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今月の“Heart to Heart”は、廊下を走っているお友達を見つけたときに使える表現です。 

 
 

校長 齋藤 優 
担当 熊野思惟 

英 語 学 習 の 様 子 

Grade 1 
スポーツの単語を学習しまし

た。お友達に好きなスポーツを尋

ねたり、答えたりする表現を練習

しました。 
A: Do you like baseball? 
 （野球は好きですか？） 
B: No, I don’t. 

 I don’t like baseball. 
（いいえ、好きではありません。） 

A: Do you like dodgeball? 
 （ドッジボールは好きですか？） 
B: Yes, I do. I like dodgeball. 
（はい、ドッジボールは好きです。） 

 

Grade 3 
何がほしいですか？と尋ねる表現
を学習し、教室でお客さん役とお店
屋さん役になって買い物をしまし
た。 
A: Hello. What do you want? 
 （こんにちは。何が欲しいですか?） 

B: I want a stuffed animal. 
 （ぬいぐるみが欲しいです。） 
A: Okay. How many? 
 （いくついりますか？） 
B: Two, please. （２つください。） 
A: Here you are. （どうぞ。） 
B: Thank you. （ありがとう。） 
A: Have a nice day!  
（よい一日を!） 

B: Thank you. You too! 
 （ありがとう。あなたも！） 
AB: See you. （さようなら。） 

Grade 2 
自分たちのするスポーツを尋ね

たり答えたりする表現を学習しま
した。 
A: Do you play baseball? 
（野球をしますか？） 

B: No, I don’t. I don’t play baseball. 
（いいえ、しません。） 

Do you play dodgeball? 
（ドッジボールはしますか？） 

A: Yes, I do. I play dodgeball. 
 （はい、します。） 
B: Me too! 
（僕もです！） 
他にも、tennis(テニス)、ping-pong
（卓球）、 soccer（サッカー）、

volleyball（バレーボール）などがあ

りました。 

Walk please! 
   （歩いてください。） 

 

O.K. I will. Thank you. 
（わかりました。ありがとう。） 

Grade 4 
on/in/under（～の上/～の中/～

の下）を使って、物の場所を説明 
する表現を学習しました。 
また、物があるかどうか、いくつ 
あるか質問したり答えたりする練 
習をしました。 
A: Where is an eraser? 
 （消しゴムはどこですか?） 
B: There is an eraser on the desk. 
 （机の上にあります。） 
A: Are there pencils in the pencil case? 
（筆箱の中に鉛筆はありますか？） 

B: Yes, there are. 
 （はい、あります。） 
A: How many pencils are there? 
 （何本ありますか?） 
B: There are 5 pencils. 
 （5本あります。） 
A: How many erasers are there? 
 （消しゴムは何個ありますか？） 
B: There is one eraser. 
 （1個あります。） 

Grade 5 
買い物で使う表現を学習し、ペアに

なって自分たちで会話を考えました。 
A: Hello. May I help you? 
（こんにちは。なにかお伝いしますか？） 

B: Yes, please. （お願いします。） 
  Do you have a T-shirt? 
（T シャツはありますか？） 

A: Yes. Here you are.  
（はい。どうぞ） 

B: May I try this on? 
（試着しても良いですか？） 

  Do you have a bigger size? 
（これよりも大きいサイズはありますか？） 

A: Yes. Here you are. 
（はい。どうぞ。） 

B: Thank you. How much? 
（ありがとうございます。おいくらですか？） 
A: It’s 3250 yen. （3250円です。） 
B: Okay. I’ll take it. 
（分かりました。いただきます。） 

A: Thank you very much. 
（ありがとうございます。） 

Grade 6 
2つの物を比べたり（比較級）、3つ

以上の中から 1番～（最上級）とい

う表現を学習しました。 

A: Which is older, Nihonbashi or                           
   Tokiwa elementary school? 
 （日本橋と常盤小学校ではどちら 
  がより古いですか？） 
B: Nihonbashi is older than  
  Tokiwa elementary school. 
 （日本橋の方が常盤小学校よりも      
   古いです。） 
A: Which do you like better, dogs  
   or cats? 
（犬と猫、どちらの方が好きですか？） 
B: I like dogs better. 
 （犬の方が好きです。） 
A: Who is the tallest in your class? 
 （クラスで一番背が高いのは誰で 
  ですか？） 
B: 〇〇 is the tallest. 
 （〇〇君が一番背が高いです。） 
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