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英語の勉強を
はじめるよ！
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１ねん １じかんめ ：あいさつをしよう①

Hello!



１ねん ２じかんめ：あいさつをしよう②

How are you?



１ねん ３じかんめ：あいさつをしよう③



１ねん ４じかんめ：くだものいっぱい①



１ねん ５じかんめ：くだものいっぱい②



１ねん ６じかんめ：かずであそぼう（１～７）

１ ２ ３

５ ６ ７

４



１ねん ７じかんめ：かずであそぼう（８・９・１０）

８

10

９



１ねん ８じかんめ：ＢＩＮＧＯとクリスマス

BINGO



１ねん ９じかんめ：からだゲーム



１ねん 10じかんめ：１ねんせいのまとめ

わたしのなまえは ～ 。



２年 第１時 ：どうぶついっぱい①



２年 第２時 ：どうぶついっぱい②

What’s  this?



２年 第３時 ：どうぶついっぱい③

Do you like ～ ?

Yes.
No.



２年 第４時 ：いろいろな色①



２年 第５時 ：いろいろな色②

Do you like ～ ?

Yes.

No.



２年 第６時 ：いろいろな色③

What color is this?



２年 第７時 ：数であそぼう（11～15）

11 12

14 15
13



２年 第８時 ：数であそぼう（16～20）

16 17

18 19 20



２年 第９時 ：数であそぼう（11～20）

How many ～ s are there?
11

12
13 14 15

16

17

1819
20



２年 第10時 ： ２年生のまとめ・自分のすきなものしょうかい

I like ～ ．
I like ～ ．



３年 第１時 ：今日の天気

sunny cloudy

rainy snowy



３年 第２時 ：スポーツいろいろ①

soccer
baseball

swimming
tennis

basketball

volleyball

badminton skiing

running
dodgeball



３年 第３時 ：スポーツいろいろ②

What sport do you like?
（何のスポーツがすきですか？）

I like tennis.
（わたしはテニスがすきです。）



３年 第４時 ：やさいがいっぱい①

cabbage

tomato

eggplant

corn pumpkin

carrot

onion

cucumber potato green pepper



３年 第５時 ：やさいがいっぱい②

What vegetable do you like？
（何のやさいがすきですか？）

I like tomato.
（わたしはトマトがすきです。）



３年 第６時 ：食べもの・飲みものいろいろ①

curry steak milk

ice cream

green tea

hamburger

sandwiches

pizza

spaghetti （ ）juice



３年 第７時 ：食べもの・飲みものいろいろ②

What food do you like?
（何のたべものがすきですか？）

I like orange juice.
（わたしはオレンジジュースがすきです。）



３年 第８時 ：形であそぼう！

spade club heart diamond

triangle square circle star



３年 第９時 ：クイズ大会をしよう！

What’s this?

It’s pizza.It’s soccor.

It’s a carrot.



３年 第10時 ：３年生のまとめ・自分の好きなものしょうかい

Hello!

My name is ～ .
I like (      )and(     ).

Do you like (     )? 

Yes,I do.

No,I don’t.



４年 第１時 ：今の季節

spring

autumn / fall winter

summer



４年 第２時 ：曜日であそぼう！

日

木 金 土

月 火 水

Sunday Monday Tuesday Wednesday

Thursday Friday Saturday



４年 第３時 ：何曜日がすき？

What day do you like?
（ 何曜日がすきですか？）

I like Tuesday.
（わたしは、火曜日がすきです。）



４年 第４時 ：今、何時？

6:00 8:00 10:00

12:00 7:00 9:00



４年 第５時 ：世界では、今、何時？



４年 第６時 タイトル：身のまわりのもの(文ぼう具)

pen

pencil

ruler

eraser

glue

scissors

notebook

dictionary

textbook

pencil case



４年 第７時 ：何を持っていますか？

Do you have a pencil?
（えんぴつを持っていますか？）

Yes,I do./No,I don’t.
（はい、もっています。／いいえ、もっていません。）

I have a pencil.
（わたしは、えんぴつを持っています。）



４年 第８時 ：身のまわりのもの(教室内)

clock

map

chair

desk

blackboard

bag

telephone

TV



４年 第９時 ：友だちをしょうかいしよう①

Kenta likes carrot and apple.
（けんたくんは、にんじんとリンゴがすきです。）

ゆみさん

けんたくん

Yumi likes ice cream.
（ゆみさんは、アイスクリームがすきです。）



４年 第10時 ：４年生のまとめ・友だちの好きなものしょうかい

Hello!

Kenta is my friend.
（けんたくんは、わたしの友だちです。）

Kenta likes spring and fall.
（けんたくんは、春と秋が好きです。）

Hello!

Yumi is my friend.
（ゆみさんは、わたしの友だちです。）

Yumi likes Thursday and Sunday.
（ゆみさんは、木曜日と日曜日が好きです。）
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