Teacher s Guide

指導書

Treasure Hunt 1

セット内容
教材名

数

生徒用

講師用

1

Student Book

1

○

○

2

CDs for Student Book

2

○

○

3

Workbook

1

○

○

4

CDs for Workbook

2

○

○

5

DVD for Student Book

1

○

○

6

Student Cards

1

○

○

7

Learn-Abouts Readers Level 3＊

1(8)

○

○

8

CDs for Learn-Abouts Readers Level 3＊

2

○

○

9

DOLPHIN KIDS’ HANDBOOK
TEACHER’S CARDS
(Alphabet cards are included in TH-1 set)

1

○

○

1

-

○

★

＊音読用宿題絵本（輸入絵本）

Student Book 1 (スチューデントブック １）
初級レベル１年目のスチューデントブック１は、
かわいらしいイラストや写真をふんだ
んに使っています。登場するキャラクターは小学生のダニエルとその友達や家族です。
家庭や学校などの場面設定で、家族や友達同士で会話をするために必要な単語や表現を
含んでいます。

キャラクター
Daniel

主人公の男の子

Jennifer

Daniel の友達

Stephanie Daniel の友達
Eddie

Daniel の友達

Martin

Daniel の弟
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★UNIT の構成（1 ユニット、６ページ）
全８ユニットあり、それぞれのユニットは、６つのセクションで構成されています。セ
クションで使用するＣＤトラック番号はセクション名の右側にＣＤアイコンと一緒に
明記されています。
●Listen and move!
動詞の命令文の理解と発音練習
●Listen and say!
形容詞の理解と発音練習
●Listen and chant!
カテゴリー別の単語の理解と発音練習
●Listen and act it out!
会話文の理解と発音練習
●Talk with your friends!
子ども同士で行う会話練習
●Listen and sound it out!
アルファベットの文字の認識とその文字で始まるまたは終わる単語の発音練習

★REVIEW（復習）
（２ページ）
全４回あり、２つのユニット毎に復習
ゲーム形式で行う単語の復習と歌とダンスの紹介

★HOLIDAY (季節のイベント)
季節のイベントを４つ紹介
Valentine s Day（２ページ）
２つのセクションで構成されています。
有名な歌とバレンタインカードの紹介
●Let s sing!
●Let s make a Valentine s card

Easter（２ページ）
２つのセクションで構成されています。
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イースターにちなんだ単語やゲームの紹介
●Let s listen!
●How many Easter eggs can you find?

Halloween (４ページ)
４つのセクションで構成されています。
ハロウィーンにちなんだ単語やゲーム、歌の紹介
●Let s listen!
●Find the Halloween candy!
●How many witches can you find?
●Let s sing!

Christmas

(４ページ)

４つのセクションで構成されています。
クリスマスにちなんだ単語やゲーム、歌の紹介
●Let s listen!
●Find the Christmas present!
●How many stockings can you find?
●Let s sing and dance!
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Workbook 1(ワークブック 1)
初級レベル１年目のワークブック１の殆どの問題は、より多くの英語を聞いたり、話し
たりする機会を増やすために、ＣＤを聞いて取り組むように作られています。該当セク
ションで使用するＣＤのトラック番号はセクション名の右側にあるＣＤアイコン内に
明記されています。

★UNIT の構成（1 ユニット、６ページ）
全８ユニットあり、それぞれのユニットは、概ね８～１０のセクションで構成されてい
ます。
●Listen, say and circle.
CD を聞き、聞こえた単語を発音しながら、絵を丸で囲む

●Listen, say and connect.
CD を聞き、聞こえた単語を発音しながら、順番に動詞の絵を線で結ぶ

●Listen, say, find the opposites and connect.
CD を聞き、聞こえた形容詞を発音してから、反対語を線で結ぶ

●Listen, answer and draw.
CD を聞き、質問に答えてから、自分の答えの絵を描く

●Listen and circle the words that start with the (a ) sound as in (apple).
CD を聞き、同じ音で始まる単語の絵を丸で囲む

●Listen, say, trace, write and connect.
CD を聞き、文字を発音して、その文字で始まる絵を線で結び、大文字と小文字を書く

★Review（復習）
（２ページ）
全４回あり、４つのセクションで構成されています。
●Listen and check.
CD を聞き、正しい場面の絵にチェックマークを入れる
●Listen and number.
CD を聞き、聞こえた場面の絵に数字を振る
●Say and circle the odd one.
４つの単語を発音し、それぞれの単語の始めの音が違うものを丸で囲む
●Say and write (a, b or c).
単語の絵を見て発音し、単語の始めのまたは終わりの文字を書く

★HOLIDAY (季節のイベント)
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Valentine s Day（２ページ）
２つのセクションで構成されています。
●Listen, find and color.
CD を聞き、聞こえた数字が書かれたハートを見つけて、聞こえた色を塗る
●Listen and draw.
CD を聞き、聞こえた形などを描く

Easter（２ページ）
２つのセクションで構成されています。
●Listen and draw.
CD を聞き、線、丸、ジグザグの模様を描く
●Draw pictures and make your own Easter egg.
イースターエッグに自由に絵を描いたり、色を塗ったりする

Halloween（４ページ）
４つのセクションで構成されています。
●Listen and circle.
CD を聞き、正しい絵を丸で囲む
●Look and match
同じ顔の絵を線で結ぶ
●Draw your own jack-o -lantern and color.
自由に絵を描き、色を塗る
●What s missing? Complete the pictures.
それぞれのイラストをよく見て、足りない部分の絵を描き足す

Christmas（４ページ）
４つのセクションで構成されています。
●Listen and circle.
CD を聞き、正しい絵を丸で囲む
●Listen and draw.
CD を聞き、聞こえた形や絵を描く
●Draw what presents you want.
クリスマスに欲しいプレゼントの絵を自由に描く
●Find the Christmas present.
迷路をたどり、プレゼントまで進む
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