are very famous.  Every year about 200,000 visitors come from all over the country. 
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