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May | 5 月

リンク集（復習にご利用ください）
小学生クラス別ページ

各クラスの動画・プリント

Let's Go

小学生用の動画・単語

Quizlet

フラッシュカード

Facebook

公式ページ

インスタ

公式アカウント

年少・年中さん向けプリ開講決定
おかげさまで、年中・年少さん向けのプリを 5 月より開講することになりました。
英語に興味のあるお友達がいらっしゃいましたら教えてあげてください。＾＾

金曜日 15 時―17 時
月謝 11,000 円

お久しぶりです。笑
高校卒業おめでとう。
3 月末にトンプソンアカデミー初年度メンバーが巣立ちました。年長さんから通って下さり、4
月から県外の大学に進学しました。彼女のほかにも３人が大学生になりました。京都、東京、島
根、それぞれ行ったところが違いますが、いまだにグループラインやインスタで連絡をしていま
す。教室で結んだ皆さんの友情の絆をみて幸せになりました。＾＾
先生として子供が高学年になればなるほど思うのは、文法の知識、和訳の正確さ（正直翻訳の仕
事をする予定がなければ全く意味のないドリル）より大事なことがあります。「はい、はい、コ
ミュニケーション力でしょう？」と思っているでしょうけど、違います。大切なのは、正直英語
と直接関係ありません。一番大切なのは学校が教えてくれない「生き方」です。高校 2－3 年生
に「生き方のバイブル」とも言われている「７つの習慣」という本を教えています（もちろん英
語で）。英語のスキルだけではなく、社会で使えるスキルまで一緒に勉強できて本当にうれしか
ったです。
コロナ
コロナねぇ。去年の 4 月から政府が何を学んだのでしょうか。コロナ対策を見ると特に何も学
んでいないようです。まだまだ続きそうですが、頑張りましょう。

May: Vehicles

ここで発音を確認！

5 月 のりもの

Vocabulary
Kangaroo

Koala
Step 1

Step 2

Step 3

単語

・Ship

ふね

・Train

でんしゃ

・Car

くるま

・Boat

ふね

・Bus
・Tricycle

バス

・Helicopter

ヘリコプター

三輪車

・Rocket

ロケット

・Police car

パトカー

・Ambulance 救急車

・Fire Engine

消防車

・Tricycle

・Airplane

ひこうき

・Bicycle

・Truck

トラック

三輪車
じてんしゃ

・Motorbike バイク

Riding in the car

車の中で

Get in the car

車に乗って

Wait in the car

車で待って

Buckle up / Put your seatbelt on

シートベルト締めてね。

How much further?

あとどれくらい？

Are we almost there?

まだ？

Just a bit further

あともう少しよ。

Let’s stop for a break

休憩しよう。

Riding your bicycle/tricycle

自転車、三輪車に載って

You can do it!

頑張って！できるよ！

Wow! You're riding by yourself!

すごい！一人で乗れてる！

Let's take off the training wheels.

そろそろコマを取ろうね。

Don't ride too fast.

飛ばしすぎないようにね

Good balance!

バランス抜群！

５月の手遊び
Mummy and Me, Step 1
Row Row Row Your Boat

動画はこちら

Row row row your boat
Gently down the stream
Merrily, merrily, merrily, merrily
Life is but a dream

Step 2-3
Where is Thumpkin

動画はこちら

Where is Thumpkin※, where is thumpkin
Here I am, here I am
How are you today sir?
Very well I thank you.
Run away, run away!

Thumbkin = 親指

Pointer =

Ring man = 薬指

Baby =

人差し指
小指

Tall man =

中指

All the men = すべての指

５月の歌
Mummy and Me 1 Kangaroo
Train is a coming

動画はこちら

Train is a coming, oh yes X 2
Train is a coming, train is a coming, train is a coming, oh yes.
Ship is a coming, oh yes X 2
Ship is a coming, ship is a coming, ship is a coming, oh yes.
Car is a coming, oh yes X 2
Car is a coming, car is a coming, car is a coming, oh yes.

Mummy and Me 2 Koala
If you’re Happy Happy Happy

動画はこちら

If you’re happy happy happy (Smile and put your fingers on your cheeks.)
clap your hands.

If you’re angry angry angry (Make an angry face and cross your arms over your chest.)
stomp your feet.

If you’re scared scared scared (Make a scared face & hands on your cheeks.)
say, “Oh no!”

If you’re sleepy sleepy sleepy (Make a sleepy face.)
take a nap.

If you’re happy happy happy (Smile and put your fingers on your cheeks.)
clap your hands.

Preschool Step 1
Riding in a car
Riding in a car, car, car

Whether near or far, far, far

I can beep the horn, toot X 5
Riding in a helicopter,

Riding in a car, car, car

The rotor blades go wocka wocka wocka

I can say two wocka x 5 …. in a helicopter
Riding on a bus, bus, bus

Bumpy roads a plus, plus, plus

The driver says “tickets please, if you please, tickets please”
Riding on my bus, bus, bus.
We can catch the train, train, train It’s never quite the same, same, same
Hear the whistle toot x 5, when we catch the train, train, train.
We can take a walk, walk, walk

Have a little talk, talk, talk,

Saying things like “Look at the trees, look at the bees, there’s plenty of these”
When we take a walk, walk, walk.

Preschool Step 2
Big Red Car

動画はこちら

Jump in the car, and buckle up
And we can ride the whole day long.
Jump in the car, put on your seatbelt
And we can ride the whole day long.
Ride into town
Walk down the street
Get back in the car
And buckle up into my seat
Yes that’s the way we do it, riding in our big red car.

Preschool Step 3
The Pinnochio

動画はこちら

Everybody in. Everybody out.
Everybody turn around. Everybody shout. Hey!
Everybody ready. Here we go.
Let's do the Pinocchio.
1. Right arm!
2. Left arm
3. Right leg
4. Left leg
5. Chin up
6. Turn around
7. Sit down

Elementary 低学年
If you’re Happy Happy Happy

動画はこちら

If you’re happy happy happy (Smile and put your fingers on your cheeks.)
clap your hands.

If you’re angry angry angry (Make an angry face and cross your arms over your chest.)
stomp your feet.

If you’re scared scared scared (Make a scared face & hands on your cheeks.)
say, “Oh no!”

If you’re sleepy sleepy sleepy (Make a sleepy face.)
take a nap.

If you’re happy happy happy (Smile and put your fingers on your cheeks.)
clap your hands.

