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創作カナ発音記号（ヘァツオン記号）

１ ヘァツオン記号１： カタカナを使ってもほぼ同じ音が表せるもの

そのまま［ア］と読んでください。「あ、そっか。」という時の［ア］で

す。（〔ʌ〕）

口を大きく開けて［ア］と読んでください。「あー、分かった！」という

時の［ア］です。（〔ɑ〕）
大きなヘァツオン記号は、口を大きく開けて発音してください。

日本語の「イ」とほぼ同じで、「いいねえ！」というときの［イ］です。

口の中で、舌がかなり上のほうにあるときの音を表します。（〔i〕）

そのまま［ウ］と読んでください。（〔u〕）

そのまま［エ］と読んでください。（〔e〕）

そのまま［オ］と読んでください。（〔o〕）

そのまま［ブ］と読んでください。（〔b〕）

そのまま［グ］と読んでください。（〔ɡ〕）

息を出しながら［ズ］と言ってください。（〔z〕）

一度息を止めてから［ッヅ］と一気に発音してください。（〔dz〕）

息を出しながら［ジュ］と言ってください。（〔ʒ〕）

一度息を止めてから［ッヂュ］と一気に発音してください。（〔dʒ〕）

［ド］ではなく、［ドゥ］ですので、気をつけてください。（〔d〕）
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小さな声で［グ］と言ってください。語尾の子音は弱く読まれますので、

例えば bagの gも弱くなり、〔ɡ〕が〔k〕のように聞こえ、「バッグ」を
「バック」と聞いてしまった人がいたのです。

ヘァツオン記号では、小さな文字は弱く発音します。

小さな声で［ドゥ］と言ってください。例えば bedの dも弱く発音する
と〔t〕のように聞こえ、「ベッド」を「ベット」と聞いてしまった人がい
たのです。

２ ヘァツオン記号２：無声音の表記の仕方（中抜き文字／白抜き文字）

声帯をふるわせず、ひそひそ声で［ク］と読んでください。（〔k〕）

声帯をふるわせず、ひそひそ声で［ス］と読んでください。（〔s〕）

あまり口を開けず、声帯をふるわせないでひそひそ声で［ハ］と読んでく

ださい。（〔h〕）

声帯をふるわせず、ひそひそ声で［プ］と読んでください。（〔p〕）

声帯をふるわせず、ひそひそ声で［トゥ］と読んでください。（〔t〕）

のような中抜きの文字は、声を出さず、息だけを出して読んでください。教室で黒板

に書くときは、中抜きで書くのは大変なので、簡単に〇で囲んで○ク のようにします。

３ ヘァツオン記号３：カタカナでは表せない音

舌の真ん中あたりを少し上げて［ア］と言います。「あ、分かった！」を

ニヤッと笑いながら言う時の［ア］で、［エア］を早口で言ったときの音

を表します。（〔æ〕）

［イ］の口のままで、舌だけを下げて［エ］と言ってみてください。あご
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を固定し、あごを一切下げないようにして「いいえ」と言った時の［エ］

の音を表します。［イ］とも［エ］とも聞こえます。（〔I〕）

くちびるを丸めず、あごを下げて［ウ］と言ってください。［オ］に近い

［ウ］を表します。hook （かぎ状のもの、釣り針、留め金）は

「フック」と聞いた人と「ホック」と聞いた人に分かれました。口を開け

て「フック」と言うと、ホックにも聞こえますね。（〔ʊ〕）

口を大きく開けて［オ］と発音してください。少し［ア］に近い音になり

ます。人間は口を大きく開ける時は、縦に広がるだけでなく横にも広がる

ので、［ア］に近くなるのです。その音を表すために「オ」と「大」を合

体させました。（〔¤〕）

口をあまり開かず、いいかげんに［ア］と言ってください。（〔§〕）

ヘァツオン記号では、ひらがなが出たらあまり口を開けず、いい加減に発

音してください。

舌を１センチほど歯の間から出して、上の歯と舌の間から声を出さずに息

を出してください。（〔·〕）

舌を１センチほど歯の間から出して、上の歯と舌を使って「ズ」と言って

みてください。その時の音を表します。（〔ð〕）

上の歯を軽く下唇に当て、声を出さずに息を出してください。「皿」とい

う漢字は、上の歯が下唇に当たっている様子に似ていますね。（〔f〕）

上の歯を軽く下唇に当て、声を出して息を出してください。（〔v〕）

舌の裏を相手に見せながら舌を喉の奥の方に引き、口をほとんど開けずに
のど

声を出してください。その時、平らだった舌が餅のように丸くなるので、

「丸」という漢字で表しました。舌先は口蓋（口の中の上側の壁）にはつ
こうがい

けません。（〔r〕）

と同じ発音です。er, ir, urなどの音を表します。アメリカやカナダ
では er, ir, urは と発音しますが、イギリスやオーストラリア、ニュ

ージーランドなどでは、 ではなく口をあまり開けずに「あー」と発
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音します。どちらでも好きな方を選んでください。選択制ですよという意

味で、「丸」という漢字の中に小さな「ァ」を入れました。（〔§(®)r〕ま
たは〔§®〕）

これも と同じ発音です。or, oor などの音を表します。アメリカや
カナダでは or や oor は と発音しますが、イギリスやオーストラ

リア、ニュージーランドなどでは、 ではなく と発音しま

す。ですから、 は 、 のどちらでも好きな方を選んでくだ

さい、選択制ですよという意味で、「 」という漢字の中に「 」を入れ

ました。（〔§r〕または〔¤〕）

舌の先をまっすぐ伸ばして、上の歯のつけ根の近くにつけて声を出してく

ださい。そのままだと「ウ」にも聞こえますが、声を出したまま舌を離す

と「ル」に近い音になります。「にんべん」をカタカナの「ル」にしてあ

ります。（〔l〕）

唇を思い切りとがらせて「ウ」と言ってください。この文字はその時の唇

の形を表しています。（〔w〕）

日本語の「イ」を発音するときよりさらに舌を上げ、空気があまり通らな

いようにして「イ」と発音してください。「ユ」に近い音になるはずです。

この文字の「 」は舌を上げてくださいという意味です。（〔j〕）

舌の先を下におろし、舌の喉に近い奥の方を、口蓋（口の中の上側の壁）
のど こうがい

に当て、鼻から声を出してください。この文字は、左の白抜き部分が上の

歯と下の歯を、右の黒い部分が舌の形を表します。ＮＨＫのアナウンサー

が「政府が」と言うときは、「が」が「んが」に近い音になりますが、そ

の音をヘァツオン記号では とあらわします。（〔¿〕）

舌の先を上の歯の付け根の近くにつけ、唇を少し開けて鼻から声を出して

「ン」、または「ンヌ」と言ってください。白い三角形は、上の歯をあら

わしています。（〔n〕）

唇を閉じて鼻から息を抜き、「ン」または「ンム」と言います。 は、唇

を閉じることをあらわしています。（〔m〕）



- 5 -

Lesson 1 Hello!

Let's Listen 1

Sakura: Hi, my name is Suzuki Sakura.
Taku: Hi, my name is Yamada Taku.
Tomoe: Hello, my name is Kimura Tomoe.
Ai: Hello, my name is Watanabe Ai.
Hikaru: Hello, my name is Ueda Hikaru.
Mr. Tanaka: Hello, my name is Tanaka Yumi.

Nice to meet you.
Ms.Yamamoto: Hello, my name is Yamamoto Ken.

Nice to meet you.

Hi.
Hello.
my
name
is
Nice to meet you.

Let's Listen 2

Japan
Australia
Korea
Russia
France
China
India
Finland
America
Kenya
Brazil

指導者の表現例から

What country is this? （これはどの国ですか。）
country
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It's ～.
Let's greet in English / Korean / Chinese. （英語／韓国語／中国語で挨拶しましょう。）

English
Korean
Chinese

Let's Listen３

①左女児：Hello, my name is Maria Costa. What's your name?
男児： Hello, Maria. My name is Aleksi Korhonen. Nice to meet you.
左女児：Aleksi, nice to meet you, too.

②右女児 Hello, my name is Kim Seo-Yun. Nice to meet you.

Maria Costa
What's What と発音が違うので、注意しましょう。

your
Aleksi Korhonen
Kim Seo-Yun

指導者の表現例から

Let's do the chant together.
※ の部分は一気に発音してください。

Say your name.

Let's make your name cards.
Let's greet with your friends.

How many name cards do you have?

Glue your name cards on this page.
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Lesson 2 I’m happy.

Let's Listen

①

Ms. Tanaka: How are you, Taku?
Taku: I'm happy.
Ms. Tanaka: Good.

②

Ms. Tanaka: How are you, Ai?
Ai: I'm sleepy.
Ms. Tanaka: Are you OK?

③

Ms. Tanaka: How are you, Sakura?
Sakura: I'm hungry.
Ms. Tanaka: Me, too.

④

Ms. Tanaka: How are you, Hikaru?
Hikaru: I'm fine.
Ms. Tanaka: Good.

How are you?

I'm
happy
Good.
sleepy
OK
hungry
Me, too.
fine

Let's Sing

Hello. Hello. Hello, how are you?
I'm good. I'm good. I'm good, thank you. And you?
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Thank you.
And you?

Let's Play

No.1: Good luck! Good luck!
No.2: Come here. Come here.
No.3: I don't know. I don't know.
No.4: Good! Good!

Good luck!
Come here.
I don't know.
Good!
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Lesson 3 How many?

Let's Play 1

Rock, scissors, paper, one, two, three.
rock
scissors ※「シ」ではなく 、「ザー」ではなく、小さな口（5 ㎜ぐ
らい）で 。 の部分は一気に発音してください。

paper ※ の部分は一気に発音してください。

one
two
three

Let's Listen

No.1: One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. （英語）
No.2: Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. （フランス語）
No.3: いち、に、さん、し、ご、ろく、しち、はち、く、じゅう。（日本語）
No.4: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, neuve, diez. （スペイン語）
No.5: Il, I, sam, sa, o, yuk, chil, pal, ku, sip. （韓国語）
No6:Yi, er, san, si, wu, liu, qi, pa, jiu, shi. （中国語）

One
two
three
four
five
six
seven
eight
nine
ten

Let's Play 2

Sakura: How many pencils? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Fifteen pencils.
Taku: How many red pencils? 1, 2. Two red pencils.
Sakura: How many blue pencils? 1. One blue pencil.
Taku: How many cars? 1, 2, 3, 4. Four cars on the bag.
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Sakura: How many dogs? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Six dogs on the pencil case.
Taku: How many cats? 1, 2, 3, 4, 5. Five cats on the pencil case.
Sakura: How many apples? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eleven apples on the bag.
Taku: How many desks? 1, 2. Two desks.
Sakura: How many chairs? 1, 2. Two chairs.

how many
pencil(s)
eleven
twelve
thirteen
fourteen
fifteen
red
blue

car(s)
dog(s)
cat(s)
apples(s)
desk(s)
chair(s)

Activity 1

How many dogs? 1, 2, 3 dogs.
How many cats? 1, 2, …, 5 cats.
How many melons? 1, 2, …, 8 melons.
How many apples? 1, 2, …, 12 apples.
How many lemons? 1, 2, …, 15 lemons.
How many bananas? 1, 2, …, 11 bananas.
How many soccer balls? 1, 2, …, 5 soccer balls.
How many baseballs? 1, 2, …, 19 baseballs.
How many spider legs? 1, 2, …, 16 legs.
How many legs? 1, 2, …, 20, …, oh, no!

melon(s)
lemon(s)
banana(s)
soccer ball(s) ※ の部分は一気に発音してください。
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spider ※ の部分は一気に発音してください。

leg(s)

指導者の表現例から

How many ～(s) are there / do you have?

Let's count together. （一緒に教えましょう。）

※ の部分は一気に発音してください。
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Lesson 4 I like apples

Let's Play

cherries, apples, strawberries, lemons, bananas, pineapples, peaches, grapes, oranges, melons, kiwi
fruits, ice cream, milk, juice, baseball, soccer, swimming, basketball, birds, rabbits, dogs, cats,
spiders

cherry (cherries)
apple(s)
strawberry (strawberries)
lemon(s)
banana(s)
pineapple(s)
peach(es)
grape(s)
orange(s)
melon(s)
kiwi fruit(s)
ice cream
milk
juice
baseball
soccer
swimming
basketball
bird(s)
rabbit(s)
dog(s)
cat(s)
spider(s)

指導者の表現例から

Let's play the Key Word Game.
（キーワードゲームをしましょう。）

Make a pair. （ペアになりなさい。）
Please put an eraser on your desk. （机の上に消しゴムを 1つ置いてください。）
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What's this? （これは何ですか。）

Please listen carefully. （よく聞いてください。）

Open your textbook to page 15. （テキスト 15ページを開けなさい。）

Guess. （推測して／考えてごらん。）

Let's interview. （インタビューしましょう。）

Very good. （とてもいいです。）

Excellent. （すばらしい。）

That's good. （それは，いいですね。）

Let's Listen 2
①

Hikaru: Hi, Sakura.
Sakura: Hi, Hikaru.
Hikaru: Sakura, do you like cats?

Sakura: Yes, I do. I like cats.

Hikaru: Do you like lemons?
Sakura: No, I don't.

Hikaru: Do you like soccer?

Sakura: Yes, I do. I like soccer.
Hikaru: Thank you.
Sakura: You're welcome.

②

Tomoe: Hi, Hikaru.
Hikaru: Hi, Tomoe.
Tomoe: Do you like cats?
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Hikaru: No, I don't.
Tomoe: Do you like lemons?
Hikaru: Yes, I do. I like lemons.
Tomoe: Do you like soccer?
Hikaru: Yes, I do. I like soccer.
Tomoe: Thank you.
Hikaru: You're welcome.

③

Sakura: Hello, Tomoe.

Tomoe: Hi, Sakura.
Sakura: Do you like cats?
Tomoe: Yes, I do. I like cats.
Sakura: Do you like lemons?
Tomoe: Yes, I do. I like lemons.
Sakura: Do you like soccer?
Tomoe: Yes, I do. I like soccer.
Sakura: Thank you.
Tomoe: You're welcome.

Let's Chant 1

Sakura: Apples, apples, I like apples.
Taku: Cherries, cherries, I like cherries.
Sakura: Lemons, lemons, umm… I don't like lemons.

apple(s)
cherry (cherries)
lemon(s)

Let's Listen 1

Taku: Hi, my name is Taku. I like soccer. I like milk.
Ai: Hello, my name is Ai. I like cats. And I like melons.
Tomoe: Hi, my name is Tomoe. I like oranges. I like baseball. And I like dogs.
Hikaru: Hello, my name is Hikaru. I like grapes and peaches. I like swimming.
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指導者の表現例

Do you like dogs? （あなたは犬が好きですか。）
Me, too. （私もです。）
How about you? （あなたはどうですか。）
Listen carefully. （よく聞きなさい。）
Look at the speaker. （話す人の方を見なさい。）
Great. （すばらしい。）
Well done. （よくできました。）
You did a great job. （よく頑張りました。）

Let's Chant 2

Taku: Do you like apples?
Sakura: Yes, I do. I like apples.
Taku: Do you like milk?
Sakura: Yes, I do. I like milk.
Taku: Do you like spiders?
Sakura: Umm…, no I don't. I don't like spiders.

Do you like ～?
Yes, I do. I like ～.
apple(s)
milk
spider(s)

Activity

Do you like dogs?
Do you like milk?
Do you like baseball?
Do you lke (apples / swimming)?

dog(s)
milk
baseball
apple(s)
swimming
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Lesson 5 What do you like?

Let's Listen 1

Ms. Tanaka: T-shirt Quiz. What number T-shirt?
No.1. White T-shirt. Red and green apples.
What number T-shirt? (Answer: It's T-shirt No.5.)

No.2. Yellow T-shirt. Two dogs.
What number T-shirt? (Answer: It's T-shirt No.1.)

No.3. White T-shirt. Red and blue triangles.
What number T-shirt? (Answer: It's T-shirt No.6.)

No.4. Brown T-shirt. One big yellow star and small yellow stars.
What number T-shirt? (Answer: It's T-shirt No.4.)

Colorful T-shirt. Green, purple, orange and blue. One big star.
(Answer: It's T-shirt No.2.)

Pink T-shirt. Black and white hearts. (Answer: It's T-shirt No.3.)
Black T-shirt. Soccer player. (Answer: It's T-shirt No.7.)
Light blue T-shirt. Pink and white circles. (Answer: It's T-shirt No.8.)
Light blue T-shirt. Blue triangles. (Answer: It's T-shirt No.9.)
Purple T-shirt. White diamonds. (Answer: It's T-shirt No.10.)

T-shirt
quiz
number
red
green apple(s)
yellow
two
dog(s)
white
blue
triangle(s)
brown



- 17 -

one

star
big
small
purple
colorful
orange
pink
black
white

heart(s)
soccer player
light blue
circle(s)
diamond(s)

Let's Listen 2

Ms. Tanaka: No.1. Ai.
Ai: I like the pink T-shirt. And I like black and white hearts.
Ms. Tanaka: What number T-shirt? (Answer: It's T-shirt No.3.)
Ms. Tanaka: No.2. Taku.
Taku: I like soccer. And I like black.
Ms. Tanaka: What number T-shirt? (Answer: It's T-shirt No.7.)
Ms. Tanaka: No.3. Sakura.
Sakura: I like the light blue T-shirt. And I like blue triangles.
Ms. Tanaka: What number T-shirt? (Answer: It's T-shirt No.9.)
Ms. Tanaka: No.4. Hikaru.
Hikaru: I like the colorful T-shirt. I like green, purple, orange and blue.

And one big star is cool.
Ms. Tanaka: What number T-shirt? (Answer: It's T-shirt No.2.)

the
like
and
cool

指導者の表現例から
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What number T-shirt? （何番の Tシャツですか。）

That's right. （その通りです。）

Which T-shirt is Taku's? （どの Tシャツがたくのものですか。）

Let's make a T-shirt for your friend. （友達に Tシャツを作ってあげましょう。）

Please make a pair. （ペアになってください。）

What color do you like? （どの色が好きですか。）

What shape do you like? （どの形が好きですか。）

Let's Listen 3

① Sakura's T-shirt
Taku: Sakura, what color do you like?
Sakura: I like blue.
Taku: What shape do you like?
Sakura: I like circles.
Taku: How many circles?
Sakura: Five, please.
Taku: OK. Your T-shirt, here you are.
Sakura: Thank you.
(Answer: It's T-shirt No.8.)

② Taku's T-shirt
Sakura: Taku, what color do you like?
Taku: I like blue and black.
Sakura: What shape do you like?
Taku: I like triangles.
Sakura: How many blue triangles?
Taku: Three, please.
Sakura: OK. Your T-shirt, here you are.
Taku: Thank you.
(Answer: It's T-shirt No.4.)
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color
shape

Let's Chant

What color do you like?
I like red. I like blue.
I like red and blue.
What color do you like?
I like green. I like yellow.
I like green and yellow.
Wow, nice T-shirt!

（食べ物バージョン）

What food do you like?
I like milk. I like pizza.
I like milk and pizza.
What food do you like?
I like pudding. I like fruits.
I like pudding and fruits.
Wow, nice lunch!

（動物バージョン）

What animal do you like?
I like cats. I like dogs.
I like cats and dogs.
What animal do you like?
I like rabbits. I like birds.
I like rabbits and birds.
Wow, nice pets!

wow
nice
food
pizza
pudding
fruits
lunch
animal
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rabbit(s)
bird(s)
pet(s)
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Lesson 6 What do you want?

Let's Play 1

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
apple, book, crayon, drum, egg, fish, gorilla, hat, ink, jet, king, lemon, monkey, notebook, orange,
pig, queen, rabbit, sun, tree, umbrella, violin, watch, box, yacht, zero

A B C D E F G
H I J K L M N

O P Q R S T U
V W X Y Z

apple
book
crayon
drum
egg
fish
gorilla
hat
ink
jet
king
lemon
monkey
notebook
orange
pig
queen
rabbit
sun
tree
umbrella
violin
watch
box
yacht
zero
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指導者の表現例

Look at the textbook. （テキストを見なさい。）

Where is "A" in this picture? （この絵のどこに「A」がありますか。）

That's right. （その通りです。）

Very good. （とてもいいです。）

Fantastic. （すばらしい。）

Close. （おしい。）

Let's play the Pointing Game. （ポインティングゲームをしましょう。）

Make a pair. （ペアになりなさい。）

Point the alphabet. （アルファベットを指し示しなさい。）

Let's Listen

No.1: Start, RXYZDEFOPQMNHISTAZBGC.
What's this? It's "R."

No.2: Start one, TSRNMLCBAXWVY.
Start two, AVMUYTIWOXQJDRGPBT.
What's this? It's "26."

No.3: Start, 13, 26, 19, 15, 29, 21, 30, 7, 27, 2, 23, 28, 17, 24, 9, 3, 12, 13.
What's this? It's "T."

No.4: Start one, 26, 16, 5, 29, 9, 13, 22, 30.
Start two, 21, 15, 8, 27, 12, 1, 10, 24, 2, 28, 20, 4, 18.
What's this? It's "13."

start

Let's Chant 2
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What do you want? The "C" card, please.
What do you want? The "D" card, please.
Wow, CD. Let's listen!
What do you want? The "T" card, please.
What do you want? The "V" card, please.
Wow, TV. Let's watch!

want

card
please
let's
listen
TV
watch
CD
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Lesson 7 What’s this?

Let's Listen

triangle （三角定規，トライアングル）
fish （魚）
recorder （リコーダー）
beaker （ビーカー）
glove （グローブ）
bird （鳥）

textbook （テキスト，教科書）

cap （ぼうし）
map （地図）
apple （りんご）
cup （カップ）
microscope （顕微鏡）

けんびきよう

frying pan （フライパン）
shoe （くつ）
notebook （ノート）
eraser （黒板消し，消しゴム）
piano （ピアノ）
mat （マット）
bat （こうもり，バット）
ruler （定規）
eggplant （なす）
globe （地球儀）
tomato （トマト）
brush （筆）
flower （花）

What's this? It's a triangle.
What's this? It's a fish.
What's this? It's a recorder
What's this? It's a shoe.
What's this? It's a notebook.
What's this? It's an eraser.
What's this? It's a glove.
What's this? It's a beaker.
What's this? It's a bird.
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What's this? It's a textbook.
What's this? It's a piano.
What's this? It's a mat.
What's this? It's a bat.
What's this? It's a cap.
What's this? It's a map.
What's this? It's a apple.
What's this? It's a ruler.
What's this? It's a globe.
What's this? It's a tomato.
What's this? It's a bat.
What's this? It's a frying pan.
What's this? It's a cup.
What's this? It's a microscope.
What's this? It's a eggplant.
What's this? It's a brush.
What's this? It's a flower.

指導者の表現例

Look at this picture. （この絵を見なさい。）

You can say it in Japanese. （日本語で言っていいですよ。）

How do you say ～ in Japanese / English? （～を日本語／英語では何と言いますか。）

It's OK to make a mistake. （間違っても大丈夫です。）

That's right. （その通りです。）

Great. （すばらしい。）

Well done. （よくできました。）

Close. （おしい。）

Good job. （よくやった。）

Wonderful. （すばらしい。）
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Let's Play

※未習で児童生徒から聞かれると思われるものをイラストから任意でピックアップ

gym（体育館）
girl（女の子）
sparrow(s)（つばめ）
flower bed（花壇）

かだん

pan（なべ）
home economics room（家庭科室）
pond（池）

vegetable garden（菜園）
さいえん

music room（音楽室）
music stand（譜面台）

ふめんだい

art room（図工室）
vase（花瓶）

かびん

paintbrush（絵筆）
えふで

science room（理科室）
microscope（顕微鏡）

けんびきよう

cylinder（シリンダー）
mechanical pencil（シャープペンシル）
blackboard（黒板）
blackboard eraser（黒板消し）
roll book（出席簿）

指導者の表現例

Listen carefully and repeat the words. （よく聞いて，言葉を繰り返して言いなさい。）

How do you say ～ in Japanese / English? （～を日本語／英語では何と言いますか。）

Who knows the answer? （答えがわかる人は誰ですか。）

That's right. （その通りです。）

Close. （おしい。）

Let's give her / him some hints. （ヒントをあげましょう。）
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Let's make a quiz. （クイズを作りましょう。）

Let's play the Black Box Quiz. （ブラックボックスクイズをしましょう。）

Make three hints. （3つヒントを作りなさい。）

It's your turn. （あなたの番ですよ。）

Draw a picture. （絵を描きなさい。）

Good job. （よくやった。）

Good luck. （頑張って。）

What subject do you like? （どの教科が好きですか。）

Do you like math? （算数は好きですか。）

How about you? （あなたはどうですか。）

Me, too. （わたしもです。）

Activity

① Silhouette Quiz
What's this?
It's a pineapple.
What's this?
It's a dog.
Wha's this?
It's a guitar.
What's this?
It's a tomato.

② Kanji Quiz
What's this?
"Hitode（海星）," it's a starfish.
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What's this?
"Himawari（向日葵）," it's a sunflower.
What's this?
"Momotaro（桃太郎）," it's Peach Boy.

③ Three Hints Quiz
A:What's this?

No.1 hint, a fruit.
No.2 hint, yellow.
No.3 hint, monkeys.
The answer, it's a banana.

B:What's this?
No.1 hint, big.
No.2 hint, black and white.
No.3 hint, music.
The answer, it's a piano.

C:What's this?
No.1 hint, a sport.
No.2 hint, a ball.
No.3 hint, a glove.

The answer, it's baseball.

④ Puzzle Quiz
What's this?
It's the "N" card.
What's this?
It's the "I" card.
What's this?
It's the "C" card.
What's this?
It's the "E" card.

silhouette
pineapple

guitar

starfish
sunflower
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Peach Boy
hint(s)
monkey(s)
sport
ball
puzzle



- 30 -

Lesson 8 I study Japanese.

Let's Play
Sakura: No.1. Numbers. Triangles. Ruler. What's this? It's "math."
Taku: No.2. Piano. Harmonica. Recorder. What's this? It's "music."
Ai: No.3. Mat. Red and white cap. Shoes. What's this? It's "P.E."
Tomoe: No.4. Beaker. Microscope. Skeleton. What's this? It's "science."
Hikaru: No.5. Frying pan. Cup. Kitchen. What's this? It's "home economics."

math

harmonica
P.E.
skeleton
kitchen
home economics

Let's Listen 1

Ms. Tanaka: Today's schedule.
First, Japanese.
Second, social studies.
Third, English.
Fourth, science.
Lunch time.
Cleaning time.
Fifth, math.
Sixth, home economics.

国語 Japanese
算数 math
理科 science
社会 social studies
音楽 music
家庭科 home economics
書写 calligraphy
体育 P.E.

図画工作 arts and crafts
英語 English
schedule
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first
second
third
fourth
lunch time
cleaning time
fifth
sixth

指導者の表現例

Look at the blackboard. （黒板を見なさい。）

Let's play the Key Word Game. （キーワードゲームをしましょう。）

Make a pair. （ペアになりなさい。）

Put an eraser on the desk. （消しゴムを机に置きなさい。）

Let's Sing

Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday,
Thursday, Friday, Saturday,
Sunday comes again.

Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
come(s)
again

Let's Chant

Sakura: Japanese and science!
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Taku: What do you study on Monday?
Sakura: I study Japanese and science.
Taku: Japanese and English!
Sakura: What do you study on Tuesday?
Taku: I study Japanese and English.

study
on

Let's Listen 2

① Hello, I am a student in Australia. At school I study Japanese. I like Japanese and P.E. I
eat a boxed lunch with my friends.

② Hi, I am a student in Korea. At school, I study English, science, social studies and math. I
like music and P.E. I eat namul, kimchi, spaghetti and curry and rice for lunch in my classroom.
I clean my classroom.

③ Hi, I am a student in China. At school I study English, social studies, science and math. I
study at home, too. I eat lunch in my classroom. I clean my classroom.

a
student
Australia
at
school
eat
boxed lunch
with
my
friend(s)
namul
kimchi
spaghetti
curry and rice
for
in
clean
classroom
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home

Activity

Sakura: I study Japanese, math, P.E., music, science and English. I like Japanese and English.
Taku: I study English, social studies, calligraphy, arts and crafts, home economics and home

economics. I like home economics very much!
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Lesson 9 What would you like?

Let's Listen 1

① Apple, pineapple, peach, cherry and ice cream.
② Apple, grape, peach, cherry and ice cream.
③ Apple, kiwi fruit, melon, strawberry, grape and ice cream.
④ Peach, lemon, grape, melon, banana, cherry and ice cream.
⑤ Banana, pineapple, melon, cherry and ice cream.
⑥ Apple, lemon, banana, peach, strawberry and ice cream.

①

Taku: Sakura, what do you want?
Sakura: Strawberry, please.
Taku: OK, what do you want?
Sakura: Apple, please.
Taku: OK, what do you want?
Sakura: Melon, please.
Taku: OK, what do you want?
Sakura: Grape, please.
Taku: OK, what do you want?
Sakura: Kiwi fruit and ice cream, please.
Taku: OK, your parfait. Here you are.
Sakura: Thank you.

②

Sakura: Taku, what do you want?
Taku: Banana, please.
Sakura: OK, banana. What do you want?
Taku: Pineapple, please.
Sakura: OK, pineapple. What do you want?
Taku: Melon, please.
Sakura: OK, melon. What do you want?
Taku: Cherry, please.
Sakura: OK, do you like ice cream?
Taku: Yes.
Sakura: OK, your parfait. Here you are.
Taku: Thank you.
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parfait

Let's Listen 2

☆注文☆

ともや（さくらの父）： オムレツ(omelette)，パン(bread)，ミルク(milk)
さゆり（さくらの母）： サラダ(salad)，フライドチキン(fried chicken)，

オレンジジュース(orange juice)
きよこ（さくらの祖母）： ピザ(pizza)，プリン(pudding)
まさる（さくらの祖父）： サンドイッチ(sandwiches)，パフェ(parfait)
さくら： ハンバーグステーキ(hamburger steak)，ライス(rice)，

サラダ(salad)

No.1. Sakura.
Server: What would you like?
Sakura: I'd like a hamburger steak, rice and salad.
Server: OK, a hamburger steak, rice and salad?
Sakura: Yes, please.

No.2. Kiyoko, Sakura's grandmother.
Server: What would you like?
Kiyoko: I'd like pizza and pudding.
Server: OK, pizza and pudding?
Kiyoko: Yes, please.

No.3. Masaru, Sakura's grandfather.
Server: What would you like?
Masaru: I'd like sandwiches and a parfait.
Server: OK, sandwiches and a parfait.
Masaru: Yes, please.

No.4. Tomoya, Sakura's father.
Server: Hello, what would you like?
Tomoya: Hello. I'd like an omelette, bread and milk.
Server: An omelette, bread and milk. OK.

No.5. Sayuri, Sakura's mother.
Server: What would you like?
Sayuri: I'd like salad, fried chicken and orange juice.
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Server: Salad, fried chicken and orange juice. OK.

hamburg steak
rice
salad
pizza
pudding
sandwiches

parfait
omelette
bread
milk
fried chicken
orange juice

Activity 1

☆MENU☆
hamburger(s) （ハンバーガー）
omelette （オムレツ）
hamburg steak （ハンバーグステーキ）
spaghetti （スパゲッティ）
hotdog(s) （ホットドッグ）
pizza （ピザ）
sushi （すし）
sausage(s) （ソーセージ）
fried chicken （フライドチキン）
curry and rice （カレーライス）
French fries （フライドポテト）
natto （納豆）
green tea （緑茶）
miso soup （みそ汁）
rice （ご飯）
bread （パン）
cake （ケーキ）
sandwich(es) （サンドイッチ）
milk （ミルク）
salad （サラダ）
pudding （プリン）
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fruit(s)（果物）
kiwi fruit(s)
grape(s)
strawberry(strawberries)
pineapple(s)
slice(s)
ice cream（アイスクリーム）
yogurt （ヨーグルト）
orange juice （オレンジジュース）

parfait （パフェ）

☆Healthy Menu
rice （ご飯）
hamburg steak （ハンバーグステーキ）
miso soup （みそ汁）
salad （サラダ）

指導者の表現例

What food do you like? （どんな食べ物が好きですか。）

Do you eat rice in the morning? （朝にご飯を食べますか。）

Do you drink milk in the morning? （朝にミルクを飲みますか。）

Do you like bread? （パンは好きですか。）

How about you? （あなたはどうですか。）

Let's make "Special Lunch." （「スペシャルランチ」を作りましょう。）

Cut out the picture cards. （絵カードを切り抜きなさい。）

Let's start. （始めましょう。）

Please tell us about your lunch. （あなたのランチを紹介してください。）
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Activity 2

アメリカ America, the United States
フィンランド Finland
韓国 Korea
インド India

①バターコーン、ピザ、フルーツゼリー、パン、チョコレートミルク

No.1: Hello. I'm from America.
This is my lunch.
Buttered corn, pizza, fruit jelly, bread and chocolate milk.
I like pizza very much.

②ポテト、魚料理、サラダ、パン、水

No.2: Hello. I'm from Finland.
This is my lunch.
Potato, fish, salad, bread and water.
I like salad.

③ごはん、キムチ、ナムル、スープ、肉料理、バナナ

No.3: Hello. I'm from Korea.
This is my lunch.
Rice, kimchi, namul, soup, beef and a banana.
I like kimchi very much.

④カレー、ライス、バナナ

No.4: Hello. I'm from India.
This is my lunch.
Curry, rice and a banana.
I eat curry every day.
I like curry very much.

from
buttered corn
fruit jelly
chocolate milk
water
beef
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指導者の表現例

Listen carefully. （よく聞きなさい。）

What country is this? （これはどこの国ですか。）

Please write numbers in the squares. （□に数字を書いてください。）

What is this? （これは何ですか。）

Do you like curry and rice? （カレーライスは好きですか。）
You did a good job. （よく頑張りました。）

巻末・指導者の表現例

●あいさつ・授業の開始と終了

Hello, everyone. （こんにちは，みなさん。）
How are you? （ご機嫌はいかがですか。）
Let's greet with your friends. （友達と挨拶しましょう。）
Open your textbook. （テキストを開けなさい。）
Close your textbook. （テキストを閉じなさい。）
Stand up, please. （立ってください。）
Sit down, please. （座ってください。）
That's all for today. （今日は，これで終わりです。）

●ほめる・はげます

Good. （いいです。）
Very good. （とてもいいです。）
That's good. （それは，いいですね。）
Good job. （よくやった。）
You did a good job. （よく頑張りました。）
Wonderful. （すばらしい。）
Excellent. （すばらしい。）
Fantastic. （すばらしい。）
Close. （おしい。）
Nice gesture. （いいジェスチャーですね。）



- 40 -

Clear voice. （はっきりとした声です。）
Good luck. （頑張って。）
That's right. （その通りです。）
Are you OK? （大丈夫ですか。）
You can say it in Japanese. （日本語で言っていいですよ。）

●ゲームや活動中の指示

Let's play the ～ Game. （～ゲームをしましょう。）
Let's sing together. （一緒に歌いましょう。）
Let's do the chant together. （一緒にチャンツを言いましょう。）
Let's interview. （インタビューしましょう。）
Let's start. （始めましょう。）
Let's listen. （聞きましょう。）
Let's ask. （尋ねましょう。）
Guess. （推測して／考えてごらん。）
(Please) Make a pair. （ペアになりなさい。）
Let's make a speech. （スピーチをしましょう。）
Please listen carefully. （よく聞きましょう。）
Listen carefully and draw lines. （よく聞いて，線を引きなさい。）
Listen carefully and repeat the words. （よく聞いて，言葉を繰り返して言いなさい。）
Look at the textbook. （テキストを見なさい。）
Look at this picture. （この絵を見なさい。）
Open your textbook to page ～. （テキスト～ページを開けなさい。）
Touch the picture with your finger. （絵を指でさしなさい。）
Write the numbers in the squares. （□に数字を書きなさい。）
Cut out the picture cards. （絵カードを切り抜きなさい。）
How do you say ～ in Japanese / English? （～を日本語／英語では何と言いますか。）
Who knows the answer? （答えがわかる人は誰ですか。）
What do you think? （どう思いますか。）
Do you remember? （覚えていますか。）


