Student’s Name:

____________________

April 6th

HANDZ ENGLISH SCHOOL
Lesson Syllabus for 6th Class

今月のテーマはキャンプ、動詞の過去形、フォニックスです。
Week 1
◆Verb + -ed（動詞の過去形）

◆Verb + -ed（動詞の過去形）

Grammar
A) Yesterday, I climbed a mountain.

Review A - B

昨日、私は山に登りました。

B) First, I cooked breakfast.
Second, I washed the pots and
pans.

Grammar

C) What is the first day of the week?
週の一番目の曜日は何ですか？

It’s Sunday.

cook breakfast（朝食を作る）
listen to stories（物語を聞く）
laugh at jokes（ジョークに笑う）
climb a mountain（山を登る）
watch the sunrise（日の出を見る）
play cards（トランプをする）
wash the pots and pans（鍋とフライパンを洗う）
clean the tent（テントを片付ける）

復習：ordinal numbers（序数）

first（最初）second（二番目）
third（三番目）fourth（四番目）
fifth（五番目）sixth（六番目）
seventh（七番目）eighth（八番目）
ninth（九番目）tenth（十番目）
eleventh（十一番目 twelfth（十二番目）

Homework

• April Worksheet # 1
• 中１英語 p. 8 - 13
•上部の単語を English Time の「My Picture
Dictionary」に書いてみましょう。

Vocabulary

start a fire（火をおこす）
look at the stars（星を見る）
open a bottle（ボトルを開ける）
close a bottle（ボトルを締める）
turn on my flashlight （懐中電灯をつける）
turn off the lantern（ランタンを消す）

復習：days of the week（曜日）
Sunday（日曜日）
Monday （月曜日）
Tuesday （火曜日）
Wednesday （水曜日）
Thursday （木曜日）
Friday （金曜日）
Saturday （土曜日）

☆曜日は全て、大文字で始まります。

Homework

• April Worksheet # 2
•中１英語 p. 14 - 17

カリキュラムはレッスンの進捗度合いによって一部変更する場合があります。

Week 4

◆Did you ～ ?- Yes, I did. / No, I didn’t. ◆REVIEW A-E（A-Eの復習）&
（過去形の疑問文と答）
PHONICS（発音練習）
Phonics & Vocabulary
Grammar
F) “pl” & “pr”
Review A – D
E) Did you talk with your grandfather
yesterday?
昨日、あなたはおじいさんと話しましたか？

日曜日です。

最初に、朝ごはんを作りました。
二番目に、鍋とフライパンを洗いました。 D) On Saturday, I looked at the stars.
土曜日に、私は星を見ました。

Vocabulary

Week 3

Week 2

Yes, I did.
はい、私は（おじいさんと）話しました。

No, I didn’t. I shopped for groceries.
いいえ、話しませんでした。
食料品の買い物をしました。

Vocabulary
tie my shoelaces（靴ひもを結ぶ）
shop for groceries（食料品の買い物をする）
thank my mother（母親に感謝する）
lock the car（車をロックする）
unlock my bicycle（自転車の鍵を開ける）
talk with my grandfather（祖父と話す）
• April Worksheet # 3
•中１英語 p. 18 - 19

Homework

play（遊ぶ）
practice（練習する）
plate（皿）
price（値段）
surprise（おどろく）

G) “gl” & “gr”

glow（光を放つ）
grow（育つ）
glass（ガラス）
grass（草）
ugly （醜い）

H) “cl” & “cr”

climb（登る）
cry（泣く）
class（クラス）
crayon（クレヨン）
across from（～の向かい側）

I) “fl” & “fr”

flag（旗）
frog（カエル）
flower（花）
fry（焼く）
fly（飛ぶ）

Homework

• April Worksheet # 4
•中１英語 p. 22 - 23

Conversation Time
*Canの代わりにMayもOKです！
何かをもらいたい時：
Can I have my ____, please?
もちろん、どうぞ。
Sure, here you go.
_____は何個をもらえるか聞きたい時：
How many ____ can I have?
____あげます。
You can have ____.
日本語を使いたい時：
Can I speak Japanese?
どこかに行きたい時：
Can I go to the bathroom?
はい、いいですよ。/ いいえ、ダメです。
Yes, you can./No, you can’t.
見えない時：
I can’t see.
静かにして欲しい時：
Be quiet, please.

Question & Answer
What‘s your favorite animal?
あなたの一番好きな動物は何ですか？

I like sharks.
私はサメが好きです。

Which do you like better,
dogs or cats?
あなたは犬と猫、どちらのほうが好きですか？

I like dogs better.
私は犬のほうが好きです。

