
S1:（手をあげて）I can do No. 1.

T  : OK.  

S1: My name is ….  I am … years old.  I go to ….
      I’m in the … grade. 

T  : Excellent!  You can color No.1.
　 （左端の数字    をぬることができます） 

S2:（手をあげて）I can do No. 10.

T  : All right.  Which chant do you want to recite?

S2: Page 12.（テキスト12ページのチャンツを暗誦する）

T  : Good.  You can color the small circle with 12.
 　（チャンツの場合は、12のページナンバーの 　に色を 
　　 ぬります。また、3週間の間に6個以上言えたら左端 
　　 の数字　 をぬることができます） 
 

Book 3 の達成目標 Achievement Target 「これだけできるようにがんばろう。」は「自分のことを言う」「テキストを把

握する」「Reading と Writing」の3つのカテゴリーで16の課題で構成されています。 

 

　　テキストの巻頭ページ「これだけできるようにがんばろう」を開きます。 

　　書かれてある　 ～　 のすべての目標の英文を読み、説明します。 

　　このテキストで習った内容を生徒達と一緒に復習していきます。 

　　生徒に、自分のできる課題から順に発表していくよう指導します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　生徒達に　 ～　 の目標が達成できるように、家庭でCDを聞いておくよう指導します。 

　 

 

 

 

 

 

 

　　約3週間で生徒全員が　 ～　 までの課題を全部おこなうことができるように指導します。 

例 

チャンツを6個言うことができる 

ダイアログを4つ言うことができる 

歌を2曲歌うことができる 

スピーチを3つ言うことができる 

ストーリーを1つ言うことができる 

Unit 10の後はテキスト全体の復習と評価（到達度評価）を兼ねて、下記の要領でレッスンをおこないます。 

学習の成果を先生や保護者だけでなく、本人が把握することを目的としています。 

自分の学習に責任を持つ態度を養うと共に、学習の達成観を与えることができます。 

クラスサイズにもよりますが、3 ～ 4 週間かけて下記をおこなってください。 
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Unit 10 の後に… Unit 10 の後に… テキスト総復習と評価のためのレッスン 

これだけできるようにがんばろう。 

16

10

1

12

1

161

1410

10

11

12

13

14

自分の通っている学校と学年を言うことができます。 

人物を１人選び、8つ以上の文を使って紹介することができます。 

先生に「～しなさい」「～してはいけません」という命令が4つできます。 

職業名を英語で5つ言うことができます。 

There is…,  There are… を使って教室内にあるものを5つ言うことができます。 

 I want to go to… を使って行きたい国を言うことができます。 

昨日したことを5つ言うことができます。 

昨夜の9時にしていたことを、言うことができます。 

2つのものを選んで比べる文を言うことができます。 

テキストの中のチャンツ　　　　　 を6つ、暗唱できます。 

テキストの中のダイアログ　　　　　 を4つ、友達と一緒に暗記で言えます。 

テキストの中の歌　　　　　  を2曲歌うことができます。 

テキストの中の文　　　　　 を3つ暗唱することができます。 

テキストの中のストーリー　　　　　  を１つ暗唱することができます。  

先生や友達に10個の質問をすることができます。 

自分のことを10以上の文を使って大きな声ではっきり言うことができます。 

 

Able to recite three speeches from the SPEECH pages.

Able to recite one story from the STORY pages in a loud voice.

Able to ask 10 questions to my teacher and friends.

Able to describe myself in a clear loud voice using 10 sentences or more.
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○の中の数字はページをあらわしています。 
すう じ 

Able to say the school I go to and what grade I am in.

Able to introduce a person using more than 8 sentences.

Able to give four “Do this.” or “Don’t do this.” orders to my teacher.

Able to name five jobs.

Able to say five things in the classroom using “There is a … There are …s”.

Able to say what country I want to go to. 

Able to say what I did yesterday.

Able to say what I was doing at nine o’clock last night.

Able to say two things using comparative form.

Able to recite six chants 
from the CHANTS pages.

Able to sing two songs from the SONG pages.

Able to say four dialogs 
from the DIALOG pages with my friend.

これだけできるようにがんばろう。 



自分の通っている学校と学年を言うことができます。 

人物を１人選び、8つ以上の文を使って紹介することができます。 

先生に「～しなさい」「～してはいけません」という命令が4つできます。 

職業名を英語で5つ言うことができます。 

There is…,  There are… を使って教室内にあるものを5つ言うことができます。 

 I want to go to… を使って行きたい国を言うことができます。 

昨日したことを5つ言うことができます。 

昨夜の9時にしていたことを、言うことができます。 

2つのものを選んで比べる文を言うことができます。 

テキストの中のチャンツ　　　　　 を6つ、暗唱できます。 

テキストの中のダイアログ　　　　　 を4つ、友達と一緒に暗記で言えます。 

テキストの中の歌　　　　　  を2曲歌うことができます。 

テキストの中の文　　　　　 を3つ暗唱することができます。 

テキストの中のストーリー　　　　　  を１つ暗唱することができます。  

先生や友達に10個の質問をすることができます。 

自分のことを10以上の文を使って大きな声ではっきり言うことができます。 

 

Able to recite three speeches from the SPEECH pages.

Able to recite one story from the STORY pages in a loud voice.

Able to ask 10 questions to my teacher and friends.

Able to describe myself in a clear loud voice using 10 sentences or more.
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Able to say the school I go to and what grade I am in.

Able to introduce a person using more than 8 sentences.

Able to give four “Do this.” or “Don’t do this.” orders to my teacher.

Able to name five jobs.

Able to say five things in the classroom using “There is a … There are …s”.

Able to say what country I want to go to. 

Able to say what I did yesterday.

Able to say what I was doing at nine o’clock last night.

Able to say two things using comparative form.

Able to recite six chants 
from the CHANTS pages.

Able to sing two songs from the SONG pages.

Able to say four dialogs 
from the DIALOG pages with my friend.

これだけできるようにがんばろう。 
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