
生き物たちが食べるものをたずねたり，答えたりできるようになろう。
生き物や生き物が食べるものを表すことばを覚えよう。

　 　下の英文を参考にして，左の生き物を表す単語の中から1つ選んで，
「～は何を食べますか。」と声に出して言おう。

　例　What do whales eat?　　クジラは何を食べますか。
  生き物を表す単語の最後に sをつけよう。

　 　次の日本文に合う英文になるように，うすい字はなぞり，　　　に
あてはまる語を書こう。

□⑴　ヘビは何を食べますか。

  snakes eat?

□⑵　ヘビはカエルを食べます。

Snakes  frogs.

1

2

What

eat

１　● 「ウミガメは何を食べますか。」とたずねるときは，What do sea turtles eat?と言います。
Whatは「何，何を」という意味です。

２　● 「ウミガメは～を食べます。」と答えるときは，Sea turtles eat ～ .と言います。
　　● sea turtlesをほかのことばに変えることで，ほかの生き物や人が食べるものをたずねたり，

答えたりすることができます。
　　　例　What do you eat?「あなたは何を食べますか。」
　　　　　― ∞ eat pancakes.「わたしはパンケーキを食べます。」

　音声を聞いて意味を確認しよう。もう一度聞いたあと，続けて言ってみよう。

What do sea turtles eat?　　　　　ウミガメは何を食べますか。

Sea turtles eat jellyfi sh. ウミガメはクラゲを食べます。

単語の発音を１語ずつ聞いて，

あとに続けて言ってみよう。

● 生き物・生き物が食べるもの
□ gorilla　ゴリラ

□ eagle　ワシ

□whale　クジラ

□ penguin　ペンギン

□ snake　ヘビ

□ fish　魚

□ jellyfish　クラゲ

□ ant　アリ

□ grasshopper　バッタ

□meat　肉

□ fruit　果物

□ carrot　ニンジン

□bamboo leaves　竹の葉
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　 　下の対話文を参考にして，相手にパンダが食べるものをたずね
よう。たずねられた人は，その質問に答えよう。対話が終わった
ら，立場を変えて練習しよう。

　　A : What do pandas eat?
　　B : Pandas eat .

　 　次の日本文に合う英文になるように，（　　）内の単語を並べかえて書こう。書き終わったら，英
文を声に出して読もう。
□⑴　ペンギンは何を食べますか。　( do / What / eat / penguins )?

 

□⑵　ペンギンは魚を食べます。　( fish / eat / Penguins ).

 

　 　 はるな（Haruna）とポール（Paul）が話しています。この対話文の内容を日本語で確認しよう。
そのあとで，はるなとポールになったつもりで，対話の練習をしよう。

Haruna ：Where do eagles live?
Paul ：Eagles live in the forest.
Haruna ：What do eagles eat?
Paul ：Eagles eat frogs and snakes.
Haruna ：Oh, ∞ see.

　 　下のヒントを参考にして，相手に「トラは何を食べますか。」と英語でたずねよう。たずねられ
た人は，その質問に英語で答えよう。対話が終わったら，立場を変えて練習しよう。それができた
ら，その 2つの英文を書こう。

ヒント  トラ（tigers）は肉（meat）を食べます。

□　

□　

□1

2

?

.

3

4

パンダは竹の葉
（bamboo leaves）を
食べるよ。
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　 　 3つの英文の音声を聞いて，それぞれの生き物が暮らしている場所を，左のア～ウの絵の
中から選んで，記号で答えよう。また，その生き物が食べるものを，右のエ～カの絵の中から選ん
で，記号で答えよう。
□⑴　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　・暮らしている場所　［　　　］
　　・食べるもの　　　　［　　　］

□⑵　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　・暮らしている場所　［　　　］
　　・食べるもの　　　　［　　　］

□⑶　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　・暮らしている場所　［　　　］
　　・食べるもの　　　　［　　　］

　 　 対話の音声を聞いて，それぞれの問いに日本語で答えよう。
□⑴　ゴリラについてわかったことを，すべて書こう。

　　　
□⑵ 　りく（Riku）は，わたしたちが地球のためにできることとして，どんなことを答えましたか。2

つ書こう。

　 　次の日本文に合う英文になるように，（　　）内の単語を並べかえて書こう。書き終わったら，英
文を声に出して読もう。
□⑴　あなたたちは何を食べますか。　( do / eat / What / you )?

 
□⑵　わたしたちはハンバーガーを食べます。　( eat / We / hamburgers ).

 

1

ア エ

イ オ

ウ カ

2

3

?

.
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　 　 さき（Saki）がマイク（Mike）に，生き物について質問しています。この対話文を読んで，そ
れぞれの問いに答えよう。

Saki ：Mike, where do sea turtles live?
Mike ：Sea turtles live in the sea.
Saki ：Do sea turtles eat fish in the sea?
Mike ：No.  Sea turtles eat jellyfish.
Saki ：Do penguins eat jellyfish, too?
Mike ：No.  Penguins eat fish.

□⑴ 　ウミガメはどこで暮らしていますか。また，ウミガメは何を食べますか。日本語で答えよう。

　　　

暮らしている場所 食べるもの

□⑵ 　対話文の内容について，次の問いに英語で答えよう。
　　　What do penguins eat?

 

　 　いろいろな生き物の中から 1つ選んで，「～は何を食べますか。」，「～は…を食べます。」という
英語の対話文を作り，声に出して言おう。それができたら，その 2つの英文を書こう。

　 

　 

4

5

□ 1　 P.58の「基本文」と「単語」の音声を聞き，声に出して練習しよう。
□ 2　 P.58の「単語」を使い，いろいろな生き物が食べるものを英語でたずねたり，答えたりし

よう。
□ 3　 P.60の大問 1，2で聞き取れなかったものがあれば，もう一度聞きなおそう。わからなかっ

た場合は，「答えとてびき」にある台本を確認して，聞き取れるようになるまで練習しよう。
□ 4　 P.59の大問 3，P.61の大問 4の対話文の意味を確認しよう。音声を参考にし，対話文を

スラスラ言えるようになるまで音読の練習をしよう。
□ 5　 P.58の「基本文」と「単語」を書けるように練習しよう。
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終わったら，□にチェック　を入れよう。
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