Student’s Name:
____________________

HANDZ ENGLISH SCHOOL

May 6th

Lesson Syllabus for 6th Class

今月のテーマは動詞の過去形、時間、フォニックスです。
Week 1
◆ this/that/these/those

◆ Irregular Past Tense

（これ(ら)/それ(ら)/あれ(ら)）
◆ can（できる）
Grammar
A) This is a table.

（不規則動詞の過去形）
◆ Time（時間）
Grammar
Review A - B

これはテーブルです。

That is soda pop.
それ・あれはコーラです。

These are tickets.
これらは切符です。

Those are pictures.
それら・あれらは写真です。

B) I can throw a ball.
私はボールを投げることができます。

Vocabulary

an amusement park （遊園地）
a show（ショー）a ride（乗り物）
a prize（賞品）a table（テーブル）
a line（列）

a roller coaster（ジェットコースター）
a sunburn（日焼け）
a ball（ボール）a balloon（風船）
home（家）
soda pop（コーラ・炭酸清涼飲料）
cotton candy（わたあめ）lunch（昼食）
tickets（チケット）pictures（写真）
friends（友達）darts（ダーツ）

Homework

• May Worksheet # 1
• 中１英語 p. 24 - 25

Week 3

Week 2

Week 4

◆ What time…?（何時に？）
◆ at（に）, from…to…（～から～まで）
Review A – E

Grammar

F) What time did you eat lunch?

C) She didn’t eat cotton candy.

あなたは何時に昼ごはんを食べましたか？

I ate lunch at 12:30 P.M.

彼女はわたあめを食べませんでした。

私は午後12：30に昼ごはんを食べました。

D) She bought tickets.

I ate lunch from 11:30 A.M. to 12:30 P.M.

彼女はチケットを買いました。

私は午前11：30から午後12：30まで昼ごはんを
食べました。

E) What time is it? It’s 6:30 P.M.

G) Yesterday/Today/(last)weekend

何時ですか？ 午後6：30です。

昨日、今日、(先）週末

Vocabulary

Review（復習）：Time（時間）
go (went) to an amusement park（遊園地に行く

/行った）

drink (drank) soda pop（コーラを飲む/飲んだ）
see (saw) a show（ショーを見る/見た）
eat (ate) cotton candy（わたあめを食べる/食べた）
go (went) on a ride（乗り物に乗る/乗った）
win (won) a prize（賞品をとる/とった）
have (had) lunch（昼食を食べる/食べた）
buy (bought) tickets（チケットを買う/買った）
take (took) pictures（写真を撮る/撮った）

Homework

• May Worksheet # 2
•中１英語 p. 26 – 27
•上部の単語を English Time の「My Picture
Dictionary」に書いてみましょう。

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。

meet (met) my friends（友達に会う/会った）
sit (sat) at a table（テーブルにつく/ついた）
stand (stood) in a line（列に並ぶ/並んだ）
ride (rode) a roller coaster（ジェットコースターに乗る

• May Worksheet # 3
•中１英語 p. 28 - 29

Homework

Phonics & Vocabulary
G) “S” words
Sunday（日曜日）
six（６）
sad（悲しい）
sew（縫う）
sink（洗面台）
sis（姉・妹）
sat（座った）
sick（病気）
close（閉める）
mouse（ねずみ）

H) “TH” words

Vocabulary

leave (left) the park（公園を去る/去った）
get (got) a sunburn（日焼けする/した）
throw (threw) darts（ダーツをなげる/なげた）
catch (caught) a ball（ボールをとる/とった）
lose (lost) my balloon（風船をなくす/なくした）
come (came) home（家に来る/来た）

◆ REVIEW A-F（A-Fの復習）
& PHONICS（発音練習）

/乗った）

Thursday（木曜日）
three（３）
thirsty（のどが渇いた）
throw（投げる）
think（思う）
this（これ）
that（それ・あれ）
thick（厚い）
clothes（洋服）
mouth（口）

Homework

• May Worksheet # 4
•中１英語 p. 30 - 31

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。

