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Lesson

STEP Vocabulary スポーツと動物の名前を覚えよう。1

Unit 1 Hello.  I like tennis very much.3

11mice 12pandas

Animal　動物

13pigs 14rabbits 15zebras

10monkeys❾ lions❽koalas❻ foxes ❼gorillas

サルライオンコアラキツネ ゴリラ

ウサギ シマウマブタネズミ

❹dogs ❺elephants❸cats❶bears ❷birds

イヌ ゾウネコクマ 鳥

パンダ

❶badminton

❻gymnastics

体操

❽rugby

ラグビー

❼marathon

マラソン

❾soccer

サッカー

10swimming

11 table tennis

水泳

13 track and field

テニス

12 tennis

たっ球

14volleyball

陸上競技 バレーボール レスリング

15wrestling

バドミントン

❹dancing

ダンス

❷baseball

野球

❺dodgeball

ドッジボール

❸basketball

バスケットボール

Sport　スポーツ

Today’s Goal 大好きなものを答えよう！
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●学習日　　　月　　日C soccer
cat

cの音について
学びましょう

□❶ □❷ □❸ □❹ □❺

□❻ □❼ □❽ □❾ □10

左のページの❶～10までのスポーツの名前を入れて好きなスポーツを言ってみよう。

I like very much.

What sport do you like?
（あなたは何のスポーツが好きですか。）

I like  tennis  very much.
（ぼくはテニスが大好きです。）

Practice ! チャンツにあわせて，  に左のページの❶～10までのスポーツの名前を入れて練習をしよう。

What sport do you like? I like  very much.

チャンツにあわせて，  に左のページの❶～10までの動物の名前を入れて練習をしよう。

好きなスポーツをたずねてみよう

好きな動物をたずねてみよう

Practice !

Check !

□❶ □❷ □❸ □❹ □❺

□❻ □❼ □❽ □❾ □10

左のページの❶～10までの動物の名前を入れて好きな動物を言ってみよう。

I like .

Check !

❶～❺ ❻～10

❶～❺ ❻～10

Key Phrase 好きなスポーツをたずねたり，答えたりできるようになろう。

Key Phrase 好きな動物をたずねたり，答えたりできるようになろう。

What animal do you like? I like  .

What animal do you like?  I like  dogs .
（あなたはどの動物が好きですか。） （わたしはイヌが好きです。）
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Speaking 先生や友達に好きなスポーツと動物を英語で聞いてみよう。

名前 名前

好きなスポーツ 好きなスポーツ

好きな動物 好きな動物

STEP Listening and Speaking 好きなスポーツや動物について，たずねたり答え

たりしよう。
2

これから，３人のじこしょうかいが流れます。その内容に合うように空らんにあて

はまるものを日本語で書こう。

ア zebras
イ　volleyball
ウ　pandas
エ　rabbits
オ　table tennis
カ　badminton

ニック（Nick）

No.1

シンディー（Cindy）

No.2

健太（Kenta）

No.3

名　前 好きなスポーツ 好きな動物

No. 1 エレン（Ellen） ゾウ

No. 2 ボブ（Bob） ラグビー

No. 3 ジェーン（Jane） 野球

Listening 1

これから，２人の対話が流れます。対話を聞き，内容と合っているものを選んで記

号を書こう。
Listening 2

好きなスポーツ

好きな動物

〔      〕

〔      〕

好きなスポーツ

好きな動物

〔      〕

〔      〕

好きなスポーツ

好きな動物

〔      〕

〔      〕
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●学習日　　　月　　日

I'm Mila.  What sport do you like?

I like tennis very much.  What do you like?

I like animals.

I see.  What animal do you like?

I like dogs.  I have a dog at home.  He's cute.

Hi, I'm Ren.  I like sports.

STEP Reading 重要語句を確認してから，次の英文を聞いて音読してみよう。3

What do you like? あなたは何が好きですか。

I see. なるほど。  have ～ ～を飼う  at home 家で  He's ～ . 彼
かれ

は～です。

覚えよう！ 重要語句

Today’s Goal ：好きなスポーツや動物を英語で言えるようになったかな？Check !

れんの好きなスポーツ ミラの好きな動物

STEP Writing 好きなスポーツや動物についての英語を書けるようになろう。4

Let’s write! （なぞって書こう！）

What sport do you like?

I like swimming very much.

Let’s make a sentence! （単語をならべかえよう！）

I like koalas.

教室で，Ren（れん）がクラスメイトになったMila（ミラ）に話しかけています。

youanimal likeWhat do ?

Ivery like basketball much .

まとめよう

Ren

Mila
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