
カラオケEnglish カリキュラム【ジュニア入門コース２】

1 フォニックスを学ぼう１<A〜D> 48 彼は何を持っていますか？
A / B / C / D What does he have?

2 フォニックスを学ぼう２<E〜H> 49 あなたは何時に〜しますか？
E / F / D / H What time do you do?

3 フォニックスを学ぼう３<I〜L> 50 彼女は何時に〜しますか？
I / J / K / L What time does she do?

4 フォニックスを学ぼう４<M〜P> 51 あなたの誕生日はいつですか？１
M / N / O / P When is your birthday?

5 フォニックスを学ぼう５<Q〜T> 52 あなたの誕生日はいつですか？２
Q / R / S / T When is your birthday?

6 フォニックスを学ぼう６<U〜X> 53 あなたはいつ〜しますか？
U / V / W / X When do you do?

7 フォニックスを学ぼう７<Y〜Z> 54 彼女はいつ〜しますか？
Y / Z When does she do?

8 これは / あれは〜です 55 あなたは何になりたいですか？
This is / That is What do you want to be?

9 私は / 彼は / 私たちは〜です 56 彼は何になりたいですか？
I am / He is / We are What does he want to be?

10 あなたたちは / 彼らは〜ですか？ 57 あなたは何をしたいですか？
Are you?/ Are they? What do you want to do?

11 彼は / 彼らは〜ですか？ 58 彼女は何をしたいですか？
Is he? / Are they? What does she want to do?

12 私は〜が好きです１ 59 あなたはどこへ行きたいですか？
I like Where do you want to go?

13 私は〜が好きです２ 60 彼女はどこに住みたいですか？
I like Where does she want to live?

14 私は〜を食べます 61 それは英語で何といいますか？
I eat How do you say 〜 in English?

15 私は〜に住んでいます 62 どうスペルをつづりますか？
I live How do you spell?

16 あなたは〜が好きです 63 〜はどこですか？/右にまがって
You like Where is〜? / Turn right

17 あなたは〜が必要です 64 〜はどこですか？/あなたの右側に
You need Where is〜? / It's on your right

18 あなたは〜を見ています 65 私は〜にいます１
You watch I am by the box

19 あなたは〜します 66 私は〜にいます２
cook / clean / sing / ride I am behind the box

20 あなたは〜がほしいですか？ 67 彼女は〜することができます
Do you want? She can do

21 あなたは〜を知っていますか？ 68 彼らは〜することができます
Do you know? They can do

22 私たちは〜を使います 69 あなたは〜することができますか？
We use Can you do?

23 私たちは〜に行きます 70 私は〜してもいいですか？
We go Can I do this?

24 彼らは〜を勉強します 71 〜してはいけません１
They study Don’t do it

25 彼らは〜を楽しみます 72 〜してはいけません２
They enjoy Don’t do it

26 彼らは話しますか？ 73 〜しましょう１
Do they talk? Let’s do

27 彼らは泳ぎますか？ 74 〜しましょう２
Do they swim? Let’s do

28 彼女は〜が好きです 75 〜を好きです１
She likes I like him

29 彼女は〜を演奏します 76 〜を好きです２
She plays the piano I like them

30 彼は〜のスポーツをします 77 します/しました/しています
He plays baseball do / did / am doing

31 彼は〜を教えます 78 彼らは〜をします
He teaches They like food

32 彼女は〜を作りますか？ 79 彼は〜をします
Does she make? He eats ice cream

33 彼女は〜を読みますか？ 80 私は〜しているところです
Does she read?  I am doing

34 彼は〜で働きますか？ 81 彼女は〜をしているところです
Does he work? She is doing

35 彼は〜を手伝いますか？ 82 彼らは〜をしているところです
Does he help? They are doing

36 彼は〜を持っていますか？ 83 〜は〜しているところですか？１
Does he have? Is he doing?

37 私は〜しません１ 84 〜は〜しているところですか？２
I don’t Are they doing?

38 私は〜しません２ 85 私は〜しました
I don’t I did

39 彼は〜しません 86 彼らは〜しました
He doesn’t They did

40 彼女は〜しません 87 私たちは〜しました
She doesn’t We did

41 私たちは〜しません 88 あなたは〜しましたか？
We don’t Did you?

42 彼らは〜しません 89 彼は〜しましたか？
They don’t Did he?

43 あなたは何がほしいですか？ 90 彼は〜しませんでした１
What do you want? He did not

44 彼女は何がほしいですか？ 91 彼は〜しませんでした２
What does she want? He did not

45 何がよろしいですか？ 92 a / an / the １
What would you like? a / the

46 あなたは何をしますか？<楽器、スポーツ> 93 a / an / the ２
What do you play? a / the

47 あなたは <いつ> に何をしますか？
What do you do at? © REKIDS Inc.
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10 夢や希望を聞こう

11 いろいろ聞いてみよう

18 過去の話を伝えよう

17

2

3 自分のことを伝えよう

8 欲しいものを聞いてみよう

4 相手のことを伝えて、質問しよう

5 私たち彼らのことを伝えよう

6 彼女や彼のことを伝えよう

「〜しません」の言い方を覚えよう7

1 フォニックスを学ぼう 9 時間や日にちを聞いてみよう

今していることを伝えよう

12 場所の表現

13 canを使ってみよう

14 禁止の表現

15 誘ってみよう

16 時を表現しよう

be動詞を復習しよう

対象：

概要：

教材レベル：

３歳〜小学６年生

be動詞、一般動詞を中心に、中学英語文法の入門篇として構成。

【入門１・２ 終了時】

英検５級、TOEIC 220点以下 程度

収録教材：

学習方式：

全 93 UNITS

1.Listen (見て聞く) 2.Repeat (真似する)

3.Record (録音する)


