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清見

songs 2 February/3 March:HowЪ  the weather?/Twinkle Twinkle Little Star/This is the way,What′ s this?

songs 2 February: Whattt this?What are you doing?Muttin Man 3 March:Five Littie Ducks I′ m happy/sad/mad

2 February:Ctean Up(Put yOurthings away.Everybody letЪ  clean up.)お 片づけの歌を取 り入れ、単語 toys,books′

crayons′ plates,snacks.cupsf blocks′ 91ue′ sheetsr scissors,pots,pansを 学習 します。歌 I Pass me the sah′ please.

3 March i歌 :Walking in the jungie.1月 の復習 :VVhat would you like?Watett pleaseI Put on your coat,

2 February:数 字を100ま で英語で言えるようにします。単語 :shi武 /shoe/sock/pants/shotts/dress/s障 武/

sweater/iaCket/hat 3 March:単 語 :khchen/1抒 ing room/dining room/bath room/wash room/bed room etc

2 February:前置詞 on′ undeL in′ out′ beside′ by′ behind,in front ot above′ between′ over単語のテーマ :CIothes

絵本 :Where L Maby?3 March:単 語のテーマ:House(khchen etc)動 詞 :jump/turn around/push/pull etc

2 February:I put on my shoes./1take ott my shoes.put on/take o汗 の表現がイメージでつかめるよう

に歌で覚えます。Can i have a coOtter please?日 常で使える文章を歌でイメージを掴み単語を入れ替えて

学習します。Can i have a red ball′ please?ボ ールだけでなく赤いボールの言い方も取り入れます。

3 March:A:What′ s this?B:It's a cookie.A: What kind Of cOOkie is this?B i Chocolate cOOkie!A:Do

you like chocolate cookies?B:Yes′ llike chOcOlate cookies./No′ ldon′tlike chocOlate cookies.

Aの質問を子供たちに問いかけるスタイルの授業を取り入れます。質問の内容を聞いて理解し、答える。

今まで学習してきた単語と文章を使って、会話のチャッチボールをしていきます。学習してきた内容を回

に出して表現する事を中心に考えた授業にしていきます。歌もたくさん取り入れていきます。
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歌 (いるんヽ常但)Goinfto the Zoo 影【言司:Daddy′staking usto the zoo tomorrow′ zoo tomorrow′ zoo

tomorrow.Daddy′ staking us to the zoO tOmorrow.We can stay a‖ day.☆Wefre going to the zoo′ z。。′

zoo.  How aboutyou′ your you? You can cometoo′ toort00. Werre going to the zoo′ zoo′ z00.

クイズ !よめるかな??
どんなぃきものかな?

このフレーズも毎日使えます。前回のフレーズ :Are you hungry?/WOuld you like some

cO。電es?が 日常になって来たな一と思ったら、今回のフレーズを取り入れてみて下さい。お

子様に「喉が渇いたよ～。」と言われたらチャンスです。 「What wOuld yOu like? 何がい

い ?」 と日本語も一緒に尋ねてください。理解してると感じたら英語のみでいいと思いま

す。「ジュース !」 の返事ならば、「ジュースね !Juice′ pleaset」 とお子様が真似をしてく

れなくても負けずに毎回「ジュース、プリーズ。」と言い続けてくださいね。毎日繰り返し

同じ場面で聞くことによって自然にこの表現をお子様は習得出来ると思います。ジェス

チャーをつけて、一緒に楽しく会話してみて下さい。

何がいい ?  ゥヮ   ウッジュー    ライク ?

VVhat would you like?

WateL please l

この waterの部分に飲みたい物や食べたい物を入れるだけです。

ウオーラ/ ミゥク / ティー/ ジュース

水 water′ 牛乳 m‖ k′ お茶 tea′ ジュース,uiCe

アスナック /ア キャンディー/ア マフィン

お菓子a snack′ 酷 a candy′ マフインa murin

おうちでえいと

何がいい ?ワ ッ ウッジュ ライク ?

VVhat wOuld you like?


