My day マイデイ☆全 60 レッスン・英検 4 級から準 2 級の方向け＊中 1 終了時の実力が最低限必要
世界で使用されている有名な英会話習得法 50 sentence (フィフティーセンテンス)。
朝ドラでも使用された習得法を元に、イートックが完全アメリカンバージョンを作成しました

更に中学英語文法の基礎となる
１．Present tense: 現在形
２．Past tense: 過去形
３．Present Continuous: 現在進行形
４．Future tense: 未来系
を同時にインプットするという新しい手法を取り入れた
オリジナル教材を作成いたしました。
英会話は基本の例文を文法と合わせて丸暗記し、覚えた例文をアレンジしながら会話する事
が一番の近道です。初めに講師と一緒に英文を暗記して、次に日本語のみのページを見なが
ら覚えた英文を言います。こうする事で実践的な英会話の勉強が可能になります。
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My alarm clock rings at six o’clock. (私の目覚まし時計は６時に鳴ります。)
I quickly get up. (私は早く起きます。)
I go to the bathroom and take a shower. (私は浴室に行ってシャワーを浴びます。)
I brush my teeth. (私は歯を磨きます。)
I comb my hair. (私は髪をときます。)
I put on my clothes. (私は服を着ます。)
I say good morning to my parents. (私は両親におはようと言います。)
I sit down and eat breakfast. (私は座って朝食を食べます。)
I watch a little TV. (私は少しテレビを見ます。)
I get ready for school. (私は学校の準備をします。)
I say good-bye to my mother. (私はお母さんにさようならと言います。)
I start walking to school. (私は学校へ歩き始めます。)
I meet my friends on the way to school. (私は学校に行く途中で友達に会います。)
I talk to my friends while we walk to school. (私は学校に行く間、友達と話します。)
We play in the yard until the bell rings. (私たちはチャイムが鳴るまで中庭で遊びます。)
We line up to go to the classroom. (私たちは教室に行くために一列に並びます。)
We enter our classroom. (私たちは教室に入ります。)
The teacher begins the class. (先生が授業を始めます。)
We begin our English class. (私たちは英語の授業を始めます。)
After English class, we study math. (英語の授業のあと、私たちは数学を勉強します。)
We go out to recess for fifteen minutes. (私たちは 15 分休憩に行きます。)
After recess, we go to the gym for gym class.(休憩のあと、私たちは体育の授業で体育館に行きます)
I change into my gym clothes. (私は体操服に着替えます。)
During gym class, we play dodge ball. (体育の授業中、私はドッジボールをします。)
After gym class, I take a shower. (体育のあと、私はシャワーを浴びます。)
I change back to my school clothes. (私は制服に着替えます。)
After gym, the next class is science. (体育のあと、次の授業は理科です。)
It is time for lunch. (昼食の時間です。)
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I go back to the cafeteria. (私はカフェに戻ります。)
I buy lunch from the lunch lady. (私は従業員から昼食を買います。)
I sit with my friends and eat. (私は友達と座って食べます。)
While I eat lunch, I talk to my friends. (昼食を食べている間、友達と話します。)
After I finish lunch, I play with my friends until the next class.(昼食を食べ終わった後次の授業まで友達と遊びます)
The next class is history class. (次の授業は歴史です。)
The last class of the day is music. (最後の授業は音楽です。)
We go to the music room. (私たちは音楽教室に行きます。)
I practice the recorder. (私はリコーダーを練習します。)
We say good-bye to the teacher. (私たちは先生にさようならと言います。)
After music class, we go to our lockers to get our books.(音楽の後私たちは教科書をとる為にロッカーに行きます)
I change into my baseball uniform. (私は野球のユニフォームに着替えます。)
I practice baseball with my team. (私は野球の練習をします。)
After the game, I change back to my clothes. (試合のあと、私は制服に着替えます。)
I say good-bye to my friends. (私は友達にさようならと言います。)
After school, I go home. (学校が終わったら、私は家に帰ります。)
After I get home, I watch TV and play with my cat. (家に帰った後私はテレビを見て猫と遊びます)
At 5 o’clock, I do my homework. (5 時に私は宿題をします。)
I feed my cat. (私は猫にえさをあげます。)
After I finish my homework, I play video games. (私は宿題が終わった後ビデオゲームをします。)
When it is almost time for dinner, I help my mother make dinner.(夕食の時間になると私は夕食の手伝いをします)
I eat dinner and watch TV with my parents. (私は両親と一緒に夕食を食べてテレビを見ます。)
After dinner, I wash the dishes. (夕食のあと、私は食器を洗います。)
I take out the trash. (私はゴミをとります。)
Then I practice the piano. (それから私はピアノを練習します。)
My little sister goes to bed early. (私の妹は早く寝ます。)
I listen to music and read a book. (私は音楽を聞いて本を読みます。)
I get my clothes ready for tomorrow. (私は明日の洋服の準備をします。)
I say good night to my parents. (私は両親におやすみと言います。)
I set my alarm for tomorrow. (私は明日の目覚まし時計を設定します。)
My cat curls up on my bed. (私の猫はベッドで丸くなります。)
I go to sleep and dream. (私は寝ます。)
教材サンプルはこちら http://www.etoc.biz/text_course/myday.html

(完全版は生徒様のみ観覧できます)

