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Eiken 5th Grade

Let`s study the days of the week. ようびのえいごをべんきょうしよう！1

日曜日

WednesdayTuesdayMondaySunday

SaturdayFridayThursday

月曜日 火曜日 水曜日

木曜日 金曜日 土曜日

にちようび　　　　　　　　　　 げつようび　　　　　　　　　　  かようび　　　　　　　　　    すいようび

もくようび　　　　　　　 　　　きんようび　　　　　　　　 　　どようび

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

Question: What day is it today? 今日は何曜日ですか？

Answer: It`s                . 今日は＿＿曜日です。

きょう　　　なんようび

きょう　　　　　　　ようび

Let`s study the months of the year.月のえいごをべんきょうしよう！2

The months of the year (1 年の月）
ねん　　　 つき

first month

(1 番目の月）

second month

(2 番目の月）

third month

(3 番目の月）

fourth month

(4 番目の月）

fifth month

(5 番目の月）

sixth month

(6 番目の月）

seventh month

(7 番目の月）

eighth month

(8 番目の月）

ninth month

(9 番目の月）

tenth month

(10 番目の月）

eleventh month

(11 番目の月）

twelfth month

(12 番目の月）

ばんめ　 　　つき

ばんめ　 　　つき

ばんめ　 　　つき

ばんめ　 　　つき

ばんめ　 　　つき

ばんめ　 　　つき

ばんめ　 　　つき

ばんめ　 　　つき

ばんめ　 　　つき

ばんめ　 　　つき

ばんめ　 　　つき

ばんめ　 　　つき

つき

Lesson3 前に置く英語って何？
Prepositions

まえ　　　　　お       　　　えいご       　　　　　　なに
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What time is it now? いまなんじ？3

ねん　　　 つき

Lesson3 前に置く英語って何？
Prepositions

まえ　　　　　お       　　　えいご       　　　　　　なに

8:25 

3:00 5:14 

10:40 

It’s ________. It’s ________. 

It’s ________. It’s ________. 

(1) (2) 

(3) (4) 

 

What season is it? どんなきせつかな？4
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Lesson3 前に置く英語って何？
Prepositions

おぼえよう！

Where is the ghost? おばけはどこにいる？5

 

   

   

It`s         the desk. It`s 　        the teacher. It`s 　        the chair. It`s 　        the window.

It`s 　        the bag. It`s 　        friends. It`s 　        the table. It`s 　        the room.

（a）“場所”の英語の前に置くとき
ばしょ　　      えいご　　まえ　  お

（a）“時”の英語の前に置くとき
とき　　     えいご  　まえ　  お

at nine o’clock (�me)

at 

at night

on
on Wednesday (week)

November 11 (date)
in August (month)

in 

in summer (season)

in the morning  
in the a�ernoon
in the evening

on

on TV

on the internet

by bus (transportation)

at the park

from the station to the park

for you

( テレビで）

(インターネットで）

(バスで）

(こうえんで）

(えきからこうえんへ）

(あなたのために）

まえ　　　　　お       　　　えいご       　　　　　　なに
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Let`s practice! れんしゅうしよう！6

Q1.　　　　　　　is the twelfth month of the year.

A:April   B: September  C:December   D: August  

Q2.May is the           month of the year.       

A:sixth   B: eleventh  C:third   D: fifth 

Q3.A: What time does the baseball game start?

   B:                   .

A:In the park   B:On Saturday  C:At three o`clock

Q4.

Q5.

1. The box is on the desk.

2. The box is by the desk.

3. The box is under the desk.

※by the desk　つくえのそば

1. The spoon is in the cup.

2. The spoon is by the cup.

3. The spoon is on the cup.

Lesson3 前に置く英語って何？
Prepositions

まえ　　　　　お       　　　えいご       　　　　　　なに


