
【Year 3】 今月の歌 Pussy Cat Pussy Cat 

 

 

【Year 5】  

今月の歌 Take Me Out to the Ball Game 
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【Year 1】 今月の歌 Round and Round the Garden 

１年生は動物の名前を勉強しています。さらに、動物

の見た目（long legs, big ears など）や動き（swim, run

など）、動物の食べるものなどについてさらに学んで

いきます。宿題でアルファベットを書くときはゆっくり丁

寧に正しく書くように心がけましょう。 

 

 

  

 

 

 

 

 

           

    

   

 

 

 

 

 

【Year 4】 

今月の歌 Baa Baa Black Sheep 

4年生は I have～.という表現を使

いながら単数、複数の勉強をします。

1 つの時と 2 つ以上の時で言い方が

変わります。授業の中でルールを見

つけましょう。今月の単語は、-ame, 

-ane, -ate のつく言葉です。4 年生

は 4 文字の単語の綴りを書くことに

チャレンジしています。すべてに-a-

e がつくというルールを覚えましょ

う。朝学の時間や宿題で単語をたく

さん書いて練習しましょう。 

 

【Year 2】 今月の歌 Eeeny Meenie Miney Mo 

2 年生は、果物と野菜の名前を勉強しています。また、果物や

野菜を説明することで、形容詞（long, short, fat など）の使い

方を復習しています。果物や野菜の見た目や、名前を英語で書

き、その絵を描くという活動もしました。次回からは植物のパー

ツ（leaf, flower など）について勉強していきます。  

【Year 6】 

今月の歌 My Aunt Came Back  

6 年生は 5W１H のうち Who, 

What, Where, Whenの学習をしま

した。それぞれを使い分けるの

は難しいですが、一年を通して

英語でニュースを読み、4W の質

問に触れていきます。 

今月の単語は ee, eaのつく

言葉です。単語すべての綴り

を書けるように練習し、見ない

で書ける単語を増やしていき

ましょう。 

５年生はスポーツについて勉強して

います。オリンピックや運動会の競技

などにも触れます。勉強した語彙を使

って、自分たちでオリジナルの運動会

を考え英語でポスターやパンフレット

を作ります。毎年オリジナルの競技を

考える子も多く、子どもたちの想像力

が働く活動です。 

今月の単語は、br,cr,fr のつく言葉

です。前回の bl, cl, fl に音が似てい

るので気をつけましょう。 

３年生は、月の名前の学習を始めました。基本語彙ではありま

すが、なかなか覚えるのが難しい語彙です。カレンダーや自分の

誕生日と月の名前をつなげたりしています。更に３文字の単語

を学習しはじめました。歌も元気いっぱい歌っている 3 年生。

ほとんどの子がみんなの前でチャレンジしました。聞けば聞く

ほど耳で覚えていくので、是非ご家庭でも CDを聞いてください。 

<God’s love, Love of One’s Neighbor> 

“We love because 
he first loved us.” 

(1 John 4:19) 

   

【アフタースクール英語】 

今週からアフタースクールが始まりました。1，2 年生はレベルチェックテス

トを行い、進めていくレベルが決定いたしましたので、今週中にお手紙にてお知

らせいたします。ぜひ、参考にしてください。３年生は、昨年とは全く違った活

動で、新しいことにわくわくしている様子でした。3～6年生では、「楽しい！」

「もっとやりたい！」と言う声が聞こえてきて英語に対するやる気が見られま

した。このモチベーションを維持していけるように頑張りましょう！３～６年

生は６月に JET テストを受ける予定です。初めて受ける人は、自分の英語のレ

ベルを知る良い機会となります。今までに受けたことのある人は、前回よりも上

の級に合格できるように勉強を進めていきましょう。 

歌は１日に１回程度聞くこと

が理想的です。歌を聞くとき

に、本を見て文字を追うことも

効果的です。CD のトラック７に

はタイトルが日本語で入ってい

ます。トラック３１は英語のみで

す。どちらを聞いていただいて

もかまいません。 

～宿題、歌 CDについて～ 



【Year 1】  

Class has started and we are having a lot of 

fun with studying short vowels. We started 

at short /a/ and saw the word “bat”, 

changed to “hat”, then to “mat”, and again 

to “sat”, and so on. We are now at the end 

of short /e/ and are ready to move on. 

【Year 3】 

After completing noun review we’re 

now writing about ourselves using 

proper adjectives to describe their 

feelings and experiences. This will be 

extended to writing about our families 

next. 

【Year 5】  

Our poetry the past couple of weeks has been excerpts from books wherein the faces 

of the characters are described in detail. That pairs nicely with our class discussion of 

adjectives to describe a person, and more specifically a teacher’s face. Students have 

studied a teacher and jotted down words to describe their different facial features. 

Once we use these adjectives to write a paragraph to describe our teacher, we will read 

our description to the class. If we do well, the teacher’s name will be easily guessed. 

 

 

  

 

  

Luncheon: On April 25th the students gathered for lunch. Awards from last term were handed out. We hope this will be a source of motivation 

to others who want to win during our next presentation. We cannot wait to see how many awards will be presented at the next luncheon.  

Ms. Atkin Mondays: If any student needs homework help, they can visit Ms. Atkin 7th hour on Mondays. Please bring your work, including novel 

study book if needed, and any questions you have. 

Club: Our first meeting is this week, Tuesday May 23rd. With more students this year it is bound to be more exciting. 

Culture Corner: Every Thursdays and Fridays, students can play games, meet one on one with a teacher for homework help, and converse in 

English with others of all ages. See you at the Hokusenryou, from 15:30~16:30 for elementary students. 

MobyMax: All students need to be 100% complete with MobyMax by 4:30 pm on June 26th. Incompletion will affect their end of term report cards. 

Year 1:       Second Grade-Sixth Grade 

30 min  Alphabet or Language    60 min  Language 

30 min  Phonics or Vocabulary    60 min  Vocabulary 

30 min.  Reading or Early Reading Trio    60 min  Reading 

20 min  Free (all subjects except Math)    40 min  Free (all subjects except Math) 

110 min    Total      220 min  Total 

【Year 2】  

We studied sentences and 

capitalization. The students studied 

how to make complete sentences with 

proper beginnings and endings. We 

have now moved on to nouns and 

grouping them as proper or common. 

【Year 4】 

We have begun the vast topic of space. We are 

slowly building a book about each planet in our solar 

system as each day we talk about a new planet or 

two. So far we have covered: The Solar System, 

The Sun, Mercury, Venus, Mars and Earth. 

【Year 6】 

We reviewed how to turn simple sentences into a 

complex sentence using conjunctions. Next we 

collected memories and wrote a timeline about our 

lives. What memories are unique to each of us? 

【Teddy Bear Projcet】 

Now that students have written letter introducing  

themselves to the students of Canada,  

we can mail off Hello Kitty. Once we receive our  

new stuffed friend from Canada, he or she will  

begin to visit the students’ homes.  

Fingers are crossed for a teddy moose. 

【Parent Volunteers】 

Thank you for coming in to help in April and May. We appreciate 

what you do for us and enjoy the conversations we have. We 

look forward to seeing you  

at future volunteer sessions.  

The next volunteer date is  

Thursday, June 22nd. . 
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