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■ Upcoming Schedule 
 

10/30（日） ハロウィンパーティー ＠MISO主催 
詳しくは別途チラシをご覧ください。 

11/5（土） 2022年度 第2回 英検Jr 

※ペーパー受験の締め切りは 10/7（金）までとなっております。 

 

■ Information 

ペーパー受験の申し込みに間に合わなかった場合でも、英検ジュニアオンラインテストな

らいつでも好きな時にご自宅などで受験いただけますし、英検ジュニアオンラインのサイ

トからデモ版も体験できます。ゲーム感覚で取り組めるのでお子様に人気です。ぜひ一

度デモ版をおためし下さい。 

※受験結果レポートのご報告も随時受け付けております。 

 

■ Perspective 

就学前から習っているお友達も小学校から習ったお友達も共に
刺激しあいながら、レッスンを楽しんでいる様子。途中から入った
のに、がんばって英語がたくさん読めるようになった３年生のお友
達！いろんなことに興味があるので、なんでも読んでみたい気持ち
がいっぱいで、気が付いたら英語がスラスラ読めるようになっていました。
Claire 先生も大喜び。まさに継続は力なりですね。たくさん聞いてたくさん
話して英語の文字にもどんどん親しんでいきましょう。ウェイティングルームに
ある英語の本等はどうぞ自由にご覧下さい！！ 

 

■ Notice ： カールワールドクイズオンライン 

秋休みオンラインイベントを開催します！10/11（火）16：00

～（30 分程度）参加費用は無料。おうちでネットワーク環
境があれば O.K.。パソコンや iPad などから ZOOM にアクセス
するだけです。参加希望の方は cesy@carl.jp(022-355-

8704 鈴木)までお申し込みください（お名前、学年、所属校をご入力
ください）。締め切りは 10/7（金）17：00。お気軽にご参加下さい！ 

■ Current Topic： Review & Test#2 
10/3（月）～17（月）はリビューです。これまでおぼえたことをおさらいしましょう。そして
10/25（火）～31（月）はテスト週間です。リラックスして取り組みましょう！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Attention Please!!! 
11 月分の月謝振替日は 10/26（水）、再振替日は 11/4（金）となっております。11 月
の休会届、10 月末の退会届のお届出は 10/20（木）までにご提出いただきますようご協
力よろしくお願いいたします。 
※コロナで学校が休校となった場合は、レッスンはお休みいただきますようお願い致しま
す。その際のレッスンお休み分は振替又は返金処理とさせていただきます。 

 

Swallow   Vol.1 CD         →  Track 1-12 
Stage 3  Vol.1 CD (Disc 1)  →  Track 1-24 
Stage 4  Vol.1 CD (Disc 1)  →  Track 1-24 

 
 
 
 
 
 
 

<Words> 
taller せがたかい shorter せがひくい/みじかい breakfast あさごはん  
lunch ひるごはん dinner ばんごはん eat たべる drink のむ check おかいけい 
do homework しゅくだいをする go home いえにかえる get ready よういする 
leave home いえをでる leave school がっこうをでる play with my friends ともだちと
あそぶ sad かなしい angry おこっている  sleepy ねむい  sick ぐあいがわるい 
hungry おなかがすいている  tired つかれている  surprised おどろく  
scared こわい  excited わくわくする put on きる take off ぬぐ wearing きている 
 
<Practice> 
What’s this (that)? これ（あれ）はなんですか？ 
How tall are you? あなたのしんちょうはなんセンチですか？ 
I’m 150 centimeters. わたしは 150 センチです。 
Would you like some soy sauce? しょうゆはいかがですか? 
Yes, please. / No, thank you. はい、おねがいします。/いいえ、けっこうです。 
What time does he ～～? かれはなんじに〇〇しますか？ 
He eats breakfast at 7 o’clock. かれはあさ７じにあさごはんをたべます。 
He looks lonely. かれはさびしそうにみえます。 
She looks disappointed. かのじょはおちこんでいるようにみえます。 
When is her birthday? かのじょのたんじょうびはいつですか？ 
Her birthday is March 31st. かのじょのたんじょうびは３がつ３１にちです。 
What is she wearing? かのじょはなんのふくをきていますか？ 
She is wearing sunglasses. かのじょはサングラスをかけています。 
※９月号で Clothes（衣服）の表記に間違いがございました。訂正してお詫びいたします。×Cloth 〇Clothes 

英検 Jr.オンライン 検索 

April  : Counting & Measurement 
May  : Eating in＆ out 
June  : Eating in & out, Daily Routines 
July  : Review & Feelings 
August  : Fun & games, Days & Months 
September : Days & Months #1 / Clothes 

 

いくつ 
おぼえて 
いるかな？ 

児童クラブとスクールのお友達が
参加します！ 


