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1  What animals did Ms. Serena see at Yagiyama Zoo? 

                                                                                

2  What was Ms. Serena’s favorite animal and why? 

                                                                                

 
★ Animal Quiz! Use the “Word Box” and guess the animal!  

1 They can run very fast. They live in Africa. They hunt other animals. They are called 

the king of the *beasts.                                              

2 They walk slowly. They eat bamboo for 14 hours a day. They look like a bear. They live    

in China.                                                             

3 They live in a forest. They like to eat fruit, leaves, and ants. They are big and heavy.  

They are clever.                                                           

4 They have a *thick tail. They can run fast and jump very well. A mother is always with   

her baby. They live in Australia.                  

  ※ beast…獣 動物   thick・・・太い 

 

         

 

 

Yagiyama Zoo 
By： Serena Coid （Miyagi CIR-PA） 

 
     Today I went to Yagiyama Zoo with my friend. We saw lots of animals. First we saw 

the elephants and giraffes. Then we saw the monkeys and fed them. After that, we took 

a break and ate ramen at a restaurant before we saw the other animals. My favorite 

animal was the red panda. It was very cute.  

    When I was a child, I went on a school trip to London Zoo. The meerkats were very 

popular there. We brought sandwiches for our lunch and ate them together.    (88語) 

  ※ fed : feed の過去形 えさをやる    took a break : take a break 休憩する 

     other : 別の・他の                went on a school trip : 遠足に行った 

     brought : bringの過去形         ate : eatの過去形 

 

Word Box 

Panda  /  Zebra  /  Lion  / 

Kangaroo  /  Snake  /  Gorilla 

        ALT Journal 
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https://www.irasutoya.com/2013/12/blog-post_17.html


Miyagi English Library ★ 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions 

1  What animals did Ms. Serena see at Yagiyama Zoo? 

    （セリーナは八木山動物園でどんな動物を見ましたか？） 

    (例) She saw elephants, giraffes, monkeys, and red pandas.     

2  What was Ms. Serena’s favorite animal and why? 

    （セリーナの好きな動物と，その理由はなんですか？） 

    (例) Her favorite animal was the red panda because it was cute.            

 
★ アニマルクイズ！ どの動物のことを言っているか，語群の中の語を使ってあてよう！ 

1  彼らはとても早く走ります。アフリカに住んでいます。他の動物の狩りをします。「百獣の王」と呼ばれてい  

   ます。                                                                        【 Lion 】 

2  彼らはゆっくり歩きます。1 日に 14 時間，竹を食べています。熊のように見えます。中国に住んでいます。 

           【 Panda 】 

3  彼らは森に住んでいます。果物や葉っぱ，アリを食べるのが好きです。彼らは大きくて体重も重いです。そ  

   してかしこいです。                                                           【 Gorilla 】 

4  彼らは太いしっぽを持っています。とても早く走り，上手にジャンプすることができます。お母さんは，いつも  

   赤ちゃんと一緒にいます。オーストラリアに住んでいます。                         【 Kangaroo 】 

 

★ セリーナ先生はロンドンの出身です。遠足では，よく博物館や美術館へ行ったそうですよ。ロンドンでは，  

    British Museum（世界最大の博物館の一つ）等の施設に無料で入場できます。 

    他の国ではどんなところに遠足や修学旅行に行くのかな？ALTの先生にも聞いてみよう。 

 

Yagiyama Zoo 
By： Serena Coid （Miyagi CIR-PA） 

 
今日私は，友達と八木山動物園に行きました。私たちはたくさんの動物を見ました。最初に，私たちは

象とキリンを見ました。それから，猿を見て彼らにえさをやりました。その後，他の動物を見る前に，休憩し

て食堂でラーメンを食べました。私の好きな動物はレッサーパンダです。なぜならかわいいからです。 

私が子どもの時，遠足でロンドン動物園へ行きました。そこでは，ミーアキャットがとても人気でした。私

たちは，サンドイッチをお昼に持って行って，みんなで食べました。 

 

【解答例】 


