
【Year 3】 今月の歌 Lucy Locket 

３年生は、自分のプロフィールシートを作り、発表をしまし

た。紙を見ないで覚えて言える子もいました。自分のことを英

語で言えることをたくさん増やしていきます。外国の人と出会

ったときに自分のことを英語で紹介できるといいですね。 

今月の単語は更に-a-が含まれる単語の学習をしています。 

 

【Year 5】 今月の歌 I Love the Mountains 

 

No. 3 
June 20th, 2017 

【Year 1】 今月の歌 To Market To Market 

1 年生は動物の名前をたくさん学習しました。動物の

ことを説明するため、動物の動きや食べる物について

も学習しています。次は、一つ動物を選び絵と説明を

書き、一人で発表をします。 

先週から新しい歌“To Market To Market”に挑戦し

ています。引き続きご家庭でも CD を聞くようにしてく

ださい。CD の１３番は日本と英語、37 番は英語のみの

音声が入っています。授業で一人ずつみんなの前で

歌を発表する機会があります。全員がチャレンジでき

るように頑張りましょう。 

 

 

  

 

 

 

 

 

           

    

   

 

  

 

 

【Year 4】 今月の歌 Rub a Dub Dub 

4 年生は洋服に関する単語を学んでいます。色や

模様についても学習し、自分の着ている洋服につい

て説明できるようにします。また、ファッションデ

ザイナーになり、洋服をデザインし発表します。ど

んな洋服ができるか楽しみです。 

今月の単語は、-i-eのつく言葉です。前回までは

必ず-a-e がつくというルールでした。今回からは必

ず-i-eがつきます。ルールを覚えて正しく書けるよ

うにしましょう。 

【Year 2】 今月の歌 Pease Porridge Hot 

2 年生は果物と野菜の大きさや形について英語で学習しまし

た。現在は植物のパーツについて学習しています。seed, roots, 

stem, leaves, buds, and flowers などです. 更に、植物が育つの

に必要なものや、植物のどの部分を食べているのかも話し合い

ました。  

新しい曲に入りました。お家でもたくさん聞き、自信をつけてく

ださい。たくさんのチャレンジャーを待っています。 

【Year 6】 

今月の歌 We are the World 

6 年生は比較級と最上級の

学習をしています。始めに形

容詞を復習し、その言葉の後

に-er,-est がつくことを学び

ました。英語と日本語では語

順が異なるので、英語で考え

て理解することを目指してい

ます。 

今月の単語は oa, owです。 

５年生は、She/He has という表現を学びました。自分の持

ち物はもちろん、友達の持ち物も言えるようになりました。

今週から we, they を学習していきます。自分・彼・彼女、

の次は彼ら・私たち、と話が広がっていきます。 

今月の単語は、gl, pl, sl のつく言葉です。頑張ってスペ

リングに気をつけて書こうとする子が増えてきています。書

くことができる単語をどんどん増やしていきましょう。 

Those who hope in the 

Lord will renew their 

strength. They will soar 

on wings like eagles. 

Isaiah 40: 31 first half 

 

   

【アフタースクール英語】 

●１，２年生はすっかり iPad の操作に慣れ、どんどんレッスンを進め

ています。ステップアップテストに挑戦している子が多く、意欲的に学

ぶことができています。外国の先生とスカイプのような形で会話ができ

るオンライントークも始まります。レッスンで学んだことを生かすよい

機会となることでしょう。 

●３～６年生は先週クッキングをしました。クッキングを通して、外国

の食文化や、英語での料理器具の名前、材料の名前、料理の動詞を学び

ました。６月２１日と２７日に JETテストを受けます。お休みをしてし

まうと他の日に受けることはできませんのでご了承ください。５月、６

月の２ヶ月で、アフタースクールで学んだことを発揮して欲しいと思い

ます。 

 

https://www.pinterest.com/pin/325455510550606420/
https://www.pinterest.com/pin/325455510550606420/


【Year 1】  

These energetic learners have come to 

the end of their short vowels. It was fun 

seeing our beginners get comfortable 

with the different sounds and also 

gaining confidence to read simple books 

by themselves. Next, we will be looking at 

how the words rhyme. 

【Year 3】 

Students studied “Comparatives and 

Superlatives”. They used their new 

knowledge to compare physical body 

features with classmates. They are 

now writing a book about themselves 

and their families. 

【Year 5】  

Students have been busy creating a new story book 

character. We have used this new character to continue 

our discussion on describing a person’s face, write about 

their personality and comparing them to others in their 

world. Currently they are working on taking all the 

information, correcting it and creating a poster of this 

new character. One day we took a break from paragraph 

writing to write cinquians about our characters. 

 

 

  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Culture Corner: These past two weeks has been fantastic at the Culture Corner with very huge turnout of students. We played so 

many board games and indoor games. Twister has been a great heat so far. Time really flies when we are having fun, students get 

very surprised when told it is time to leave, especially those catching the last bus home. Looking forward to having even more students 

join us at the Culture Corner. 

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 just completed our verb tense 

and the students are now what I 

call “Verb Tense Warriors”. They 

now read through given passages, 

look for wrong verb tenses to 

correct, and even query the writer.   

【Year 4】 

After finishing our studies about the planets, 

students were tested on their knowledge. The 

students are now in the process of creating their 

own planets. The basic outlines are ready. Next, 

they will write paragraphs about their planet based 

on their outlines. 

【Year 6】 

Memories are important, both good and bad ones. We played a game 

wherein we had to find out who held certain memories. We wrote 

about two positive memories and how they changed us and did the 

same for two negative memories. Most recently we interviewed on 

of our classmates about one of their memories. From the interview, 

we wrote a simple essay. 

【After School English】 

We are having so much fun in club with all our new members. So far we have read to each other, played board games, 

reviewed long and short vowel sounds as well as learned new song. We still have three more club meetings before summer 

break! 

 

http://01.gatag.net/tag/6%E6%9C%88/page/4/

