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 Gｏａｌ   自己紹介文を読んで，誰の紹介文か当てよう！  

  「自己紹介文」を読んで，あとの問いに答えましょう。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

⑴ 英文の内容を表にまとめました。ア～ウに入る答えを（    ）内に英語で書きましょう。 

質問 〔答え〕 質問 〔答え〕 

① 住んでいる場所 Ｍｉｙａｇｉ ⑤ できること dance 

② 誕生日 ア（              ） ⑥ できないこと up-tempo dance 

③ 趣味 
going to hot spring 

and napping 
⑦ 好きな食べもの ウ（              ） 

④ 好きなもの イ（              ） ⑧ 仕事 
Miyagi tourism PR 

character 

 

⑵ 英文中の“Who am I?”の質問に英語で答えましょう。 

                                                                    

   

⑶ 英文では，自己紹介とともに何を宣伝しているでしょうか。英語で答えましょう。 

                                                                      

      

                                                                      

    Hello!  I live in Miyagi.  My birthday is March 8.  When is your birthday?  My 

hobby is going to hot springs and napping.  I like festivals.  I don’t like hot weather.  

I can dance but I can’t up-tempo dance.  My favorite food is fish from Miyagi.  It’s 

so delicious.  What food do you like?  I’m trying hard to promote Miyagi’s food 

throughout the country.  I work as a Miyagi tourism ＰR character.  Miyagi is famous 

for rice.  My face looks like a rice ball.  I cheer for Tohoku Rakuten Golden Eagles, 

VEGALTA SENDAI, and Sendai 89ers, too.  Who am I?   

(１０１語) 

 

※ hobby 趣味    hot spring 温泉    nap(ping) 昼寝する    weather 天気，天候 

dance 踊る，ダンスをする    up-tempo dance アップテンポのダンスをする 

promote 進める，広める    throughout the country 全国へ    as ～として 

tourism 観光    PR character 宣伝キャラクター    look(s) like ～のような 

rice ball おにぎり     cheer  応援する    

 

 

５ 問

中   

Who Am I? 【Read and Think】 
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⑴ 英文の内容を表にまとめました。ア～ウに入る答えを英語で書きましょう。 

質問 〔答え〕 質問 〔答え〕 

① 住んでいる場所 Ｍｉｙａｇｉ ⑤ できること dance 

② 誕生日 ア（ March 8 ） ⑥ できないこと up-tempo dance 

③ 趣味 
going to hot spring 

and napping 
⑦ 好きな食べもの ウ（fish from Miyagi） 

④ 好きなもの イ（ festivals ） ⑧ 仕事 
Miygai tourism PR 

character 

⑵ 英文中の“Who am I?”の質問に英語で答えましょう。 

      Ｙｏｕ ａｒｅ Ｍｕｓｕｂｉｍａｒｕ. （むすび丸）                                                 

⑶ 上記の英文では，自己紹介とともに何を宣伝しているでしょうか。英語で答えましょう。 

      Miyagi’s food,  rice,  fish ,  Tohoku Rakuten Golden Eagles,  VEGALTA SENDAI, 

      and Sendai ８9ers.                                                                

【チャレンジ問題】 自己紹介文の中にある質問にあなた自身のことについて英語で書きましょう。 

① When is your birthday? 

                                                                                  

② What food do you like? 

                                                                                  

 （例）  ① My birthday is （August 7）.   ② Ｉ ｌｉｋｅ （ｚｕｎｄａ ｍｏｃｈｉ）．                

＜全文訳例＞ 

こんにちは。私は宮城県に住んでいます。私の誕生日は３月８日です。あなたの誕生日はいつで

すか？私の趣味は温泉と昼寝です。私はお祭りが好きです。暑い日は好きではありません。私はダン

スができますが，アップテンポのダンスはできません。私の好きな食べ物は宮城県産の魚です。とて

もおいしいです。あなたの好きな食べ物は何ですか。私は日本中に宮城県の食べ物を宣伝するため

に頑張っています。私は宮城県の観光宣伝キャラクターとして働いています。宮城県は米が有名で

す。だから私の顔はおにぎりのようです。私は東北楽天ゴールデンイーグルスとベガルタ仙台，仙台

エイティナイナーズも応援しています。さて，私は誰でしょう？ 

【解答例】 

Who Am I? 【Read and Think】 


