
 

ELS 2022 Semester 2  Beginner 6th grade 
 

 

Goals 

Students will be able to: 

- Use phonics to do basic reading 

- Understand more about traditional events in other countries  

- Exchange their opinion in English, and describe selected objects and activities in English 

 

Topics 

- Past summer vacation activities:  talking about what students did in the summer and how it was 

- Halloween: the basics of Halloween in America, Halloween costume names, asking other students what costumes they want to wear 

- Hobbies and related adjectives:  common hobbies and adjectives to describe that hobby 

- Christmas:  Christmas in America and other countries, describe common presents and ask someone what present they want 

 

Skills 

- Identification of relation between spelling and sounds of the alphabet using phonics 

- Reading of short sentences 

- Use of selected adjectives, present and past tense verbs, and nouns in a sentence 

- English communication with other students and teachers via dialog and presentation 

 

Lesson schedule (subject to change) 

1. Phonics, past summer activities I 

2.  Phonics, past summer activities II 

3.  Phonics, Halloween costumes 

4. Basic reading, hobbies and related adjectives I 

5.  Basic reading, hobbies and related adjectives II 

6.  Basic reading, Christmas 

 

 

 



 

ELS講座 2022年度第 2期 ビギナー 6年生 
 

目標 

英語学習を通して、以下のことができるようになる。 

- フォニックスによる、基礎的なリーディング 

- 他の国の伝統行事の理解 

- 英語で意見の交換・英語での選ばれたトピックや活動の説明 

 

トピックス 

- 夏休みの活動：夏休みにしたこととその感想。 

- ハロウィン：アメリカのハロウィン、ハロウィンのコスチュームの名前、ハロウィンで何のコスチュームを着たいかお互い尋ねる。 

- 趣味：一般的な趣味とその趣味を説明する形容詞 

- クリスマス：アメリカと他の国のクリスマス、一般的なプレセントの説明、どんなプレゼントが欲しいのを尋ねる。 

 

スキル 

- フォニックスによる英単語の綴りとアルファベットの音との関係 

- 短い英文を読む 

- 英文で形容詞・現在形と過去形の動詞、名詞を使う 

- 質疑応答と発表を通して、他の生徒や先生と英語でコミュニケーションをとる。 

 

レッスンスケジュール(予定) 

1. フォニックス、夏休みに行ったこと 

2. フォニックス、夏休みに行ったこと II 

3. フォニックス、ハロウィンのコスチューム 

4. 読む練習、趣味と関係ある形容詞 I 

5. 読む練習、趣味と関係ある形容詞 II 

6. 読む練習、クリスマス 

 

*進度や生徒に応じて、レッスン内容を変更することがあります。 

 



 

ELS 2022 Semester 2  Beginner 4th & 5th grade 
 

Goals 

Students will be able to: 

- Use phonics to do basic reading 

- Understand more about traditional events in other countries 

- Exchange their opinion about selected topics, and describe selected objects in English 

 

Skills 

- Identification of relation between spelling and sounds of the alphabet using phonics 

- Reading of short sentences 

- Use of selected adjectives, present tense verbs, and nouns in a sentence 

- English communication with other students and teachers via dialog and presentation 

 

Topics 

- Clothing: names of common clothing items and adjectives to describe them 

- Food and flavors: saying a favorite food and what flavor it has 

- Halloween and Halloween costumes:  the basics of Halloween in America, basic Halloween costume names, saying what costume one is wearing 

- Christmas: Christmas in America and other countries, common presents and asking someone what present they want 

 

Lesson schedule (subject to change) 

1. Phonics, clothing 

2. Phonics, clothing II 

3. Phonics, Halloween 

4. Basic reading, food and flavors 

5. Basic reading, food and flavors II 

6. Basic reading, Christmas 

 

 

 



 

 

ELS講座 2022年度第 2期 ビギナー 4・5年生 
 

目標 

英語学習を通して、以下のことができるようになる。 

- フォニックスによる、基礎的なリーディング 

- 他の国の伝統行事の理解 

- 英語で意見の交換・英語での選ばれたトピックや活動の説明 

 

スキル 

- フォニックスによる 1文字 1音グループの規則 

- 短い英文を読む 

- 英文で形容詞・現在形・過去形の動詞を使う 

- 質疑応答と発表を通して、他の生徒や先生と英語でコミュニケーションをとる。 

 

トピックス 

- 服：服の名前とその服を説明する形容詞 

- 食べ物と味：好きな食べ物についての説明とその食べ物の味 

- ハロウィン： アメリカのハロウィンについて、ハロウィンのコスチュームの名前、何のコスチュームを着ているか 

- クリスマス：アメリカと他の国のクリスマス、一般的なプレセント、どんなプレゼントが欲しいか尋ねる 

 

 

レッスンスケジュール(予定) 

1. フォニックス、服 

2. フォニックス、服 II 

3. フォニックス、ハロウィン 

4. 読む練習、食べ物と味 

5. 読む練習、食べ物と味Ⅱ 

6. 読む練習、クリスマス 

 

*進度や生徒に応じて、レッスン内容を変更することがあります。 


