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2018年度第１回英検®が6/2(土)にJR木津駅前校で開催されます。
今回はキング英会話からも34名の生徒が受験予定です。英検®は小～高校生の英語力を測るには最も代表的な資格試験が、
細かな内容をご存知ですか？
どのタイミングでどの級を受けたらいいのかわからないという声もよく聞くので、キング英会話にお通いの生徒さんの目安をご紹介。今後の参考にしてください！
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英語を習い始めた方の最初の目標。
家族のこと、趣味やスポーツなど身近な話題が出題されます。

キング英会話では
以下のテキスト終了までに！

キング英会話を小学校低学年にスタートをしてい

Let’s Go 4

大学中級程度

た生徒さんには小学校卒業のタイミングで英検３
級(中学校卒業レベル)までは到達していただきた

出題形式や内容が、より実用的に。

身近なトピックを題材とした読解問題が加わります。
二次試験でスピーキングテスト。英語で考えを伝えましょう。
筆記試験の題材は、海外の文化など少し視野が広がります。

教育や科学などを題材とした、長文の穴埋め問題が加わります。
センター試験の問題形式と共通点が多く、入試対策にも最適。
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いところ。LG4の内容を単語、文章でしっかり理解

できている生徒さんには５級は簡単に合格できる
レベル。３級になるとライティングもあるので、しっ
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かりとスペルも書けるように、普段の練習が必要と
なります！

2級を合格するためには高校卒業レベルの英語力

中１～２

が必要になります。日常会話で使うもの以上の単
語力が必要なので、会話力だけでは難しくなってく

医療やテクノロジーなど社会性のある英文読解も出題されます。

海外留学、国内での入試優遇・単位認定など、コミュニケーション力が

るレベル。本などをたくさん読む習慣を身に付けて

中３

おく必要があります。なかなか使わないような難し
い単語にも積極的に触れていきましょう。

高く評価されます。
エッセイ形式の実践的な英作文の問題が出題されます。
「実際に使える英語力」の証明として高く評価されています。

高校

カギは英語の知識のみでなく、相手に伝える発信力と対応力。

ここからのレベルは英語を得意だと自慢できるレベ
ル！準１級以上あると、大学入試、就職活動でも

何かと有利になってきます。１級が取れたら英語

二次試験では2分間のスピーチと、その内容への質問がなされます。

１級

キング英会話 的ポイントは？

大学

を使う仕事につくのも考えてみてください！

世界で活躍できる人材の英語力を証明します。

次は2018年度第2回は10/6(土)、申込締切9/1(土) 夏休みに英検セミナー開講予定！
英検や英検クラスに関しては、Hayatoまでご連絡ください。
www.kingeikaiwa.com/キッズクラス用リンク

ブログ 押熊校：☎ 0742-93-3553

@eikaiwa.oshikuma JR木津駅前校：☎ 0774-46-8284

@kingeikaiwa

Let's Go 保護者ガイドwww.kingeikaiwa.com/キッズクラス用リンク

Let's Go Unit 2のレッスン内容
Let's Talk
LG1

LG2

Phonics

Whose bag is that?

What do you have? I have a key.
(あなたは)何を持っていますか。

What does he/she have? He/She has a wallet.
かれ/かのじょは何を持っていますか。

Phonics

(わたしは)カギを持っています。
Do you have a tissue?
(あなたは)ティッシュを持っていますか。

(かれ/かのじょは)さいふを持っています。
Does he/she have an umbrella?
かれ/かんじょはかさを持っていますか。

F ( fan, five, fork )
N ( van, vest, violin )

いい、それは彼のカバンではありません。

Is it Jenny’s bag? Yes, it is.
それはジェニーのカバンですか。はい、そうです。

C ( cat, coat, cow )
G ( girl, gate, goat )

はい、持っています。いいえ、持っていません。

Which hat do you like?
どちらのぼうしが好きですか。
I like the red one.
(わたしは)赤いぼうしが好きです。

What’s she wearing? She is wearing a dress.
かのじょは何を着ていますか。ドレスを着ています。
He’s not wearing a shirt.
かれはシャツを着ていません。
They’re wearing pants.
かれらはズボンをはいています。

Whose jacket is this? It’s Scott’s jacket.
これはだれのジャケットですか。(それは)スコットのです。
Whose jeans are these? They’re Jenny’s jeans.
これらはだれのジーンズですか。(それらは)ジェニーのです。

Phonics

What do you want to be?
あなたは何になりたいですか。
I want to be a singer.
(わたしは)歌手になりたいです。

What does he want to be?
かれは何になりたいですか。
He wants to be a tour guide.
(かれは)ツアーガイドになりたいです。
Does she want to be a movie star?
かのじょは映画のスターになりたいですか。

What does he want to do?
かれは何がしたいですか。
He wants to drive a car.
(かれは)車が運転したいです。
Does she want to design a video game?
かのじょはビデオゲームをデザインしたいですか。

Phonics

Which animal is faster, a cat or a polar bear?

Which one is slower?
どちらの方が遅いですか。
The turtle is slower.
カメがより遅いです。
Which one is the fastest?
どちらが一番早いですか。
The cheetah is the fastest.
チーターが一番早いです。

Which one is more/less colorful?
どちらがより派手(派手ではない)ですか。
The fish is more colorful. The frog is less colorful.
魚がより派手です。カエルがより派手ではないです。
Which one is the most/the least graceful?
どちらが一番優雅(優雅ではない)ですか。

Phonics

The octopus was amazing.
タコはすばらしかったです。
The exhibit was amazing.
展示はすばらしかったです。
She was amazed.
かのじょはおどろきました。

Kate said the sea turtles were amazing.
ケイトはウミガメは素晴らしかったと言いました。
He said he was amazed.
かれはおどろいたと言いました。
She said the squid was scary.
かのじょはイカは怖かったと言いました。

ネコとシロクマ、どちらの動物が早いですか。

I’m not sure.
(わたしは)確かではありません。
A cat is as fast as a polar bear.
ネコはシロクマと同じくらい早いです。
Are you sure? Yes, I’m sure.
(あなたは)確かですか。はい、確かです。
LG 6

Let's Read

This is a star. It’s a blue star.
これは星です。それは青の星です。
Is this a red square? - Yes, it is. No, it isn’t.
これは赤の四角ですか。はい、そうです。いいえ、ちがいます。

それはスコットのカバンですか。

LG5

Let's Learn more

What color is this?
これは何色ですか。
It’s orange. This is a pencil.
それはオレンジです。これはえんぴつです。

Is it Scott’s bag? No, it isn’t his bag.

LG4

Let's Learn

今回の合格ラインは80％！

How are you?
お元気ですか。
I’m fine. Thank you.
(わたしは)元気です。ありがとう。
あれはだれのカバンですか。

LG3

Unit 2のユニットテストは2018/6/5(火)～9(土)

What did you like best?
何が一番好きでしたか。
I think I liked the penguins best.
(わたしは)ペンギンが一番好きだと思いまし
た。

＜通常生ご紹介特典＞

入学者→入学金無料/ご紹介者→翌月月謝半額

br ( brown, bread )
gr ( green, grapes )
pr( pretty, prune )

ph ( photo, phone, dolphin )
wh ( whale, white, whistle )

ir ( bird )
ar ( scarf )

The gazelle is the most graceful. The elephant is the least graceful.

ガゼルが一番優雅です。ゾウが一番優雅ではないです。
Phonics
oi ( coin )
oo ( book )

※他の特典と併用はできません。
※月謝半額は入学者がレッスンをスタートした翌月に適応になります。
※月謝半額はおひとり様のみの適応となります。
※特典の適応は入学時までにお申し出のあったものに限ります。
入学以降のお申し出は適応外となります。

