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Quick Study （クイック･スタディー）シリーズ 1～12は、早期英語教育および小中一

貫英語教育を推進・支援するための補助教材・教員研修教材として、関西外国語大学教

職英語教育センターが、現代 GPプロジェクト(文部科学省)の一環として開発･作成した

ものです。 

 

 

Quick Study （クイック･スタディー）シリーズ 1～12では、早期英語教育において養

うべき能力を、Ⅰ．「音声に関する能力」、Ⅱ．「文字に関する能力」、および、Ⅲ．「コ

ミュニケーションに関する能力」の 3つの領域として位置づけています。 

領域Ⅰ・Ⅱでは、①「音の受容と再生能力」、②「文字の認識とつづり能力」、③「音と

つづり字の関係認識･生成能力」の育成を、領域Ⅲでは、④「コミュニケーションスキ

ル」に関わる能力を重点的に育成します。 

 

 
 Quick Study （クイック･スタディー）シリーズ 1～12は、英語の「音」と「文字」

(アルファベット)と「コミュニケーションスキル」を効果的に身につけることがで

きるよう、題材や言語材料を系統的・段階的に配列しています。 

 Quick Study （クイック･スタディー）シリーズ 1～12は、小･中学生の日常生活

の中で、使用頻度と汎用性の高い語彙や表現を収録しています。 

 Quick Study （クイック･スタディー）シリーズ 1～12は、コミュニケーションを

行う上で最も重要で基本的な態度やスキルを段階的に育成することができるよう、

言語材料を厳選・配列しています。（各シリーズのトップには、円滑なコミュニケ

ーションを行うために守るべき「ルール」と必要な「マナー」、スキルや表現を掲

載しています。特に重要な「ルール」と「マナー」については、常に意識し実践

する必要性を考慮し、全シリーズの共通学習項目として掲載しています。） 

 

 

全シリーズ共通 「Three Rules 3つのルール」・「Three Promises 3つの約束」 

 Series 1 「元気にあいさつしよう」・「感情表現」・「数字」・「色」 

 Series 2 「返事」・「呼びかけ」・「アルファベット（大文字）」・「My first words 1」 

 Series 3 「尋ねる」・「助けを求める」・「アルファベット（小文字）」・「My first words 2」 

 Series 4 「名前とつづり」・「アルファベット」・「天気」・「季節」 

 Series 5 「ジェスチャーを使う」・「動作」・「スポーツ」・「動物(干支)」（裏表紙に続く） 

Quick Study Series  1-12  について  

Quick Study Series  1-12  のねらい 

Quick Study Series  1-12  の特徴  

Quick Study Series  1-12  の内容  
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先生や友だちのいうことを          先生や友だちのことを             しずかにして 先生や 

しっかりと ききましょう。        しっかりと みましょう。        友だちに ちゅうもく！ 

おねがいをするときは わすれずに。   へんじは はっきりと。    いつも友だちとなまえを 

Please.  Thank you.   Yes. / No.    よびあいましょう。 

Hello, Rika.    Hi, Yuta. 
Good-bye, Naoya. Bye-bye, Junko. 

Good morning, Ms. Tanaka. 
Good morning, Ayaka. 

 
Good afternoon, Daisuke. 
Good afternoon, Mr. Fujita. 

 
Good evening, Michiko. 
Good evening, Chieko. 

 
Good night, mother/father. 
Good night, Ikumi. 

 

いつでもつかえるあいさつ 

「おはようございます、タナカ先生。」 

おんなのひと （Ms.） 

「おやすみなさい、おかあさん／おとうさん。」 

「さようなら、イクミ。」（よる わかれるとき） 

Three Rules  3 つのルール 

Three Promises  3 つのやくそく  

Greetings  げんきにあいさつしよう  

おとこのひと （Mr.） 
「こんにちは、フジタ先生。」 

 

「こんばんは、ミチコ。」 

「さようなら、チエコ。」 （わかれるとき） 
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zero  one  two    three   four   five    six   seven  eight   nine     ten 

eleven         thirteen         fifteen       seventeen      nineteen 
twelve        fourteen         sixteen         eighteen       twenty 

twenty-five  thirty   forty    fifty     sixty   seventy  eighty  ninety  one hundred 
                                                                               

         red あか     yellow きいろ     blue あお      green  みどり  purple むらさき 

   orange  オレンジ   white しろ      black くろ     gray はいいろ   brown ちゃいろ 

      angry        surprised        hungry       thirsty       hot        cold 

fine / good / ok  happy / great      sad         tired        sick       sleepy 
     げんき       しあわせ・さいこう      かなしい      つかれた   ぐあいがわるい     ねむい 

  おこっている      おどろいている   おなかがすいている のどがかわいている  あつい      さむい 

じぶんのきもちをいってみよう。友だちのきもちをきいてみよう。 

How are you , Kaori?  I’m fine, thank you . 
Feelings 

0 から 100 までのすうじに チャレンジしてみよう。 

What number is this, Scott?  It’s  eight. Numbers 

すきないろを えいごでいってみよう。 

What color do you  l ike, Yumiko?  I  l ike red .  Colors 
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先生や友だちのいうことを          先生や友だちのことを             しずかにして 先生や 

しっかりと ききましょう。        しっかりと みましょう。        友だちに ちゅうもく！ 

おねがいをするときは わすれずに。   へんじは はっきりと。    いつも友だちとなまえを 

Please.  Thank you.   Yes. / No.    よびあいましょう。 

Excuse me, Ms. Brown.  Yes, Akira.  What do you need? 
  「すみません、ブラウン先生。」       「はい、アキラ。 なんのよう（どうしたの）？」 

Three Rules  3 つのルール 

Three Promises  3 つのやくそく  

Making a request よびかけ（おねがい）  

Hi, Kumiko. Yes? / What?   「はい？」 「なに？」     「はい、メグミ。 
「ねえ、クミコ。」 Hi/Hello, Megumi.  What is it?   なんですか？」 

  

Response   へんじ  

Takashi? 「タカシ？」  Yes.    「はい。」 

     Here. / I’m here.  「ここです。」 

Are you ready?/OK?   Yes, Ms. Tanaka. 「はい、タナカ先生。」 

「じゅんびはいいですか？」  No. / Not yet. 「いいえ。」／「まだです。」 
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あるふぁべっとの おおもじを からだで つくってみよう。 

Please make the shape of the letter “A”. 
The Alphabet 

いろいろなものを えいごでいってみよう。 

‘A/a’ is for ‘apple’.   ‘B/b’ is for ‘bee’. 
My first words 

A a  B b  C c  D d  E e  F f 

 G g 
G g  H h  I i  J j  K k  L l   

M m  N n  O o  P p  Q q  R r  

S s  T t  U u  V v  W w  X x  

Y y  Z z  

apple   bee  cat dog    ear foot     grape 
りんご     みつばち   ねこ  いぬ    みみ あし        ぶどう 

hand  ice cream Japan  koala lion    milk    nose 
て   アイスクリーム    にほん   コアラ      ライオン    ミルク       はな 

orange panda question rabbit  star  tiger  umbrella 
オレンジ     パンダ  しつもん うさぎ      ほし        トラ       かさ 

video  water  xylophone yacht  zebra 
ビデオ     みず        もっきん    ヨット     しまうま 

                        おおもじ     A a   こもじ 
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先生や友だちの言うことを          先生や友だちのことを             静かにして 先生や 

しっかりと聞きましょう。        しっかりと見ましょう。              友だちに注目！ 

お願いをするときは忘れずに。    返事ははっきりと。     いつも友だちと名前を 

Please.  Thank you.    Yes. / No.     呼び合いましょう。 

Excuse me, Ms. Tanaka. Can you help me?/Please help me. 
「すみません、タナカ先生。助けてください（手伝っていただけますか？）。」 

Three Rules  3 つのルール 

Three Promises  3 つの約 束  

Asking for help  助けを求める 

Rika, please show me how to dance. 「リカ。どうやっておどるか教えて。」 
I don’t know. Please give me a hint. 「わかりません。ヒントをください。」 

Asking questions  質問をする 

Ms. Tanaka, I have a question.  「タナカ先生、質問があります。」 
Mr. Ito, may I ask you a question? 「イトウ先生、質問してもいいですか？」 

What is ‘jisho’ in English?  「『辞書』を英語で何と言いますか。」／「マンガを英語 
Please tell me how to say ‘manga’ in English. で何といいますか？」   
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アルファベットの 小文字を 指で 作ってみよう。 

Please make the shape of the letter “a”. 
The Alphabet 

いろいろなものを 英語でいってみよう。 

‘A/a’ is for ‘apron’.  ‘B/b’ is for ‘book’. 
My first words 

A a  B b  C c  D d  E e  F f   

G g  H h  I i  J j  K k  L l   

M m N n  O o  P p  Q q  R r 

S s  T t  U u  V v  W w  X x  

Y y  Z z       大文字     A a    小文字 

apron   book  chair desk    eraser friend   gym 
エプロン      本    いす  つくえ    消しゴム 友だち    体育館 

homework  ink  jump rope  kid    library  map  notebook 
   宿題       インク   なわとび    子ども      図書室      地図        ノート 

organ  pencil  question  reading student teacher uniform 
オルガン      鉛筆       質問    読書 生徒    先生       制服 

vacation  workbook  xylophone yearbook  school zone 
休み         練習帳      もっきん      卒業アルバム スクールゾーン 
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先生や友だちの言うことを         先生や友だちのことを              静かにして、先生や 

しっかりと聞きましょう。        しっかりと見ましょう。              友だちに注目！ 

お願いをするときは忘れずに。         返事ははっきりと。     いつも友だちと名前 

Please.  Thank you.      Yes. / No.     を呼び合いましょう。 

Hello.     Hi. 
What’s your name? I’m Erika.  (My name is Erika.) 

Erika?    Yes.  ERIKA. 
                     What’s your* name? 

I’m Betty.   Betty? 
Yes.  Betty.   Nice to meet you, Betty. 

Nice to meet you too, Erika. 
How do you spell your name? 

    It’s E-R-I-K-A.  Erika. 
E-R-I-K-A?   Yes.  That’s right. 

「（こちらこそ）、はじめまして、エリカ。」 

「名前のつづりを言ってください。」 

「その通りです。」 

「はじめまして、ベティ。」 

* your を強く発音します。 

Three Rules  3 つのルール 

Three Promises  3 つの約 束  

Names & Spelling  名 前 とつづり字  
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     sunny 晴れの     cloudy 曇りの     rainy  雨降りの 

    windy 風の強い         snowy 雪の降る         stormy   嵐の 

        spring 春   summer 夏   autumn/fall 秋    winter 冬  

         warm    hot   cool   cold 
   暖かい   暑い   涼しい    寒い 

英語のアルファベット（26 の大文字、小文字）にチャレンジ。 

What is this lette r,  Sayaka? It’s  the letter ‘C’. 
The Alphabet 

今日の天気を英語で言ってみよう。 

How’s the weather today, Yoko?  I t’s sunny. Weather 

日本の美しい四季を英語で言ってみよう。 

What season is it in Japan?  I t’s spring. The Seasons 
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先生や友だちの言うことを          先生や友だちのことを             静かにして 先生や 

しっかりと聞きましょう。        しっかりと見ましょう。              友だちに注目！ 

お願いをするときは忘れずに。    返事ははっきりと。     いつも友だちと名前を 

Please.  Thank you.    Yes. / No.     呼び合いましょう。 

  OK. オーケー  Good! グッド      Wow. ワァー   I did it! ヤッター   I see. なるほど 

Three Rules  3 つのルール 

Three Promises  3 つの約 束  

Using gestures  ジェスチャーを使う 

  Please. お願い  I promise. 約束 I hope./I wish. 祈り  Let me see. えーと    

Sorry?/Pardon? エッ？Stop. ストップ   Wait. 待て   Go ahead. お先にどうぞ  No. だめです 

  

  I don’t know. / Why?  
      わかりません・なぜ？ 
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「何年（なにどし）生まれ？」 十二支を英語で言ってみよう。  

I was born in the year of the Monkey. 
Animals 

友だちにどんなスポーツができるか聞いてみよう。 

Can you play soccer,  M iki?  Yes, I can./No, I can’t. Sports 

指示された動作をやってみよう。 

Everyone, please stand up!  Yes, Ms. Tanaka. Act it out! 

    rat       ox       tiger      rabbit     dragon      snake 

   horse     ram      monkey    rooster     dog       boar 

  子（ね）    丑（うし）    寅 （とら）     卯 （う）     辰 （たつ）       巳 （み）  

午（うま）    未 （ひつじ）   申 （さる）     酉（とり）    戌 （いぬ）     亥 （い）  

In what year were you born, Rika? 「何年（なにどし）生まれ、リカ？」  
I was born in the year of the Rat.  「ネズミ年よ。」  

soccer  baseball  basketball  volleyball  tennis  golf    softball 
サッカー    野球    バスケットボール バレーボール  テニス   ゴルフ  ソフトボール  

柔道や剣道のように play ではなく do を使うスポーツもあります。  
Can you do judo?  スキー、スケートや水泳は ski 、 skate や swim を
そのまま使います。 Can you ski?  Can you swim? 

Stand up.     Sit down.   Turn to the left.  Turn to the right. 
  立つ          座る        左へ曲がる        右へ曲がる  

Walk forward.   Walk backward.    Come here.   Go there. 

前へ           後ろへ           ここ           あそこ           
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先生や友だちの言うことを          先生や友だちのことを             静かにして 先生や 

しっかりと聞きましょう。        しっかりと見ましょう。              友だちに注目！ 

お願いをするときは忘れずに。    返事ははっきりと。     いつも友だちと名前を 

Please.  Thank you.    Yes. / No.     呼び合いましょう。 

Yuko, this is my sister Saki. Saki, this is my friend Yuko. 
「ユウコ、妹のサキです。」     「サキ、友だちのユウコさんです。」 

「名前は何ですか？」  「名前はどのようにつづりますか？」 

 

Three Rules  3 つのルール 

Three Promises  3 つの約 束  

Introduction     紹介 とあいさつ  

This is my father Naotake.   Happy to meet you, Mr. Kato. 
「父のナオタケです。」           「カトウさん、はじめまして。」 

Nice to meet you, Yuko.  Nice to meet you too, Saki. 
「はじめまして、ユウコさん。」            「こちらこそ、はじめまして、サキさん。」 

Good to see you again, Maki.  Good to see you too, Ken. 
「またお会いできてうれしいです、マキ。」 「こちらこそ（お会いできてうれしいです）、ケン。」 

先生になりたい。」 

How do you do?  I’m Keiko.  「はじめまして。ケイコです。」  
How do you do, Keiko? I’m Bill. 「はじめまして、ケイコさん。ビルです。」
      「友だちとサッカーをします。」 

「仕事は何ですか？」  「仕事は何ですか？」 
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Kenji, this is my mother Yoko. 
家族を友だちに紹介しよう。  

 

The Family 

Rika, this is my friend Masao. 
学校の先生や友だちを紹介しよう。  

Friends and teachers 

    father    mother    big sister   big brother   

   little brother   little sister   baby    grandfather  grandmother 

       父          母           姉          兄            

             弟      妹        赤ちゃん         祖父         祖母 

   Mr. Kato  Ms. Tanaka   Ms. Brown     Masao    Yumiko 

   校長先生       先生         英語の先生      男の友だち    女の友だち 

    principal   teacher  English teacher male friend female friend 

Please touch your  head. 
体の様々な部分を英語で言ってみよう。  Body parts 

This is my 

family. 

I like 
them 
all. 

girl 
女子 

boy 
男子 

woman 

女性 

man 
男性 
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先生や友だちの言うことを          先生や友だちのことを             静かにして 先生や 

しっかりと聞きましょう。        しっかりと見ましょう。              友だちに注目！ 

お願いをするときは忘れずに。    返事ははっきりと。     いつも友だちと名前を 

Please.  Thank you.    Yes. / No.     呼び合いましょう。 

Thank you, Ms. Tanaka.  You’re welcome, Kumiko. 
「タナカ先生、ありがとうございます。」       「どういたしまして、クミコ。」 

 

Three Rules  3 つのルール 

Three Promises  3 つの約 束  

Thanks       感 謝 する・お礼 を言 う  

Thank you for your help, Rika. Not at all./You are welcome. 
   「リカ、手伝ってくれてありがとう。」          「いいえ、いいのよ。/どういたしまして。」 

Asking for permission 許 可 を求める  

May I borrow your pencil, Chris? Sure.  Here you are. 
「クリス、鉛筆を貸してくれますか？」      「はい。どうぞ。」 

Mr. Kato, can I go to the washroom?  Yes, go ahead. 
「カトウ先生、トイレへ行ってもいいですか？」          「はい、どうぞ。」 
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What do you  want to be when you  grow up? 
I want to be a teacher.  「おおきくなったら・・・。」  

My dream/Jobs 

teacher     baseball  fire fighter  carpenter  cook     nurse 
player 

     野球選手 
  先生                      消防士       大工        コック      看護士 

「一つ、二つ・・・」、「一番目、二番目・・・」を 

英語ではどのように言うのでしょう？ Ordinal numbers 

first  second  third  fourth   fifth   sixth  seventh  eighth  ninth   tenth 

eleventh   twelfth  one hundredth 

What’s the date today, Miho?   It’ October the third.  
「ミホ、今日は何月何日ですか？」   「10 月 3 日です。」 

When’s your birthday, Asami?   It’s July the twenty-sixth. 
「アサミ、誕生日はいつですか？」   「7 月 26 日です。」 

Masao, you go first.  I’m the second. 
「マサオ、あなたが最初よ。わたしは二番目。」 

OK.  I’ ll go first. 「じゃ、ボクが最初にいくよ。」 

時間を守ることは大切。英語で正確に時間を伝えよう。 

What time is it  now, Rika?  It ’s three ten. Telling the time 

It’s five thirty-seven. It’s ten o’clock.  It’s twelve fifteen.  It’s eight eleven p.m. 

アサミ： 「ミホ、正時（毎時 0 分）には o’clock をつけること知ってる？」    
ミホ： 「へぇ。じゃ、午前と午後の区別は？」  

アサミ： 「午前には a.m. を、午後には p.m. をつけて区別するのよ。」 
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先生や友だちの言うことを            先生や友だちのことを                静かにして、先生や 

しっかりと聞きましょう。        しっかりと見ましょう。            友だちに注目！ 

お願いをするときは忘れずに。     返事ははっきりと。         いつも友だちと名前 

Please.  Thank you.      Yes. / No.         を呼び合いましょう。 

Excuse me? 
Pardon? 

Please say it again, Ms. Smith. 
What did you say, Genki? 

 

Excuse me.  
I’m sorry, John. 

That’s OK, Paul. 
No problem. 

「すみません、もう一度お願いします。」 

「もう一度言ってください。」 ※最後を上がり調子で発音します。 

「スミス先生、もう一度言ってください。」 

「ゲンキ、何て言ったの？」（えっ、何？） 

 

「すみません。」    ☆最後を下がり調子で発音します。 

「ジョン、ごめんなさい。」 

「大丈夫ですよ、ポール。」 「平気だよ、ポール。」 

「おかまいなく。」 「大丈夫！」 

※ 

※ 

☆ 

☆ 

Three Rules  3 つのルール 

Three Promises  3 つの約 束  

Checking & Asking 確 認 と聞 き返 し  

Apologies & Excuses あやまりとおわび  
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  Sunday 日曜日      Monday 月曜日       Tuesday 火曜日    Wednesday 水曜日 

  Thursday 木曜日     Friday 金曜日        Saturday 土曜日 

January        February      March        April          May          June 

      July          August     September    October    November    December 

 English      Japanese      math     social studies   science      P. E. 
   英語     国語    算数   社会   理科            体育 

art and crafts    music    calligraphy  home economics ethics      I. S. 
  図工（美術）     音楽      書道          家庭科            道徳       総合 
                                               (moral education) 

一週間の曜日を英語で言ってみよう。 

What day is it today, Yuko? I t’s Monday. 
Days of the week 

自分の誕生月を英語でなんて言うのかな？ 

When’s your birth month?  It’s May. Months of the year 

時間割表を英語で作ってみよう。 

I study English and math on Monday. Subject names 

(1 月)         (2 月)        (3 月)        (4 月)        （5 月）        （6 月） 

(7 月)        (8 月)        (9 月)        (10 月)       （11 月）      （12 月） 
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先生や友だちの言うことを          先生や友だちのことを             静かにして 先生や 

しっかりと聞きましょう。        しっかりと見ましょう。              友だちに注目！ 

お願いをするときは忘れずに。    返事ははっきりと。     いつも友だちと名前を 

Please.  Thank you.    Yes. / No.     呼び合いましょう。 

We have an English class on Monday.  
「（わたしたちは）月曜日に英語の授業があります。」 
「名前は何ですか？」  「名前はどのようにつづりますか？」 

 

Three Rules  3 つのルール 

Three Promises  3 つの約 束  

Daily Schedule   スケジュール 

The English class begins/starts at nine thirty. 
「英語の授業は 9 時 30 分に始まります。」  

We study Japanese on Friday. 
「（わたしたちは）金曜日に国語の勉強をします。」 

What will you do this Saturday?  I’ll go shopping.  
   「今週の土曜日に何をしますか？」   「買い物に行く予定です。」 

先生になりたい。」 

What do you do after school?  I play soccer with friends. 
「放課後は何をしますか？」      「友だちとサッカーをします。」 

「仕事は何ですか？」  「仕事は何ですか？」 
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英語でクラスの時間割表を作ってみよう。  

週末の予定表を作ってみよう。  

 

Class Schedule 
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先生や友だちの言うことを          先生や友だちのことを             静かにして 先生や 

しっかりと聞きましょう。        しっかりと見ましょう。              友だちに注目！ 

お願いをするときは忘れずに。    返事ははっきりと。     いつも友だちと名前を 

Please.  Thank you.    Yes. / No.     呼び合いましょう。 

What did you do yesterday, Yuki? 「ユキ、昨日は何をしたの？」 

I watched TV and I studied English. 「テレビを見たり英語を勉強したよ。」 
 

Three Rules  3 つのルール 

Three Promises  3 つの約 束  

Daily event    日 常の出来 事  

What are you going to do today, James? 「ジェームズ、今日は何をする予定？」 
I’m going to go shopping at Umeda.  「ウメダで買い物をするつもりだよ。」 

What will you do tomorrow, Daisuke?  「ダイスケ、明日は何をするの？」 
I’ll play soccer with my friends.  「友だちとサッカーをする予定だよ。」 

What time do you go to bed, Iku?   「イク、（いつも）何時に寝るの？」  
I go to bed at ten o’clock.   「10 時だよ。」 

What do you do after school, Kumi?  「クミ、放課後は何をしているの？」 
I usually go to the library.   「いつもは図書館へ行くよ。」 
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I wake up at seven o’clock. 
わたしは（朝）7 時に起きます。  

 

In the morning 

I study English at school. 
わたしは学校で英語を勉強します。  

In the afternoon 

I play a video game at home. 
   わたしは家でコンピュータゲームをします。  

In the evening 

I go to bed at ten o’clock. 
わたしは（夜）10 時に寝ます。  

At night 

wake up   wash my face  brush my teeth  go to the bathroom  put on clothes    comb my hair 
                                                          

   say good morning            change into shoes  say good-bye     walk to school  go to school by bicycle 
   to my mother    eat breakfast            to my mother and (my) father 

say hello to my friends  read a book  study science     take notes       use a computer    wash my hands                                                          

prepare lunch   have lunch  feed the animals  water the flowers       play music        do P. E.                                                     

     clean the room   chat with friends     go to the gym  play basketball  play in the school yard   
 say goodbye to my friends                                               

      walk home    say “I’m home.”  go out to play     read comics    play a video game  go for a walk  
                                      with friends        take a walk 

   go on an errand     help my mother    eat dinner     wash dishes   talk to my friend  exchange e-mail 
                        preparing for the meal                           on the phone 

do homework   take a bath  change into pajamas        turn off the light   sleep well  have a funny  
    prepare classes for tomorrow                    set the alarm clock                            dream                                                  
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先生や友だちの言うことを          先生や友だちのことを             静かにして 先生や 

しっかりと聞きましょう。        しっかりと見ましょう。              友だちに注目！ 

お願いをするときは忘れずに。    返事ははっきりと。     いつも友だちと名前を 

Please.  Thank you.    Yes. / No.     呼び合いましょう。 

Hello.  I’m Rika Tanaka.  Nice to meet you. 「よろしく。」 
「こんにちは。タナカ リカです。」     How do you do? 「はじめまして。」 
「名前は何ですか？」  「名前はどのようにつづりますか？」 

 

Three Rules  3 つのルール 

Three Promises  3 つの約 束  

Self-introduction    自 己 紹介  

I’m eleven years old.   My birthday is June the thirtieth. 
    「私は 11 才です。」      「誕生日は 6 月 30 日です。」  

I’m from Japan.  I live in Hirakata-city in Osaka. 
 「私は日本出身です。」      「私は大阪の枚方市に住んでいます。」 

I like English.     I want to be a teacher when I grow up.  
「好きな科目は英語です。」            「大きくなったら先生になりたい。」  

先生になりたい。」 

I go to Gaidai elementary school.  I’m in the fifth grade.    

   「私はガイダイ小学校へ通っています。」           「私は 5 年生です。」 
 

「仕事は何ですか？」  「仕事は何ですか？」 
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英語で ID（身分証明書）  カードを作ろう。  

ID カードを使って英語で自己紹介してみよう。  

 

School passport 

Hello.  I’m Kaori.  Nice to meet you. 
I’m ten years old. 
My birthday is September the fifteenth. 
I go to Gaidai elementary school. 
I’m in the fourth grade. 
I like English very much. 
Thank you. ※友だちの自己紹介をよく聞き、   

内容を書き取ってみよう。 

 
 

□ Name （名前） □ Age （年齢） 

□ Birthday （誕生日） 

□ School name （学校名） □ Grade （学年） 

□ Favorite things/My dream （好きなこと／夢） 

□ Address （住所） 

□ Country （国名） 

□ Phone number  
（電話番号） 

□ E-mail  
（電子メール） 

060 -  

@english.qs.jp 

elementary school 

□ Photo （写真／絵） 
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先生や友だちの言うことを          先生や友だちのことを             静かにして 先生や 

しっかりと聞きましょう。        しっかりと見ましょう。              友だちに注目！ 

お願いをするときは忘れずに。    返事ははっきりと。     いつも友だちと名前を 

Please.  Thank you.    Yes. / No.     呼び合いましょう。 

What’s your name? How do you spell your name? 
「名前は何ですか？」  「名前はどのようにつづりますか？」 

 

Three Rules  3 つのルール 

Three Promises  3 つの約 束  

Asking questions      質 問 する  

When’s your birthday? How old are you?  
「誕生日はいつですか？」  「年（とし）はいくつですか？」    

Where are you from? Where do you live?     

「出身（国）はどこですか？」  「どこに住んでいますか？」 

What’s your favorite subject? Who’s your favorite singer? 
Why do you like it? 「好きな科目は何？」「なぜ好きなの？」・「好きな歌手はだれですか？」 

What do you do?  What’s your job?     

「仕事は何ですか？」  「仕事は何ですか？」 
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 Excuse me. Can I ask you  some 
questions? 「質問してもいいですか？」  Interview your friends 

□ Excuse me.  My name is ○○.  Can I ask you some questions? 

□ What’s your name?   ※ 最初に自分の名前を相手に伝えよう。 
□ How do you spell your name? ※ 名前がわかったら、相手の名前を呼ぼう。 

□ When’s your birthday? （誕生日） □ What grade are you in?  （学年） 
□ How old are you?  （年齢）  □ What year are you?  （学年） 

□ Where are you from?  （出身国・出身地） 
□ Where do you live?  （住所） 

□ What do you do?  （職業・仕事） 
□ What’s your job?  （職業・仕事） 

□ What’s your favorite subject? □ What sports do you like? 
□ Who’s your favorite singer? □ What’s your hobby? （趣味） 

□ Thank you very much, （名前）. □ You are welcome, (名前).  

□ Good-bye.   □ Bye-bye.   ※握手をしよう。 



 Series 6 「紹介とあいさつ」・「家族」・「友だちと先生」・「自分の体」 

 Series 7 「感謝する・お礼を言う」・「許可を求める」・「時間」・「序数」・「職業」 

 Series 8 「確認と聞き返し」・「謝りとお詫び」・「曜日」・「月」・「教科」 

 Series 9 「スケジュール」・「時間割表」 

 Series 10 「日常の出来事」・「朝」・「昼」・「夕」・「夜」 

 Series 11 「自己紹介」・「スクール・パスポート（身分証明書）」 

 Series 12 「質問する」・「インタビュー」 

 

                         

トラック      ~        録音：Scott Shinall・岩崎晃  CD ラベル・表紙：渡部正信 

Quick Study （クイック･スタディー）シリーズ 1～12で扱っている語彙や表現は、同

梱の CDに収録されています。（収録内容は裏面を参照） 

Quick Study Series  1-12   CD について 



CD(音声教材)目次 
(トラック番号：内容) 

 
 1,6,11,16,21,26,31,37, 

43,46,52,56: 3 つのルー
ル・3つの約束 

 2: あいさつ 
 3: 感情表現 
 4: 数字 
 5: 色 
 7: 返事 
 8: 呼びかけ（お願い） 
 9,14,18: アルファベット 
 10: マイ・ファースト・ワ 
ーズ(1) 

 12: 質問をする 
 13: 助けを求める 
 15: マイ・ファースト・ワ
ーズ(2) 

 17: 名前とつづり字 
 19: 天気 
 20: 季節（気温） 
 22: ジェスチャーを使う 
 23: 動作と方向 
 24: スポーツ 
 25: 動物（十二支） 
 27: 紹介とあいさつ 
 28: 家族 
 29: 先生と友だち 
 30: 体（からだ） 
 32: 感謝する・お礼を言う 
 33: 許可を求める 
 34: 時間 
 35: 序数 
 36: 職業・夢     
 38: 確認と聞き返し 
 39: 謝りとお詫び 
 40: 曜日 

 41: 月 
 42: 教科名 
 44: スケジュール 
 45: 時間割表 
 47: 日常の出来事 
 48: 朝の行動 
 49: 昼の行動 
 50: 夕方の行動 
 51: 夜の行動 
 53: 自己紹介(1) 
 54: スクール・パスポート 
 55: 自己紹介(2) 
 57: 質問する 
 58: インタビュー 

 
テキストの CD番号を参照 
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