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新聞記事を読み取ろう！

英語の授業で，新しい ALT の先生に宮城県について紹介する“Miyagi English Journal”を作りまし
た。下の記事の一部を読んで，あとの問いに答えましょう。

Welcome to Miyagi!
Miyagi prefecture is in the north-eastern part of Japan. It is part of the Tohoku
region. There are six prefectures in Tohoku: Miyagi, Yamagata, Fukushima, Iwate, Akita,
and Aomori.
Climate:
Miyagi’s climate is one of the mildest in Tohoku. Many people say it is comfortable
to live in because Miyagi has cool summers. The winters in Miyagi are very cold, but other
prefectures in Tohoku are colder and have a lot of snow.
Prefecture
Average Temperature in ２０１９

Miyagi

Fukushima

Yamagata

13.6℃

14.0℃

12.8℃

Akita

Iwate

Aomori

12.9℃ 11.3℃ 11.4℃

Local Food:
Miyagi is near the Pacific Ocean. There are a lot of port
cities in Miyagi.

So you can eat many kinds of fish! Sushi is

very delicious. It is the most popular local food.

Zunda and

gyutan are also famous. （11８ 語）
※ prefecture（s） 県 north-eastern 北東の Tohoku region 東北地方
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⑴ 次の問いに英語で答えましょう。
① What do many people say about the climate of Miyagi?

② What is the most popular food in Miyagi ?
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【解答例】

新聞記事を読み取ろう！

英語の授業で，新しい ALT の先生に宮城県について紹介する“Miyagi English Journal”を作りました。
下の記事の一部を読んで，あとの問いに答えましょう。

ようこそ宮城へ
宮城県は日本の北東部に位置します。東北地方の一部です。東北地方には６つの県，宮城県，山形県，
福島県，岩手県，秋田県，青森県があります。
気候:
宮城県の気候は東北地方の中で一番温暖な気候の一つです。宮城県は夏が涼しいため，生活するの
に快適だと言う人が多くいます。宮城県の冬はとても寒いですが，東北地方の他の４県はさらに寒く，雪が
多く降ります。
県

宮城

福島

山形

秋田

岩手

青森

2019 年の平均気温

13.6 度

14.0 度

12.8 度

12.9 度

11.3 度

11.4 度

（都道府県データランキング〈気象庁データ〉より）

地元の食べ物:
宮城県は太平洋の近くに位置します。多くの港町が宮城県にはあります。
だから多くの種類の魚が食べられます。寿司はとてもおいしいです。寿司は
最も人気のある地元の食べ物です。「ずんだ」や「牛タン」もまた有名です。
※prefecture 県

north-eastern 北東の

comfortable 心地よい
port cities 港町

average 平均

Tohoku region 東北地方
temperature 気温

many kinds of たくさんの種類の～

⑴ 次の問いに英語で答えましょう。
① 多くの人々は宮城の天候についてどのように言っていますか?

They say it is comfortable to live in.
② 宮城県で一番人気のある食べ物は何ですか？
It’s sushi.

climate 気候
local 地方の

