Student’s Name:
____________________

HANDZ ENGLISH SCHOOL

May 5th

Lesson Syllabus for 5th Class

今月のテーマはwhere（どこ）、want（欲しい）、there is/are（ある）、フォニックスです。
Week 1

Week 2

◆I want/She wants（欲しい）
◆There is/are some ～
（いくらかの ～ がある）
◆Do you/Does she want（欲しい？）

◆Where is/are（どこ）
Grammar

A)It’s sugar.
それは砂糖です。

B)They’re chips.
それらはチップスです。

数えられない
名詞
数えられる
名詞‐複数

C)Where’s the rice?
お米はどこですか？

It’s in Aisle 3.

数えられない
名詞

数えられる
名詞‐複数

７列目にあります。

Vocabulary

rice（米）drinks（飲み物）
chips（チップス）fruit（果物）
ketchup（ケチャップ）sugar（砂糖）
stationery（文ぼう具）bread（パン）
ice cream（アイスクリーム）soap（石けん）
meat（肉）pasta（パスタ）
fish（魚）shellfish（貝）
cereal（シリアル）soy sauce（しょう油）
eggs（卵）vegetables（野菜）
salad dressing（サラダドレッシング）
flour（小麦粉）margarine（マーガリン）
oil（油）yogurt（ヨーグルト）
dog food（ドッグフード）batteries（電池）
cookies（クッキー）

Homework

 May Worksheet # 1
 単語練習帳：p. 10-11

私/あなた/私達/彼らは卵が欲しいです。

F) He/She/It wants fish.

彼/彼女/それは魚が欲しいです。

G) I/You/We/They don’t want eggs.
H) He/She/It doesn’t want fish.

D) Where are the drinks?
They’re in Aisle 7.

Grammar
Review A – D
E) I/You/We/They want eggs.

私/あなた/私達/彼らは卵が欲しくないです。

３列目にあります。

飲み物はどこですか？

Week 3

彼/彼女/それは魚が欲しくないです。

I) Do you want meat?

あなたは肉が欲しいですか？

Yes, I do. / No, I don’t.
はい、欲しいです。/ いいえ、欲しくないです。

J) Does he want soy sauce?
彼はしょう油が欲しいですか？

Yes, he does. / No, he doesn’t.

はい、欲しいです。/ いいえ、欲しくないです。

Vocabulary

an apple（リンゴ）a banana（バナナ）
a grapefruit（グレープフルーツ）
a kiwi fruit（キウィ）a tangerine（ミカン）
a lemon（レモン）a lime（ライム）
an orange（オレンジ）a plum（プラム）
blackberries（ブラックベリー）
blueberries（ブルーベリー）
cherries（サクランボ）grapes（ブドウ）
raisins（レーズン）raspberries（ラズベリー）

Homework

 May Worksheet # 2
 単語練習帳：p. 12

Grammar

Week 4
◆ REVIEW A-I（A-Iの復習）&
◆ PHONICS（発音練習）

Phonics & Vocabulary
N) Short Aa
cat （猫）, jam （ジャム）,
K) There is some broccoli.
数えられない
bag （かばん）, ant （あり）
いくらかのブロッコリーがあります。 名詞
O) Long Aa
L) There is a pumpkin.
数えられる
名詞‐単数
cake （ケーキ）, rain （雨）
カボチャが1つあります。
P)
Short
Ee
M) There are some peas.
数えられる
いくらかの豆があります。
bed
（ベッド）
, red （赤）
名詞‐複数
Q) Long Ee
Vocabulary
bee （はち）, tea （お茶）,
broccoli（ブロッコリー）corn（とうもろこし）
feet （足）
cabbage（キャベツ）celery（セロリ）
R)
Short Ii
lettuce（レタス）okra（オクラ）
pig （ぶた）, sick （病気）
spinach（ほうれん草）
S) Long Ii
beans（豆）carrots（にんじん）
bike （自転車）, kite（たこ）,
cucumbers（きゅうり）mushrooms（キノコ）
night （夜）
onions（玉ねぎ）peas（豆）
T) Short Oo
radishes（かぶ・大根）
box （箱）, sock（靴下）
sweet potatoes（さつまいも）
U) Long Oo
Homework
home （家）, coat （コート）
 May Worksheet # 3
V) Short Uu
単語練習帳：p. 13
gum （ガム）, nuts （ナッツ）,
単語練習帳の単語は、
duck （アヒル）, cup （コップ）,
run （走る）
ノートにたくさん書いて覚えましょう！
W) Long Uu
blue （青）, glue （のり）
Homework
Review A - F

 May Worksheet # 4
 単語練習帳：p. 14

Song Lesson２ヶ月毎に新しい歌を歌います。正しい発音と英語のリズムに慣れましょう！ソングレッスンの動画をハンズのホームページにアップしています。レッスン前にご確認ください。

Conversation Time

Question & Answer

*NOTは「ない」！

言葉の意味が分からない時：
I don’t know what _____ means. Do you?
意味は＿＿＿です。：
It means _____.
答えを知らない時：
I don’t know either.
何かが好きか聞きたい時：
Do you like _____?

What color is an elephant?
ゾウは何色ですか？

It’s gray.
灰色です。

はい、好きです。／いいえ、好きではありません。
私は_____が好きです。

Yes, I do./ No, I don’t. I like_____.
何かをしたくない時：
I don’t want to play a touch game.
何かをしたい時
I want to play a card game.
終わって無い時：
I ‘m not finished.*
何かをもらっていない時：
I didn’t get my stamps.
*(終わっていない時：I haven’t finished.)

What is the fourth letter?
アルファベットの4番目の文字は何ですか？

It’s “D”.
“D”です。

