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 次は，留学生のKevinが２年生に向けてスピーチを行ったときの原稿です。

これを読んで(1)、(2)の問いに答えなさい。 

  Hello, everyone.  I'm Kevin.  I'm from the United States.  I'm going to 

talk about my dream.  I love nature, and I like to walk in the woods*.  

My favorite place is Yosemite National Park*.  It's a World Heritage 

Site*.  It's famous for its* very big trees.  People call them giant 

sequoias*. 

  I really love the nature in Yosemite.  So I want to be a park ranger* 

there.  Rangers work for the park to protect* its environment*.  My 

cousin works as a ranger in Yosemite.  She knows a lot about nature.  So 

I often ask her about it.  She says, "Nature is very important."  In the 

future, I want to teach it to the next generation*. 

  Thank you. 

（注）Yosemite National Park ヨセミテ国立公園     woods 森林 

   World Heritage Site 世界遺産    its その   

      giant sequoias セコイアオスギ    ranger 警備員 

      protect 守る    environment 環境   generation 世代 

 

⑴  このスピーチの内容を説明しているものとして最も適切なものを下のア

～ウの中から一つ選び、その記号を答えよ。 

ア 自分の経験について、時間の流れに沿って述べている。 

イ 自分の思いについて、理由を挙げながら述べている。 

ウ 自分の主張を、例を挙げながら述べている。 

 

⑵      に入る英語として最も適切なものを下のア～エの中から一つ選び、

その記号を書け。 

 ア I often ask her about nature. 

 イ I go to a library to find books about nature. 

 ウ I use a computer to learn about nature. 

 エ I buy some books to study about nature. 

 

 

霧島市「今週の１問」

（ 中２英語 ） ５月２４日版

進路・夢実現に向けて、この１問を

クリアしよう !!

今週の１問 

（２年英語）１月 11 日版 

進路・夢実現に向けてこの１問をクリア

しよう。 
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次は，留学生のKevinが２年生に向けてスピーチを行ったときの原稿です。

これを読んで(1)、(2)の問いに答えなさい。 

  Hello, everyone.  I'm Kevin.  I'm from the United States.  I'm going to 

talk about my dream.  I love nature, and I like to walk in the woods*.  

My favorite place is Yosemite National Park*.  It's a World Heritage 

Site*.  It's famous for its* very big trees.  People call them giant 

sequoias*. 

  I really love the nature in Yosemite.  So I want to be a park ranger* 

there.  Rangers work for the park to protect* its environment*.  My 

cousin works as a ranger in Yosemite.  She knows a lot about nature.  So 

I often ask her about it.  She says, "Nature is very important."  In the 

future, I want to teach it to the next generation*. 

  Thank you. 

（注）Yosemite National Park ヨセミテ国立公園     woods 森林 

   World Heritage Site 世界遺産    its その   

      giant sequoias セコイアオスギ    ranger 警備員 

      protect 守る    environment 環境   generation 世代 

 

⑴  このスピーチの内容を説明しているものとして最も適切なものを下のア

～ウの中から一つ選び、その記号を答えよ。 

ア 自分の経験について、時間の流れに沿って述べている。 

イ 自分の思いについて、理由を挙げながら述べている。 

ウ 自分の主張を、例を挙げながら述べている。 

 

⑵      に入る英語として最も適切なものを下のア～エの中から一つ選び、

その記号を書け。 

 ア I often ask her about nature. 

 イ I go to a library to find books about nature. 

 ウ I use a computer to learn about nature. 

 エ I buy some books to study about nature. 

霧島市「今週の１問」

（ 中２英語 ） ５月２４日版

進路・夢実現に向けて、この１問を

クリアしよう !!

今週の１問 

（２年英語）11月８日版 

進路・夢実現に向けてこの１問をクリア

しよう。 


