
 

 

 

 

 

 

Basic Practice/基礎練習 
ABC Drill・ABCドリル 
Say the letters in order. Say the letters in reverse. Distinguish B/V etc. Lead the class. 
順番に言える。ランダムに言える。似た音の文字を区別。B/Vなど。クラスをリードする。 
Ah, Bu, Ku, Letters Phonetical sound表音 
Say the sounds in order. Say the sounds in reverse. Distinguish R/L etc. Lead the class. 
各文字の表音が順番に言える｡ランダムに言える｡似た文字の表音を区別する｡R/Lなど。同上。 
Numbers  
Numbers 1 - 20 in order. 1 – 20 in reverse. 4 - 6-digit numbers. Over 6-digit numbers. 
１～２０までが言える。ランダムに言える４～５桁の数字が言える。６桁以上の数字が言える。 
Months of the Year. １年間の月の名前 
Say in order. Say randomly. Answer questions with Sentence. Make Questions. 
順番に言える。ランダムに言える。疑問に文章で答える。疑問文を作る。 

Phonics A - D / フォニックス 
Say the name of each letter/各文字の名前が言える。 

Say the sound of each letter /各文字の表音が言える。 

Say some words beginning with each letter/各文字で始まる言葉を幾つか言える。 

Spell words beginning with each letter/各文字で始まる言葉の綴りを言える。 

Introduction / 自己紹介 
自己紹介第一人称 第三人称単数 

What's your name?  

My name is Taro.  

How old are you?  

I'm seven years old.  

When’s your birthday? 

My birthday’s January 21st. 

Where do you live?  

I live in Tanaka Cho. 

Where do you go to school?  

I go to Tanaka elementary school. 

What grade are you in? 

I'm in the 1st grade.  

What fruit do you like? 

I like apples but I don't like bananas 

Do you have a brother or sister? 

I have a sister 

What's her name?  

Her name is Hanako. 

How old is she  

She's eight years old  

When’s her birthday  

Her birthday is December 1st. 

Where does she live?  

She lives in Tanaka Cho 

 

Where does she go to school?  

She goes to Tanaka elementary school. 

What grade is she in?  

She's in the 3rd grade.  

What fruit does she like?  

She likes bananas but she doesn't like apples. 

Make sentences in the first person. /第 1人称で文章を言える。 
Answer questions in the first person. /第 1人称で疑問に答えられる。 
Make and answer questions in the third person. /第３人称で疑問、答えなどが言える 
Make and answer random questions. /ランダムで疑問、答えなどが言える 

 
★ このプリントは自習のためではなく、保護者の皆様へのレッスン内容のお知らせです。 

★ クラスの状況によって全ての内容ができない日があったり、更に多くの単語を学習したりすることがあります。 

★ ニュアンスの内容には難しいものがたくさん含まれていますので、単純に覚えるだけでも時間がかかりますし、覚えた内容が増える 

ほど混乱（例：There are と They are、I like と I’d like など）しがちになりますので、英語が話せるようになるには練習が必要です。 

★ 生徒には家庭学習として、自信を持って思い出せるものを練習し、普段の生活の中で使うように指導しています。 

★ 習得にはお子さんの性格も深く関わっていますので、学習ペースは先生に任せて下さい。一気に多くの内容を覚えようとすると前出

の混乱や、英語が嫌いになる一因になってしまうことがあります。 

★ クラスとご家庭でのお子さんの様子が違っていることはごく普通のことです。ご家庭でお子さんに「これ言ってみて」と言っても、英語

で話す準備ができていない、恥ずかしいなどの理由で言わないことは多々あります。 

参観をご希望の方は５月の最終週のレッスンに直接お越し下さい。 

初級 中級 上級 マスター 


