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■ Upcoming Schedule 
 

4/9（日） 2023 Spring Easter Event ※ NPO MISO主催 

4/3（月）～ R5年度 新学期レッスンスタート 

 

■ Outlook 

R5 年度がスタートしました。今年度は脱コロナでいよいよ各イベントも再開

予定です。都度フライヤーでお知らせいたしますので、お気軽にご参加くだ

さい！※スクールのサイトからもご確認いただけます。 

 

■ Information  

 カールのレッスンは Friendly Homely Fun!いつで
もたのしめるレッスンを準備しています。レッスン
ルームからは、おともだちがたくさん発話する声
が聞こえてきます。新しいクラスで楽しく学び
ましょう！  

☟実力派必見！ 
☆英検 Jr.オンライン☆はこちら 

https://www.eiken.or.jp/eiken-junior/ad/ 
※結果報告いつでもお待ちしております！ 
 

■Attention Please!!! 
5 月分の月謝振替日は 4/26（水）、再振替日は 5/8（月）となっております。5 月の休会
届、4 月末の退会届のお届は 4/20（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。※コロナやインフル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。 
※未就学児さんのレッスンは必ずレッスンルームまで送り迎えをお願いいたします。ご協力い

ただきますようよろしくお願いいたします。 
 

■ Current Topic ： Numbers 
今年も新しいレッスンがはじまります。CD ブックのページをめくってみましょう！CD の音声と一
緒に発話してみてくださいね！ Let’s get started! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Swallow   Vol.2 CD         →  Track 1,2 
Stage 3  Vol.2 CD (Disc 1)  →  Track 1-4 
Stage 4  Vol.2 CD (Disc 1)  →  Track 1-4 

<Words> 
one1 two2 three3 four4 five5 six6 seven7 eight8 nine9 ten10 eleven11 tweleve12 
thirteen13 fourteen14 fifteen15 sixteen16 seventeen17 eighteen18 nineteen19 
twenty20 thirty30 forty40 fifty50 sixty60 seventy70 eighty80 ninety90 
one hundred100 one thousand1,000 ten thousand10,000 first いちばんめ 
second にばんめ third さんばんめ fourth よんばんめ twenty thousand20,000 
fifty thousand50,000 one hundred thousand100,000 five hundred thousand500,000 
one million1,000,000 next つぎ last さいご once1 かい twice2 かい three times3 かい 
once a week しゅうに 1 かい once a month つきに 1 かい once a year ねんに 1 かい 
twice a week しゅうに 2 かい twice a month つきに 2 かい twice a year ねんに 2 かい three 
times a week しゅうに 3 かい three times a month つきに 3 かい three times a year ねんに 3
かい a couple2 つ a couple of2 つ a few3 つくらい a lot たくさん  
a lot of たくさん many たくさん 
<Practice> 
How many ～～ are there?  〇〇はなんこありますか？ 
How many ～～ do you have?  あなたは〇〇をどのぐらいもっていますか？ 
How many video games do you have? あなたはビデオゲームをどのぐらいもっていますか？ 
There are five.     いつつあります。 
Who’s first? / Who is first?  さいしょはだれですか？ 
Who’s second? / Who is second? にばんめはだれですか？ 
Who’s third?     さんばんめはだれですか？ 
What is first?     さいしょはなんですか？ 
What is second?    にばんめはなんですか？     
Which is first?     さいしょはどれですか？ 
Which is second?    にばんめはどれですか？ 
How often do you ～～?   あなたはどれぐらいのわりあいで〇〇をしますか？ 
How often do you play tennis?  あなたはどれぐらいのわりあいでテニスをしますか？ 
I play tennis once a week.   わたしはしゅうにいっかいテニスをします。 
How many times have you ～～？  いままであなたはなんかい〇〇をしましたか？ 
How many times have you been to Tokyo? 
       あなたはいままでとうきょうになんかいいったことがありますか？ 

Three times.     3 かい。  

With Claire先生 


