
 FamiCle+ 2023年4⽉スケジュール
※ ••• お休みです。

曜⽇ コンテンツ名 コンテンツ説明 コンテンツ⽬標
1⽇ ⼟
2⽇ ⽇
3⽇ ⽉ ハルクル6⽇⽬ おもちゃ美術館へ⾏って、楽しく遊べるおもちゃを作ろう！ 1⽇⽬ 東京おもちゃ美術館を訪問して様々なおもちゃの魅⼒を発⾒し、作って遊んで楽しみます。
4⽇ ⽕ ハルクル7⽇⽬ おもちゃ美術館へ⾏って、楽しく遊べるおもちゃを作ろう！ 2⽇⽬ 1⽇⽬に学んだ内容を元に、⽊を使ったオリジナルおもちゃ作りに挑戦します。
5⽇ ⽔ ハルクル8⽇⽬ いちご⼤福を作ってお花⾒に出かけよう！ みんなでいちご⼤福を作り、お花⾒に出かけて楽しみます。
6⽇ ⽊ アート NO.1

「まる・さんかく・しかくでおえか
き」

⾊画⽤紙を、まる、さんかく、しかくに切り、それら三種類の形の組み合わせだけで作
品をつくります。

・単純なかたちの組み合わせによって、何ができるか、創造性と思考⼒を養う。

7⽇ ⾦ 英語② NO.1
Beginner:「ABCからはじめよう！」 
＆Intermediate:「2022年度の振り返
り①」
＆Advanced:「2022年度の振り返り
①」

アウトプットに重きを置いた英語コンテンツです。ゲームや歌などを通して、英語⼒を
鍛えていきます。

■ Beginner: 
英語学習の⼀番の基礎であるABCをABCの歌と様々なアクティビティを通して、楽しく
学んでいきます。

■ Intermediate:
2022年度に学んだ内容を3回に分けて振り返ります。1回⽬は曜⽇、⽇付、時刻の⾔い⽅
について振り返ります。

■ Advanced:
2022年度に学んだ内容を3回に分けて振り返ります。1回⽬は主格の概念を振り返りなが
ら、Be動詞の肯定⽂、否定⽂、疑問⽂、様々な形容詞について振り返ります。

■ Beginner:
・全くこれまで触れたことのない英語に対して、楽しい！と思って貰う
・アルファベットの発⾳に慣れて貰う

■ Intermediate:
・曜⽇、⽇付、時刻の⾔い⽅について振り返り、スムーズに⾔えるようになる

■ Advanced:
・I, you, he, she, it, we, theyといった主格とBe動詞の組み合わせを理解する
・Be動詞の肯定⽂、否定⽂、疑問⽂を理解する
・様々な形容詞を覚えて使えるようになる

8⽇ ⼟
9⽇ ⽇
10⽇ ⽉ サイエンスアート NO.1

「空気の特性を知って、オリジナル
UFOを作ろう！」

空気の特性について理解をする実験に取り組んだ後、不思議な動きをするオリジナル
UFOを作ってみんなで楽しみます。

・実験を通して空気の特性を理解する
・オリジナルUFOを作って楽しむ

11⽇ ⽕ 英語① NO.1
Beginner:「ABCからはじめよう！」 
＆Intermediate:「2022年度の振り返
り①」
＆Advanced:「2022年度の振り返り
①」

インプットに重きを置いた英語コンテンツです。⽂章を読んだり、英検の過去問に挑戦
しながら英語⼒を鍛えていきます。

■ Beginner: 
英語学習の⼀番の基礎であるABCをABCの歌と様々なアクティビティを通して、楽しく
学んでいきます。

■ Intermediate:
2022年度に学んだ内容を3回に分けて振り返ります。1回⽬は曜⽇、⽇付、時刻の⾔い⽅
について振り返ります。

■ Advanced:
2022年度に学んだ内容を3回に分けて振り返ります。1回⽬は主格の概念を振り返りなが
ら、Be動詞の肯定⽂、否定⽂、疑問⽂、様々な形容詞について振り返ります。

■ Beginner:
・全くこれまで触れたことのない英語に対して、楽しい！と思って貰う
・アルファベットの発⾳に慣れて貰う

■ Intermediate:
・曜⽇、⽇付、時刻の⾔い⽅について振り返り、スムーズに⾔えるようになる

■ Advanced:
・I, you, he, she, it, we, theyといった主格とBe動詞の組み合わせを理解する
・Be動詞の肯定⽂、否定⽂、疑問⽂を理解する
・様々な形容詞を覚えて使えるようになる

12⽇ ⽔ 国語読解⼒向上コンテンツ NO.1
「新年度の⽬標を考えよう！」

各⾃のレベルに合わせた算数の問題、国語のことわざの学習を⾏なった後、作⽂ゲーム
に取り組み⽂章の構造について理解を深めます。その後各⾃新年度の⽬標を設定し、
アート作品として飾れるように仕上げます。

・⽂章の構造について理解をする
・新年度の⽬標をしっかり作る
・アート作品作りを楽しむ

13⽇ ⽊ アート NO.2
「クレヨンのひっかき絵を描こう」

あらかじめクレヨンで下塗りした⾊の上に⿊⾊を塗り重ね、その後、上の⾊を引っかい
て削り取り、下の層の⾊が出てくるアートを楽しみましょう。

・引っかくことで、下の⾊が出てくる技法を学び、表現の多様性を楽しむ。

14⽇ ⾦ 英語② NO.2
Beginner:「英語で挨拶！」 
＆Intermediate:「2022年度の振り返
り②」
＆Advanced:「2022年度の振り返り
②」

アウトプットに重きを置いた英語コンテンツです。ゲームや歌などを通して、英語⼒を
鍛えていきます。

■ Beginner: 
海外の⼈と会ったときに、まず⾏うのが挨拶です。
最も挨拶の基本となる「How are you?」をしっかり覚えて使えるようになりましょう。

■ Intermediate:
2022年度に学んだ内容を3回に分けて振り返ります。2回⽬はwhat, where, howの3つの
疑問詞について振り返り理解を深めます。

■ Advanced:
2022年度に学んだ内容を3回に分けて振り返ります。2回⽬は⼀般動詞の肯定⽂、否定
⽂、疑問⽂、様々な⼀般動詞について振り返ります。

■ Beginner:
・英語での挨拶に慣れる
・英語での会話のやり取りができた！という喜びを知って貰う。

■ Intermediate:
・what, where, howの3つの疑問詞について振り返り、スムーズに会話で使えるようになる

■ Advanced:
・I, you, he, she, it, we, theyといった主格の概念を理解する
・⼀般動詞の肯定⽂、否定⽂、疑問⽂を理解する
・様々な⼀般動詞をしっかり覚えて使えるようになる

15⽇ ⼟
16⽇ ⽇
17⽇ ⽉ サイエンスアート NO.2

「空気の特性を知って、吹き上げパ
イプのおもちゃを作ろう！」

空気の特性について理解をする実験に取り組んだ後、オリジナルキャラクターの吹き上
げパイプを作ってみんなで楽しみます。

・実験を通して空気の特性を理解する
・オリジナルキャラクターの吹き上げパイプを作って楽しむ

18⽇ ⽕ 英語① NO.2
Beginner:「英語で挨拶！」 
＆Intermediate:「2022年度の振り返
り②」
＆Advanced:「2022年度の振り返り
②」

インプットに重きを置いた英語コンテンツです。⽂章を読んだり、英検の過去問に挑戦
しながら英語⼒を鍛えていきます。

■ Beginner: 
海外の⼈と会ったときに、まず⾏うのが挨拶です。
最も挨拶の基本となる「How are you?」をしっかり覚えて使えるようになりましょう。

■ Intermediate:
2022年度に学んだ内容を3回に分けて振り返ります。2回⽬はwhat, where, howの3つの
疑問詞について振り返り理解を深めます。

■ Advanced:
2022年度に学んだ内容を3回に分けて振り返ります。2回⽬は⼀般動詞の肯定⽂、否定
⽂、疑問⽂、様々な⼀般動詞について振り返ります。

■ Beginner:
・英語での挨拶に慣れる
・英語での会話のやり取りができた！という喜びを知って貰う。

■ Intermediate:
・what, where, howの3つの疑問詞について振り返り、スムーズに会話で使えるようになる

■ Advanced:
・I, you, he, she, it, we, theyといった主格の概念を理解する
・⼀般動詞の肯定⽂、否定⽂、疑問⽂を理解する
・様々な⼀般動詞をしっかり覚えて使えるようになる

19⽇ ⽔ プログラミング的思考を⾝につけよ
う NO.1
「お菓⼦のレシピでプログラミング
的思考を⾝につけよう！」

今⽇のニュース、国語のことわざの学習、各⾃のレベルに合わせた算数の問題に取り組
んだ後、様々なゲームやアクティビティを通して、プログラミング的思考を⾝につけま
す。今回はウェルカムパーティにて取り組む予定のお菓⼦作りのレシピを元に、プログ
ラミング的思考を⾝につけていきます。

・Scratch/Scratch Jr.の操作⽅法に慣れる
・プログラミング、アルゴリズムとは何かを理解する
・プログラミングに必要となる思考⽅法を⾝につける

20⽇ ⽊ アート NO.3
「コラージュで⾃⼰紹介カードをつ
くろう」

⾃分のお気に⼊りの写真に折り紙やシールなどを貼り、さらに楽しい写真を作っていき
ます。

・既存の物にもうひと⼯夫してみることで、造形の楽しさを学ぶ。

21⽇ ⾦ 英語② NO.3
Beginner:「体調や気分を⾔えるよう
になろう！」 
＆Intermediate:「2022年度の振り返
り③」
＆Advanced:「2022年度の振り返り
③」

アウトプットに重きを置いた英語コンテンツです。ゲームや歌などを通して、英語⼒を
鍛えていきます。

■ Beginner: 
英語で挨拶ができるようになった上で、様々な体調や気分を表す表現を練習します。

■ Intermediate:
2022年度に学んだ内容を3回に分けて振り返ります。最後の3回⽬は⾃⼰紹介を英語で⾔
えるように練習しましょう。

■ Advanced:
2022年度に学んだ内容を3回に分けて振り返ります。最後の3回⽬は前週に引き続き、
様々な⼀般動詞について振り返ります。

■ Beginner:
・様々な体調や気分を⽰す⾔葉を学んで、挨拶に表現の幅をもたせる

■ Intermediate:
・英語での⾃⼰紹介、また⾃⼰紹介を聞いて相⼿に英語で質問できるように練習する

■ Advanced:
・様々な⼀般動詞をしっかり覚えて使えるようになる

22⽇ ⼟
23⽇ ⽇
24⽇ ⽉ サイエンスアート NO.3

「空気の特性を知って、鯉のぼりロ
ケットを打ち上げよう！」

空気の特性について理解をする実験に取り組んだ後、鯉のぼりロケットを打ち上げてみ
んなで楽しみます。

・実験を通して空気の特性を理解する
・鯉のぼりロケットを作って楽しむ

25⽇ ⽕ 英語① NO.3
Beginner:「体調や気分を⾔えるよう
になろう！」 
＆Intermediate:「2022年度の振り返
り③」
＆Advanced:「2022年度の振り返り
③」

インプットに重きを置いた英語コンテンツです。⽂章を読んだり、英検の過去問に挑戦
しながら英語⼒を鍛えていきます。

■ Beginner: 
英語で挨拶ができるようになった上で、様々な体調や気分を表す表現を練習します。

■ Intermediate:
2022年度に学んだ内容を3回に分けて振り返ります。最後の3回⽬は⾃⼰紹介を英語で⾔
えるように練習しましょう。

■ Advanced:
2022年度に学んだ内容を3回に分けて振り返ります。最後の3回⽬は前週に引き続き、
様々な⼀般動詞について振り返ります。

■ Beginner:
・様々な体調や気分を⽰す⾔葉を学んで、挨拶に表現の幅をもたせる

■ Intermediate:
・英語での⾃⼰紹介、また⾃⼰紹介を聞いて相⼿に英語で質問できるように練習する

■ Advanced:
・様々な⼀般動詞をしっかり覚えて使えるようになる

26⽇ ⽔ なぜなぜPJ NO.1
「新年度のウェルカムパーティを楽
しもう！ 」

今回は2023年4⽉⼊学の新⼊⽣をファミくるに迎えるにあたり、ウェルカムパーティを開
催します。他の曜⽇に来ているお友達とも積極的に交流し、楽しみましょう！

・何をされたら相⼿が喜ぶかという視点を⾝につける
・企画⼒、段取り⼒、リーダーシップといった能⼒を⾝につける

27⽇ ⽊ アート NO.4
「⺟の⽇のプレゼントをつくろう」

５⽉１４⽇の⺟の⽇に渡す⼿作りのプレゼントをつくります。⼿作りのメッセージカー
ドをつくって折り紙などで飾りつけをしましょう。

・⽇頃の感謝を込めて⼿作りのプレゼントをつくる喜びを楽しむ。

28⽇ ⾦ 英語② NO.4
Beginner
＆Intermediate
＆Advanced:「総合回① オリジナル
ショートフィルムを作ろう！」

アウトプットに重きを置いた英語コンテンツです。ゲームや歌などを通して、英語⼒を
鍛えていきます。

■ Beginner: 
■ Intermediate:
■ Advanced:
4⽉のまとめ回です。
4⽉に学んだことを元に英語のショートフィルムをみんなで作ります！

■ Beginner:
■ Intermediate:
■ Advanced:
・これまでに学んだ内容を元に、みんなで協⼒して英語のショートフィルムを作成する
 （ストーリーの作成、撮影、編集まで⼦ども達に取り組んでもらいます:) ）

29⽇ ⼟
30⽇ ⽇

⽇程
4⽉


