
Part Unit 単元

1

 Letter identification  アルファベット

 Lowercase and uppercase letters  ちいさいもじとおおきいもじ

 Word recognition  たんごをみつけよう

 Rhyming  ライム

 Blending and segmenting  たんごをつくろう

 Consonant sounds and letters  しいんともじ

2

 Short vowels  ぼいん

 Sight words  よくつかうたんご

 Text features  ほんのとくちょう

 Reality vs. fiction  ものがたり

 Inference and analysis  そうぞうしよう

 Color and number words  いろとすうじ

 Nouns  めいし

 Verbs  どうし

 Adjectives  けいようし

 Location words  ばしょ

 Antonyms  はんたいご

 Categories  たんごのしゅるい

Pre-K English

※ 1ヶ月で、Part1つを学習します。



Part Unit 単元

1

 Letter identification  アルファベット
 Lowercase and uppercase letters  こもじとおおもじ
 Word recognition  たんごをみつけよう
 Consonant and vowels  しいんとぼいん
 Syllables  おんせつ
 Rhyming  ライム
 Blending and segmenting  たんごをつくろう

2

 Consonant sounds and letters  しいんともじ
 Consonant blends and digraphs  しいんとたんご
 Short a  aのはつおん
 Short e  eのはつおん

3

 Short i  iのはつおん
 Short o  oのはつおん
 Short u  uのはつおん
 Short vowels  みじかいぼいん
 Long vowels  ながいぼいん

 

Kindergarten English

※ 1ヶ月で、Part1つを学習します。



 
  

  

Part Unit 単元

4

 Sight words  よくつかうたんご
 Text features  ほんのとくちょう
 Reality vs. fiction  ものがたり
 Main idea  テーマ
 Inference and analysis  そうぞうしよう
 Setting and character  ばめん
 Sequence  はなしのながれ
 Point of view  してん
 Read-along literary texts  ものがたりをいっしょによもう
 Read-alone literary texts  ものがたりをひとりでよもう
 Read-along informational texts  いっしょによもう
 Read-alone informational texts  ひとりでよもう

5

 Color and number words  いろとすうじ
 Adjectives and verbs  けいようしとどうし
 Location words  ばしょ
 Question words  しつもん
 Synonyms and antonyms  おなじとはんたい
 Categories  たんごのしゅるい
 Multiple-meaning words  いろいろないみをもつたんご
 Sentences  ぶん
 Capitalization  おおもじ
 Nouns  めいし
 Verbs  どうし

Kindergarten English

※ 1ヶ月で、Part1つを学習します。



Part Unit 単元

1

 Consonants and vowels  子音と母音
 Syllables  音節
 Rhyming  ライム
 Blending and segmenting  単語を作ろう
 Consonant sounds and letters  子音と文字
 Consonant blends and digraphs  子音と単語
 Short a  aの発音

2

 Short e  eの発音
 Short i  iの発音
 Short o  oの発音
 Short u  uの発音
 Short vowels  短い母音
 Short and long vowels  短い母音と長い母音
 Silent e  発音しないe

3

 Vowel teams  母音を探そう
 R-controlled vowels  rの発音
 Diphthongs: oi, oy, ou, ow  oi/oy/ou/owの発音
 Two-syllable words  2音節の単語
 Sight words  よく使う単語
 Reality vs. fiction  物語
 Main idea  テーマ
 Sequence  話の流れ
 Point of view  視点
 Inference and analysis  想像しよう
 Setting and character  場面
 Text features  本の特徴

 

1st grade English

※ 1ヶ月で、Part1つを学習します。



 
  

  

Part Unit 単元

4

 Read-along literary texts  物語を一緒に読もう

 Read-alone literary texts  物語を一人で読もう

 Read-along informational texts  一緒に読もう

 Read-alone informational texts  一人で読もう

 Nouns and adjectives  名詞と形容詞

 Categories  単語の種類

 Synonyms and antonyms  同じ言葉と反対の言葉

 Multiple-meaning words  いろいろな意味をもつ単語

 Shades of meaning  意味を考えよう

 Prefixes and suffixes  単語の前や後ろにつける文字

 Context clues  文脈から考えよう

 Reference skills  整理しよう

5
 Sentences  文

 Nouns  名詞

6

 Pronouns  代名詞

 Verbs  動詞

 Subject-verb agreement  主語と動詞

 Verb tense  動詞の時制

7

 Articles  冠詞

 Adjectives  形容詞

 Prepositions  前置詞

 Linking words  接続詞

 Contractions  短縮形

 Capitalization  大文字にしよう

1st grade English

※ 1ヶ月で、Part1つを学習します。



Part Unit 単元

1

 Syllables  音節
 Rhyming  ライム
 Consonant blends and digraphs  子音と単語
 Short vowels  短い母音

2

 Short and long vowels  短い母音と長い母音
 Silent e  発音しないe
 Vowel teams  母音を探そう
 Long vowels  長い母音

3

 R-controlled vowels  rの発音
 Diphthongs: oi, oy, ou, ow  oi/oy/ou/owの発音
 Variant vowels  いろいろな母音
 Soft g and c  ソフトなgとcの発音
 Two-syllable words  2音節の単語
 Consonant-l-e  leの発音
 Sight words  よく使う単語

4

 Sequence  話の流れ
 Inference and analysis  想像しよう
 Theme  テーマ
 Setting and character  場面
 Topic and purpose  トピックとねらい
 Cause and effect  原因と結果
 Compare and contrast  比べてみよう
 Text features  本の特徴
 Read-along literary texts  物語を一緒に読もう
 Read-alone literary texts  物語を一人で読もう
 Read-along informational texts  一緒に読もう
 Read-alone informational texts  一人で読もう
 Organizing writing  まとめよう
 Topic sentences  話の始まり
 Linking words  繋げることば

 

2nd grade English

※ 1ヶ月で、Part1つを学習します。



 
  

  

Part Unit 単元

5

 Author's purpose  作者のねらい
 Opinion writing  意見を伝える
 Descriptive details  詳しく説明する
 Sentence variety  いろいろな文
 Prefixes and suffixes  単語の前や後につける文字
 Compound words  合わせた単語
 Categories  単語の種類

6

 Synonyms and antonyms  同じ言葉と反対の言葉
 Homophones  同じ発音の単語
 Multiple-meaning words  いろいろな意味をもつ単語
 Shades of meaning  意味を考えよう
 Idioms  熟語
 Context clues  文脈から考えよう
 Reference skills  整理しよう 

7
 Sentences, fragments, and run-ons  文
 Nouns  名詞

8

 Pronouns  代名詞
 Verb types  動詞の種類
 Subject-verb agreement  主語と動詞
 Verb tense  動詞の時制

9  Articles  冠詞
 Adjectives and adverbs  形容詞と副詞

10

 Prepositions  前置詞
 Contractions  短縮形
 Punctuation  句読法
 Capitalization  大文字にしよう
 Abbreviations  短縮しよう

2nd grade English

※ 1ヶ月で、Part1つを学習します。



Part Unit 単元

1

 Short and long vowels  短い母音と長い母音
 Blends  単語を作ろう
 Open and closed syllables  音節
 Consonant-l-e  leの発音
 Irregular words  不規則な単語
 Main idea  主題
 Theme  テーマ
 Author's purpose  作者のねらい
 Text structure  文の構成
 Sensory details  感覚
 Literary devices  比喩
 Point of view  視点

2

 Inference  推測
 Story elements  物語の要素
 Visual elements  目に見える要素
 Text features  文の特徴
 Rhyme  ライム
 Literary texts: level 1  文学 レベル1
 Literary texts: level 2  文学 レベル2
 Informational texts: level 1  説明文 レベル1
 Informational texts: level 2  説明文 レベル2

3

 Organizing writing  組み立てよう
 Topic sentences  主題文
 Writer's purpose  作者の目的
 Linking words  繋げることば
 Opinion writing  意見
 Descriptive details  説明
 Sentence variety  いろいろな文
 Editing and revising  修正

 

3rd grade English

※ 1ヶ月で、Part1つを学習します。



 
  

  

Part Unit 単元

4

 Prefixes and suffixes 接頭語と接尾語
 Greek and Latin roots ギリシャ語とラテン語由来
 Compound words 複合語
 Categories 単語の種類

5

 Synonyms and antonyms 同義語と対義語
 Homophones 同じ発音の単語
 Multiple-meaning words いろいろな意味をもつ単語
 Shades of meaning 意味の範囲
 Idioms 熟語
 Context clues 文脈
 Reference skills 整理・分類

6
 Sentences, fragments, and run-ons 文
 Nouns 名詞
 Pronouns 代名詞

7
 Verb types 動詞の種類
 Subject-verb agreement 主語と動詞
 Verb tense 動詞の時制

8

 Articles 冠詞
 Adjectives and adverbs 形容詞と副詞
 Prepositions 前置詞
 Conjunctions 接続詞
 Contractions 短縮形
 Commas コンマ

9
 Capitalization 大文字にしよう
 Abbreviations 短縮しよう
 Formatting 書き方

3rd grade English

※ 1ヶ月で、Part1つを学習します。


