中級クラス
第1 週

Our World４

全24週

Unit 1 All in Our Family

•
•
•
•

Unit 2 Fresh Food

• talk about obligation
• describe how often you
do something
• discuss and order food
• write to express your opinion

Unit 3 Long Ago and Today

•
•
•
•

describe daily life in the past and your life today 過去と現在の日常生活を説明する
talk about what the past was like
過去のことについて話す
過去と今の生活を比較する
compare the past with your life now
write uniﬁed paragraphs

Unit 4 Get Well Soon!

•
•
•
•

talk about health and illness
give advice
describe actions
write about cause and eﬀect

健康と病気について話す
アドバイスをする
動作を説明する
原因と結果について書く

Unit 5 My Favorites

•
•
•
•

identify diﬀerent types of entertainment
ompare people and activities
talk about your favorite people and things
give your opinion

異なる種類の娯楽について識別する
人々やアクティビティを比較する
大好きな人やものについて話す
自分の意見を話す

Unit 6 Wonders of the Sea

•
•
•
•

name and describe sea life
talk about how you can protect the oceans
talk about future events
write to describe how things are diﬀerent

海の生き物の名前を覚えて説明する
海での安全について話す
将来のできごとについて話す
異なるものについて説明する

第2 週
第3 週
第4 週
第5 週
第6 週

describe what you look like
compare people you know
talk about your plans
write a journal entry

自分のことを説明する
知っている人を比べる
予定を話す
日記を書く
役割について話す
習慣について説明する
食べ物について話して注文する
自分の意見を書く

第7 週
Unit１〜３のREVIEW

第8 週
第9 週
第10週
第11週
第12週
第13週
第14週
第15週
Unit４〜６のREVIEW

第16週
第17週
Unit 7 Good Idea!

第18週

• talk about inventions
• talk about past habits
• describe how to use an invention
• write facts and opinions about a favorite
invention

第19週

talk about your hobbies and interests
• give information about people you know
Unit 8 Thatʼs Really Interesting! • talk about gifts youʼve received
• describe and explain a hobby
第20週

第21週
Unit 9 The Science of Fun

第22週

•
•
•
•

発明について話す
過去の習慣について話す
発明を応用する方法について説明する
自分の好きな発明について事実と意見を書く

趣味と興味について話す
知り合いについて情報提供する
受け取ったことのあるプレゼントについて話す

identify how you use force to move
動作を行うために力をどう使うか確認する
use The more . . . to describe cause and eﬀect 原因と結果について説明する
物事を理解し定義をつくる
understand and make deﬁnitions
原因と結果について書く
write about cause and eﬀect

第23週
Unit７〜９のREVIEW

第24週

1

