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【Read and Think】

Goal 宮城オルレについてのスピーチを読んで要点を捉えよう
なる子ちゃんは，英語の授業でオルレ“Ｏｌｌｅ”についてスピーチをしています。話の要点を捉えてみましょう。
I went to Naruko with my family yesterday. There is a trekking course around Naruko
hot spring. We call it “Olle”. “Olle” is from Korean. We enjoyed walking along the path
and learned about history. I made a kokeshi doll too. It was fun. At the end of the “Olle”,
we took a hot spring bath. We had a great time. People say the autumn leaves in Naruko
are very beautiful. But the leaves were still green. I want to go there again in autumn.
Thank you.

（87 語）

※ trekking course トレッキングコース
path 遊歩道

hot spring 温泉 Olle オルレ Korean 韓国語

learned learn（学ぶ、知る）の過去形 autumn leaves 紅葉 leaves 葉

なる子ちゃんのスピーチのあとに，クラスメイトのパタ崎さんが質問をします。
Patasakisan: Where else did you visit?
Narukochan:

I visited Naruko-onsen shrine. It is at the start of Naruko hot spring town.

Patasakisan: The shrine is at the start of town! How interesting!
Where was the best place in Naruko?
Narukochan:

I like Okunohosomichi. It was quiet and beautiful. Matsuo Basho walked
there in July during the Edo era, too!

Patasakisan: That sounds great!
※ else ～の他に

start 最初

（58 語）
Matsuo Basho 松尾芭蕉

Edo era 江戸時代

⑴ 次の英文を内容が合っている場合は T を、違う場合は F を（ ）内に書きましょう。
① Narukochan enjoyed making a kokeshi doll. (
② Narukochan saw the autumn leaves. (

)

)

⑵ When did Narukochan visit Naruko?

⑶ Where was Narukochan’s favorite place in Naruko?
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【Read and Think】

Goal 宮城オルレについてのスピーチを読んで要点を捉えよう

【解答例】

なる子ちゃんは，英語の授業でオルレ“Ｏｌｌｅ”ついてスピーチをしています。話の要点を捉えてみましょう。
私は，昨日家族と一緒に鳴子に行きました。鳴子温泉の周辺にトレッキングコースがあります。私たちはそ
れを「オルレ」と呼びます。「オルレ」は，韓国語です。私たちは，遊歩道に沿って歩いたり，歴史を知ったり
して楽しみました。私はこけしを作りました。とても楽しかったです。「オルレ」の最後に私たちは温泉に入り
ました。とても素晴らしい時間を過ごしました。鳴子の紅葉はとても美しいらしい。しかし，葉っぱはまだ緑
でした。私は，秋にもう一度そこに行きたいです。ありがとう。
なる子ちゃんのスピーチのあとに，クラスメイトのパタ崎さんが質問をします。
パタ崎さん ：あなたは他にどこを訪れましたか。
Patasakisan: Where else did you visit?
なる子ちゃん：私は鳴子温泉神社を訪れました。それは鳴子温泉の最初の場所にあります。
パタ崎さん
：神社が鳴子温泉の最初の場所にあるんですね。それはおもしろいね。
Narukochan:
I went to Naruko-onsen shrine. It is a first place of Naruko hot spring.
鳴子での最高の場所はどこでしたか。
Patasakisan:
It is interesting! Where was the best place in Naruko?
なる子ちゃん：私は奥の細道が好きです。そこは静かで美しかったです。芭蕉も江戸時代の７月にそこを
Narukochan: I like Okunohosomichi. It is quiet and beautiful. Bashou walked there
歩いたんです。
in Edo era, too!
パタ崎さん ：それはすごいね。
⑴ 次の英文を内容が合っている場合は T を、違う場合は F を（ ）内に書きましょう。
① Narukochan enjoyed making a kokeshi doll. ( T

)

② Narukochan saw the autumn leaves. ( F )
⑵ When did Narukochan visit Naruko? なる子ちゃんはいつ鳴子に行きましたか。
She visited Naruko in July.
⑶ Where was Narukochan’s favorite place in Naruko?
鳴子でなる子ちゃんのお気に入りの場所はどこですか。
Her favorite place was Okunohosmichi.
【チャレンジ質問】
あなたが，なる子ちゃんのクラスメイトだったら，スピーチに対して何を尋ねますか。英語で質問を書きましょう。

(例) Where did you make the kokeshi doll? How did you get to Naruko?

