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「活動内容一覧」
Ｓｔｅｐ １ Ｓｔｅｐ ２ Ｓｔｅｐ ３ Try This Now

○簡単なあいさつをしよう ○身近な人とあいさつをしよう ○初対面の人へのあいさつをしよう１ あ い さ つ

Hello. How are you? Nice to meet you. 出迎えｐ． ５～ ８
Good morning. I'm fine. How do you do?

○自己紹介をしよう ○身近な人を言ってみよう ○身近な人を紹介しよう２ 紹 介

My name is ～. father, mother This is my～. 家族紹介ｐ． ９～１２

○身につけるものを言ってみよう ○教室の中にあるものを言ってみ ○家庭にあるものを言ってみよう３ 身 近 な も の
よう

hat, watch television, table, telephone, チャンポンの中身ｐ．１３～１６
desk, black board sofa

○果物を言ってみよう ○野菜を言ってみよう ○食べ物を言ってみよう４ 好 き な も の

apple, orange carrot, potato hamburger, pizza 学校へ行こうｐ．１７～２０

○動物を言ってみよう ○数をたずねよう ○好きな動物をたずねよう５ 動 物

dog, cat, monkey How many～? What animal do you like? 動物園は楽しいなｐ．２１～２４

○色を言ってみよう ○好きな色をたずねよう ○持ち物をたずねよう６ 色
ハウステンボス

red, blue, yellow What color do you like? Do you have～? でのスケッチｐ．２５～２８
Yes. / No. Here you are.

○体の部分を言ってみよう ○簡単な動作を指示してみよう ○動作を指示してみよう７ 動 作

Head, shoulders, knees, go, come, walk, run, jump, make a circle, make 3 lines 平和ウォークｐ．２９～３２
toes, eyes, ears, mouth, stop, eat, sleep, look raise your hand, look at me
nose, stand up, touch

○朝・昼・夜を言ってみよう ○朝の日課を表現しよう ○時刻をたずねよう８ 日 課・時 刻

morning, afternoon, wash my face What time is it? 電話ｐ．３３～３６
evening, night It's o'clock.○○

○乗り物を言ってみよう ○年齢をたずねよう ○出身国をたずねよう９ 年齢・乗り物・
出身国

By car. How old are you? Where are you from? グラバー園でｐ．３７～４０
I'm～. I'm from～~.

○スポーツを言ってみよう ○スポーツが好きかたずねよう ○動作をたずねよう10 ス ポ ー ツ

Play soccer. Do you like swimming? What are you doing? 散歩でｐ．４１～４４
－Yes. / No. I'm playing soccer.

○暑い？寒い？を言ってみよう ○季節をたずねよう ○曜日をたずねよう11 天候・季節・
雲仙への一泊旅行曜日

hot, warm, cold, cool What season do you like? What day is it today?ｐ．４５～４８
I like～. It's～.

○いいところ見つけよう ○くらべてみよう（動物） ○くらべてみよう（物）12 も の の 様 子

good, nice, wonderful, big, heavy, small, light, soft, hard, new, old, long, おくんちｐ．４９～５２
great fast, slow short

○食べ物を言ってみよう ○お客さんになって買い物をしよう ○お店を開こう13 買 い 物

apple, orange, banana How much is this? May I help you? 買い物ｐ．５３～５６
numbers(1-10) numbers(1-20) numbers(1-100)

○職業を言ってみよう ○なりたい職業をたずねよう ○自分がなりたい職業を発表しよう14 職 業

doctor, teacher, baseball What do you want to be? I want to be a～ . テレビを見ながらｐ．５７～６０
player I want to be a～. I'm interested in ～.

○施設や場所を言ってみよう ○長崎の教会群や名所を訪ねよう ○道案内をしよう15 場 所
写真と地図を見

police station, restaurant, What is this? Go straight, Go back, ながらｐ．６１～６４
bus stop, city hall Where is this? Go right, Go left

○プレゼントの品物を言ってみよう ○プレゼントをしよう ○感謝の気持ちを表そう16 感謝の気持ち

flower, cake, origami This is my present for This is origami. It's a present 見送りｐ．６５～６８
you. Here you are. for you.
Thank you.




