
平成 31 年 2 月 22 日 

  Tokiwa English News 

No.18

 (ときわえいごニュース)          中央区立常盤小学校 
                                                                 

               
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

校長 齋藤 優 
担当 熊野思惟 

2 月 の 英 語 学 習 の 様 子 

Grade 1 
月と日にちの表現を学習し、自

分の誕生日や、誕生日に欲しいも

のを伝える練習をしました。 
A: My birthday is July 1st. 
  I want a dog for my birthday. 
 （僕の誕生日は 7月 1日です。

誕生日プレゼントは犬が欲し

いです。） 
B: My birthday is February 19th. 

I want a train for my 
birthday. 

（僕の誕生日は 2月 19日です。

誕生日プレゼントは、電車が

欲しいです。） 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

Grade 3 
地図を使った道案内の表現を学習

し、ペアでやりとりを発表しまし

た。 
A: I’m lost.  

Where is the post office? 
（道に迷ってしまいました。郵便

局はどこですか？） 
B: You are here. This way. 
（あなたはここにいます。こちら

に向かいます。） 
  Go straight for (数) blocks. 
（～ブロックまっすぐ進んでください。） 

  Turn right / left. The post  
office is on the right / left. 
（右/左に曲がります。郵便局は右

/左側にあります。） 

A: Thank you. 
 （ありがとうございます。） 
B: You’re welcome. 
 （どういたしまして。） 

Grade 2 
いろいろな職業の単語を学習

し、その職業になりたいかを尋ね
たり答えたりしました。 
A: Do you want to be a teacher? 
 （先生になりたいですか？） 
B: Yes, I do. I want to be a 

teacher.（はい。なりたいです。） 
   / No, I don’t. I don’t want to 

be a teacher.  
（いいえ。なりたくないです。） 
また、He / She is ~. （彼は/彼

女は～です。）と言う表現を使って
お友達を紹介しました。 
A：Hello, I am (名前).  
   He/ She is a florist. 
 （こんにちは。私は～です。 

彼/彼女は花屋です。） 
B : Hello, I am a florist.. 
   I like flowers. 
（こんにちは。私は花屋です。 
私は花が好きです。） 

下線部分は自分たちで考えて付
け加えました。 
 
 Grade 4 

I have ~.（私は～を持っていま
す。）や、He / She has ~.(彼/彼女
は～を持っています。）という表現
を使って、友達の持ち物を尋ねたり
伝えたりしました。 
A: What do you have in your bag? 
 （あなたのかばんの中には何があ

りますか？） 
B: I have a notebook, a compass 

and a book in my bag. 
 （私のかばんの中にはノート、コ

ンパス、本があります。） 
A: What does he have in his desk? 
（彼の机の中には何がありますか？） 
B: He has a pencil case, an eraser 

and glue in his desk. 
 （彼の机の中には鉛筆、消しゴ

ム、のりがあります。） 
A: What does she have in her 

desk? 
（彼女の机の中には何がありますか？） 
B: She has a stapler, a marker and 

a textbook in her desk. 
 （彼女の机の中にはホチキス、マ

ーカー、教科書があります。） 

Grade 5 
2つの物/2人の人物を比べて、「ど
ちらがより～です。」という表現（比
較級）を学習しました。 
A: Which is bigger, Tokyo dome or  

Sapporo dome? 
 （東京ドームと札幌ドームではど

ちらがより大きいですか？） 
B: Sapporo dome is bigger than 

Tokyo dome? 
 （札幌ドームの方が大きいです。） 
A: Which is longer, Sydney bridge 

or rainbow bridge? （シドニー
ブリッジとレインボーブリッジ
はどちらがより長いですか？） 

B: Sydney bridge is longer than 
rainbow bridge. （シドニーブリ
ッジの方が長いです。） 

A: Who is more beautiful, Elsa or 
Anna? 

 （エルサとアナはどちらの方がき
れいですか？） 

B: Elsa is more beautiful than  
Anna. 

（エルサの方がきれいです。） 
 

Grade 6 
 中学校生活や将来の夢について 
のやりとりを練習しました。 
A: What club will you join? 
 （何の部活に入りたいですか？） 
B: I will join tennis club. 
 （テニス部に入りたいです。） 
A: Why? （どうしてですか？） 
B: Because I like playing tennis. 
 （テニスをするのが好きだから 

です。） 
A: What do you want to be in the  

future? 
 （将来何になりたいですか？） 
B: I want to be a graphic 

designer. 
 （グラフィックデザイナーにな 

りたいです。） 
A: Why? 
 （どうしてですか？） 
B: Because I like animations. 
 （アニメーション動画が好きだ 

からです。） 

Happy 
Birthday!! Thank you! 


