
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テキスト（テキスト（テキスト（テキスト（New Green A CourseNew Green A CourseNew Green A CourseNew Green A Course））））    学ぶ主な表現学ぶ主な表現学ぶ主な表現学ぶ主な表現    

L.1：My name is Ken. Nice to meet you. / What’s your name? 

L.2：Good Morning! Good afternoon. / Good evening. / How are you? I’m fine, thank you. 

L.3: This is a station. This is my house. / What’s this?  It’s a supermarket. 

L.4：Twenty minus five is what? Nine minus five is four. / Seventeen minus five is what? 

L.5：What are you doing? What are you doing?  I’m grilling fish. /I’m chopping vegetables. 

L.6：What is cheese made from? What is paper made from? It’s made from trees. 

L.7：Do you have a dog? What pet do you have?  I have a dog. I have no pets. 

L.8：Where do you live? Where is your house?  My house is here. / I live in the forest. 

◆New Green New Green New Green New Green はははは AAAA・・・・BBBB コースがあります。コースがあります。コースがあります。コースがあります。 

  

 

これから変わる小学校英語をこれから変わる小学校英語をこれから変わる小学校英語をこれから変わる小学校英語を得意科目にした得意科目にした得意科目にした得意科目にしたい生徒様のためのい生徒様のためのい生徒様のためのい生徒様のための英語活動英語活動英語活動英語活動コースコースコースコース    

小小小小学１・２年生学１・２年生学１・２年生学１・２年生対象対象対象対象 のご案内のご案内のご案内のご案内    

★★★★英語英語英語英語教育が大きく教育が大きく教育が大きく教育が大きく変わり変わり変わり変わります！ます！ます！ます！            ◆◆◆◆New Green Course New Green Course New Green Course New Green Course のレッスンは？のレッスンは？のレッスンは？のレッスンは？

英語に成績がつきます英語に成績がつきます英語に成績がつきます英語に成績がつきます    

「聞く・話す・読む・書く」「聞く・話す・読む・書く」「聞く・話す・読む・書く」「聞く・話す・読む・書く」    

の４技能重視の４技能重視の４技能重視の４技能重視    

2018201820182018 年年年年 4444 月月月月：新学習指導要領新学習指導要領新学習指導要領新学習指導要領    先行実施先行実施先行実施先行実施    

小小小小 3333 年・年・年・年・4444 年年年年    英語英語英語英語必修化必修化必修化必修化    

小小小小 5555 年・年・年・年・6666 年年年年    英語英語英語英語教科化教科化教科化教科化    

2020202020202020 年年年年 4444 月：新学習指導要領月：新学習指導要領月：新学習指導要領月：新学習指導要領    完全実施完全実施完全実施完全実施    

小小小小 3333・・・・4444 生は年間生は年間生は年間生は年間 35353535 単位時間単位時間単位時間単位時間    

小小小小 5555・・・・6666 生は年間生は年間生は年間生は年間 70707070 単位時間単位時間単位時間単位時間 

① 豊富なオリジナル DVD によるストリーや基

本文の練習を通して、「生きた英語」をたくさ

ん聞き、英語のリズムや音を体にしみこま

せ、自然な発話につなげます。 

 

② アルファベットや身近な単語を音声から学

習し、アクティビティを通して楽しみながら、

文字を学んできます。 

 

③ 将来、お子様が英検 Jr.や英検を受ける

ときに役立つ単語、文型（表現）を楽しく

学んでいけるコースです。 

    

教室では指導用 DVD を使って、 

リズムプラクティスやロールプレイ、登場人物との会話を楽しむ！ 

 



 

 

 

 

 

 

◆◆◆◆映像を見ながら、映像を見ながら、映像を見ながら、映像を見ながら、王様と女王様に王様と女王様に王様と女王様に王様と女王様になってなってなってなってターゲット文を発話します。ターゲット文を発話します。ターゲット文を発話します。ターゲット文を発話します。                ◆カレー作りのアクティビティで、先生と会話を◆カレー作りのアクティビティで、先生と会話を◆カレー作りのアクティビティで、先生と会話を◆カレー作りのアクティビティで、先生と会話を楽しもう楽しもう楽しもう楽しもう！！！！    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

◆◆◆◆Miss Cat Miss Cat Miss Cat Miss Cat の役の役の役の役になって言ってになって言ってになって言ってになって言ってみようみようみようみよう！！！！    

 

 

 

     《前期ﾃｷｽﾄｾｯﾄ前期ﾃｷｽﾄｾｯﾄ前期ﾃｷｽﾄｾｯﾄ前期ﾃｷｽﾄｾｯﾄ》》》》             《《《《ワークブック》ワークブック》ワークブック》ワークブック》    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Point 1Point 1Point 1Point 1    Point 3Point 3Point 3Point 3    

Point 2Point 2Point 2Point 2    

単語や単語や単語や単語やターゲット文ターゲット文ターゲット文ターゲット文をををを「聞く」・「「聞く」・「「聞く」・「「聞く」・「まままま

ねるねるねるねる」」」」、「リズム」にのって発話！、「リズム」にのって発話！、「リズム」にのって発話！、「リズム」にのって発話！    

ピクチャーカードやワークシートピクチャーカードやワークシートピクチャーカードやワークシートピクチャーカードやワークシート

を使っを使っを使っを使って、先生との会話も！て、先生との会話も！て、先生との会話も！て、先生との会話も！    

登場人物になりきった「ロールプ登場人物になりきった「ロールプ登場人物になりきった「ロールプ登場人物になりきった「ロールプ

レイ」レイ」レイ」レイ」やややや登場人物との会話も！登場人物との会話も！登場人物との会話も！登場人物との会話も！    

主体的な学習へみちびく主体的な学習へみちびく主体的な学習へみちびく主体的な学習へみちびく New Green New Green New Green New Green A A A A CourseCourseCourseCourse    教材教材教材教材((((前期分前期分前期分前期分))))    

Do you have a dog? Yes, I do. I have a dog. 

What do you have? 

I have a cat. 

Do you like potatoes? 

Yes. I like potatoes. 

What are you doing? 

I am cutting an onion. 

家庭用家庭用家庭用家庭用    

DVDDVDDVDDVD 

ソングソングソングソング    

CDCDCDCD 

ﾋﾟｸﾁｬｰｶｰﾄﾞﾋﾟｸﾁｬｰｶｰﾄﾞﾋﾟｸﾁｬｰｶｰﾄﾞﾋﾟｸﾁｬｰｶｰﾄﾞ    
アルファベットアルファベットアルファベットアルファベット    

毎ﾚｯｽﾝ、2文字程度を学ん

でいきます。初めはｶｰﾄﾞ

をみて[bi:]と発音するこ

と。次に、白板や空中に書

くこと。ｂで始まる単語を

学びます。ｂの音がｂの音がｂの音がｂの音が[b][b][b][b]であであであであ

ることもることもることもることも音声指導により音声指導により音声指導により音声指導により発発発発

見見見見させていきます。させていきます。させていきます。させていきます。 

ﾌｫﾆｯｸｽﾌｫﾆｯｸｽﾌｫﾆｯｸｽﾌｫﾆｯｸｽ    [b][b][b][b]の音：の音：の音：の音：ball, baby, bear, ball, baby, bear, ball, baby, bear, ball, baby, bear, 


