
I like apples.

Good luck.

Good morning! 

Hello, 
how are you? 

This is
for you.

What’s 
your name?

Here you are.
I’m fine.

May I help you?

I’m happy.

Good night! 
It’s

delicious! 

Bye! OK.

Thank you.

日めくり
カレンダー
日めくり
カレンダー

鳥取県教育委員会
平成30年９月

くわくわ

で英語



　カメラ付き携帯電話のバーコードリーダーを起動してくださ

い。バーコードリーダーを起動後、QRコードを読み取り、音

声を流してください。

※�バーコードリーダーの起動方法は機種によって異なりますの

で各社の取り扱い説明書、WEBサイト等をご参照ください。

QRコードの使い方

本カレンダーの特徴
●�小学校第3学年使用教材「Let’s try ! １」で使用されてい
る単語を多く使用しています。

●�児童にとって日常生活でも使用できるような身近な素材を

扱っています。

●�保護者の方とやり取りが楽しめるような場面設定を行ってい

ます。

●�自分の考えをもとに、単語を選んでやり取りができるように

しています。

●�英語による歌をいくつか掲載しています。

●�できるだけ日本語を減らし、イラストを使用しています。

●�小学校第3学年では英語が読めるようになることを求めませ

んが、目に触れるよう文字を記載しています。

●�繰り返し使えるように、月や曜日を別枠で掲載しています。

●�音声で確認できるように、QRコードを付けています。



英語でわくわく日めくりカレンダーについて
　平成32年度から全面実施される新学習指導要領では、社会

との関わりの中で子どもたちの学びをつくっていくことを目指

しています。外国語教育については、小・中・高等学校段階を

通じて、コミュニケーション能力をより一層充実することが求

められています。平成30年度からは移行措置によりすべての

小学校等で一部実施、また各小学校等の希望により全面実施が

可能となりました。

　県教育委員会では、家庭で楽しみながら英語に触れる機会が

もてるよう、「日めくりカレンダー」を作成し、小学校第3学

年のすべての児童に配布することとしました。各家庭で、本カ

レンダーをもとに英語を使ってやり取りをしながら、児童の英

語への興味・関心を高める一助としていただきますようお願い

します。なお、本カレンダーは、各小学校等にも配布しており

ます。



cat

hippo

squirrel

fox

koala

tiger

panda

rabbit

pig

horse

★自分の好きな動物にかえて言ってみましょう。

Hi, I’m Hiroshi.

I like apples.

I like curry and rice.

I like dogs.

1st
first



Mt.Daisen

Hot Springs

Tottori Sand Dunes

Mitokusan Sanbutsuji Temple
(Nageiredo)

Watermelon

Shan-Shan Festival 

★自分の好きな場所にかえて言ってみましょう。

I live in Tottori.

Tottori is famous for its crabs,

Japanese pears and beautiful stars.

I love Tottori very much.

Nice to meet you.

2nd
second



sunny rainy cloudy snowy windy

★今日の天気に合わせて言ってみましょう。

Good morning! 

Good morning! 

How’s the 

weather?

It’s sunny.

3rd
third



one

seven

two

eight

three

nine

four

ten

five

eleven

six

twelve

1

7

2

8

3

9

4

10

5

11

6

12

Today is my birthday.

I’m 9 years old.

4th
fourth



miso soup noodles steak omelet bread

pizza spaghetti French fries sushi hamburger steak

★自分の食べたいものにかえて、言ってみましょう。

Let’s have a party 
tonight.
Today’s menu is 
curry and rice. 

5th
fifth



すばらしい

Wonderful!
ハイタッチしよう

Give me five.
いいね

Good!
すてき

Nice!

★�自分だったら何と返事をするかな。おうちの方とやり取り
してみましょう。

I need some 
vegetables and fruit. 

OK, 
I will go to the store. 

Me too!

Good idea!

6th
sixth



★�自分の気分に合わせて言ってみましょう。おうちの方にも
たずねてみましょう。

Hello, 

how are you?

I’m good, thank you. 

I’m fine. 
元気だよ

おなかがすいた

I’m hungry. 
とても元気だ

I’m great. 

たのしい

I’m happy. 
かなしい

I’m sad. 

つかれた

I’m tired.
ねむい

I’m sleepy. 

7th
seventh



★�いろいろな野菜がありますね。日本語と音がちがうものも
あります。聞きくらべてみましょう。

Vegetables

tomato
tomatoes

cucumber
cucumbers

cabbage
cabbages

sweet potato
sweet potatoes

green pepper 
green peppers

radish
radishes

asparagus corn spinach broccoli

Vegetables
8th

eighth
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