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    I have lived in Miyagi for 

four years. Every winter I stay at 

home because I do not like cold 

weather, but in the spring, 

summer and fall visiting parks is 

my hobby. Seeing beautiful 

flowers and trees makes me 

happy. 

  

 

 

A Special Park 
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Questions 

1 What season does Ms. Savannah not visit parks? 

                 

2 What can people do at Naganuma Futopia Park? 

                 

★ Where should people visit to see beautiful flowers in Miyagi? Write about it!   

I want people to visit                                                        

                                                                                         

※ lotus: 蓮   bloom:咲く windmill:風車  unique: 独自の，面白い 

order: 取り寄せる Netherlands: オランダ  swan: 白鳥 slide: 滑り台   adult: 大人 

    My favorite park is Naganuma Futopia Park, in Tome city. In spring there are many 

cherry blossoms. You can enjoy the beautiful flowers. Then, in summer the lotus 

flowers bloom on the lake. It’s nice to walk around and take pictures.  

    Naganuma Futopia Park is unique because it has a windmill that still works! The 

windmill was ordered from the Netherlands. People call it Hakucho, which means white 

swan in English. This is a picture that I took of the park. Can you see the windmill? 

What about the slide? The slide is actually the longest slide in Miyagi! Both children 

and adults can use it. I hope you can visit Naganuma Futopia Park someday!  

                               （158語） 
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Questions 

1 What season does Ms. Savannah not visit parks?  

(サバンナ先生が公園に行かないのはどの季節ですか？) 

(例)She doesn’t visit parks in winter.  

２  What can people do at Naganuma Futopia Park? 

（長沼フートピア公園ではどんなことができますか？） 

(例)People can enjoy the beautiful flowers/ walk around and take pictures/ use the slide. 

 

★ 宮城県で綺麗な花を見るためには，どこに行けばいいですか？ （あなたの意見を）書いてみてください。 

（例）I want people to visit Kanahebisui shrine in Iwanuma. In May, there is a flower 

festival. People can enjoy the beautiful wisteria and peonies. During the festival, the 

shrine also sells sweet smelling omamori and unique snake shaped food.  

岩沼市の金蛇水神社に行ってほしい。 5 月には花まつりがあります。綺麗な藤や牡丹が楽しめます。ま

た，祭りの期間中は，甘い香りがするお守りや，蛇の形をしたユニークな食品が販売されます。 

 

★ サバンナ先生はアメリカのテキサス州，ヒューストンから来ました。 テキサスは温度が高くて乾燥している

ので，色々なところでたくましいワイルドフラワーが咲いています。テキサスを代表する花は「bluebonnet 

flower」で，100 年以上前に州花に指定されました。 bluebonnet の花畑を見るために，ヒューストン

の人々は遠い場所まで足を運びます。桜のように春に咲きますが，楽しめる時期は短いです。 宮城の県

花と県木はなんですか？ どこで見られるか，どんな花か，英語で紹介する文を考えてみよう。  

A Special Park 

By: Savannah Baker (Tome ALT) 

 
  私は，宮城に４年間住んでいます。寒い天気が好きではないので，毎年冬は家にこもっていますが，春，

夏，秋は公園に行くことが趣味です。美しい花や木を見ると，幸せになります。 

  私のお気に入りの公園は，登米市にある長沼フートピア公園です。春にはたくさんの桜が咲き，美しい

花を楽しむことができます。そして，夏は湖に蓮の花が咲きます。散歩したり，写真を取ったりするのに最適

です。 

  長沼フートピア公園は，今でも稼働する風車があるのが特徴です。 風車はオランダから取り寄せまし

た。これは私が撮った写真です。風車が見えますか？滑り台は？この滑り台は実は宮城県内で最も長い

滑り台です。 子どもも大人も楽しめます。いつか，長沼フートピア公園を訪れてみて下さい。 
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