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※
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12⽉ 1⽇

••• 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

⽊

アート NO.29

オリジナルのクリスマスオーナメントをつくります。クリスマスツリーやお部屋に飾っ

・クリスマスの⽂化を楽しむ

「クリスマスオーナメントを作ろ

て楽しみましょう。

う」
2⽇

⾦

英語② NO.27

■ Beginner:

Beginner:「職業を英語で⾔ってみよ お医者さん、警察官、美容師など、さまざまな職業を英語で⾔えるように練習していき
う！」

■ Beginner:
・職業についての単語を覚える。またその単語を元にアルファベットの発⾳を理解する

ます。またWantと合わせて、What do you want to be? / I want to be〜の表現に慣れる ・What do you want to be? / I want to be 〜の表現を覚える

＆Intermediate:「いろいろな動詞を ことを⽬指します。
覚えよう⑥」

■ Intermediate:

＆Advanced:「物語を読んでみよう

■ Intermediate:

＆英語で⽇記を書こう⑤」

いろいろな動詞を覚えて、表現の幅を広げましょう。

・carry、cutといった動詞を覚えて、表現の幅を広げる
■ Advanced:

■ Advanced:

・英語で物語⽂を読んで、読むスキルをアップする

過去形、現在形、未来形を理解した上で物語⽂を英語で読んでみましょう。また後半は

・英語で⽂章を作ることに慣れる

英語で⽇記を書いて発表します。
3⽇

⼟

4⽇

⽇

5⽇

⽉

6⽇

⽕

アート×英語コンテンツ

NO.25

化学反応を学んで、オリジナルツリーを作ります。

「化学反応を学んで、オリジナルツ

・化学反応についての知識をつける
・学んだ知識を応⽤して、オリジナルのツリーを作る

リーを作ろう！」

7⽇
8⽇

⽔
⽊

英語① NO.28

■ Beginner:

Beginner:「復習回⑤（対象：24〜

記憶の定着を図るための、まとめ回です。「24.⾷べ物を英語で⾔ってみよう！〜27.職業 ・様々な単語を覚える。またその単語を元にアルファベットの発⾳を理解する

27）」

を英語で⾔ってみよう！」にてやった内容を元にクイズ⼤会を開催します。クイズ⼤会

■ Beginner:
・A cup of coffee といった表現に慣れる

＆Intermediate:「復習回⑤（対象： で商品をゲットできるように、しっかりと復習しておきましょう。

・Wantの基本的な使い⽅を覚える

24〜27）」

・Where do you want to go? / Turn to the right/left、Go straightといった表現を覚える

＆Advanced:「物語を読んでみよう

■ Intermediate:

＆英検対策⑥」

記憶の定着を図るための、まとめ回です。「24.いろいろな動詞を覚えよう③〜27.いろい

・What do you want to be? / I want to be 〜の表現を覚える

ろな動詞を覚えよう⑥」にてやった内容を元にクイズ⼤会を開催します。クイズ⼤会で

■ Intermediate:

商品をゲットできるように、しっかりと復習しておきましょう。

・さまざまな動詞を覚えて、表現の幅を広げる

■ Advanced:

■ Advanced:

過去形、現在形、未来形を理解した上で物語⽂を英語で読んでみましょう。また後半は

・英語で物語⽂を読んで、読むスキルをアップする

各⾃のレベルに合わせた英検対策を⾏います。

・英検の過去問に慣れる

国語読解⼒向上コンテンツ NO.9

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

・記事を作ること(⽂章を書くこと)に対して楽しいという思いを持ってもらう

「2022年⾃分新聞作成 前編」

んだ後、2022年⾃分新聞を作成していきます。

・相⼿に伝わる表現⽅法を学ぶ

アート NO.30

来年の⼲⽀「卯」をモチーフに紙版画で⼿作り年賀状を作ります。⼀週⽬は年賀状のデ

・オリジナルの⼿作り年賀状作りを楽しむとともに、版画の知識についても学ぶ。

「紙版画で年賀状を作ろう①（図案

ザイン案を考えた後、版画の原版を制作します。

〜原版作り）」
9⽇

⾦

10⽇

⼟

11⽇

⽇

12⽇

⽉

13⽇

⽕

英語② NO.28

■ Beginner:

Beginner:「復習回⑤（対象：24〜

記憶の定着を図るための、まとめ回です。「24.⾷べ物を英語で⾔ってみよう！〜27.職業 ・様々な単語を覚える。またその単語を元にアルファベットの発⾳を理解する

27）」

を英語で⾔ってみよう！」にてやった内容を元にクイズ⼤会を開催します。クイズ⼤会

■ Beginner:
・A cup of coffee といった表現に慣れる

＆Intermediate:「復習回⑤（対象： で商品をゲットできるように、しっかりと復習しておきましょう。

・Wantの基本的な使い⽅を覚える

24〜27）」

・Where do you want to go? / Turn to the right/left、Go straightといった表現を覚える

＆Advanced:「物語を読んでみよう

■ Intermediate:

＆英語で⽇記を書こう⑥」

記憶の定着を図るための、まとめ回です。「24.いろいろな動詞を覚えよう③〜27.いろい

アート×英語コンテンツ

NO.26

「オリジナルクリスマスプレゼント

・What do you want to be? / I want to be 〜の表現を覚える

ろな動詞を覚えよう⑥」にてやった内容を元にクイズ⼤会を開催します。クイズ⼤会で

■ Intermediate:

商品をゲットできるように、しっかりと復習しておきましょう。

・さまざまな動詞を覚えて、表現の幅を広げる

■ Advanced:

■ Advanced:

過去形、現在形、未来形を理解した上で物語⽂を英語で読んでみましょう。また後半は

・英語で物語⽂を読んで、読むスキルをアップする

英語で⽇記を書いて発表します。

・英語で⽂章を作ることに慣れる

化学反応を学んで、オリジナルクリスマスプレゼントを楽しみましょう！

・学んだ知識を応⽤して、オリジナルのプレゼントを作る

何を作るかは当⽇までのお楽しみです:)

を作ろう！」
英語① NO.29

■ Beginner:

Beginner:「体の動きを英語で⾔って 「Walking, Walking」という歌を元に、Walk、stopなど⼀般動詞の使い⽅を練習してい
みよう！」

■ Beginner:
・Walkを始めとする動詞の英単語を覚える。またその単語を元にアルファベットの発⾳を理解する

きます。I want to 〜 / I like to 〜といった表現と合わせたらどのように意味が変わるかを ・I want to〜 / I like to 〜の使い⽅を覚える

＆Intermediate:「いろいろな動詞を 理解していきます。
覚えよう⑦」

■ Intermediate:

＆Advanced:「物語を読んでみよう

■ Intermediate:

＆英検対策⑦」

いろいろな動詞を覚えて、表現の幅を広げましょう。

・climb、laughといった動詞を覚えて、表現の幅を広げる
■ Advanced:

■ Advanced:

・英語で物語⽂を読んで、読むスキルをアップする

過去形、現在形、未来形を理解した上で物語⽂を英語で読んでみましょう。また後半は

・英検の過去問に慣れる

各⾃のレベルに合わせた英検対策を⾏います。
14⽇
15⽇

⽔
⽊

国語読解⼒向上コンテンツ NO.10

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

・記事を作ること(⽂章を書くこと)に対して楽しいという思いを持ってもらう

「2022年⾃分新聞作成 後編」

んだ後、2022年⾃分新聞を完成させます。

・相⼿に伝わる表現⽅法を学ぶ

アート NO.31

先週に引き続き、紙版画で年賀状を制作します。⼆週⽬は、作った原版に絵の具をのせ

・オリジナルの⼿作り年賀状作りを楽しむとともに、版画の知識についても学ぶ。

「紙版画で年賀状を作ろう②（刷り

て刷り、年賀状を完成させましょう。

〜仕上げ）」
16⽇

⾦

英語② NO.29

■ Beginner:

Beginner:「体の動きを英語で⾔って 「Walking, Walking」という歌を元に、Walk、stopなど⼀般動詞の使い⽅を練習してい
みよう！」

■ Beginner:
・Walkを始めとする動詞の英単語を覚える。またその単語を元にアルファベットの発⾳を理解する

きます。I want to 〜 / I like to 〜といった表現と合わせたらどのように意味が変わるかを ・I want to〜 / I like to 〜の使い⽅を覚える

＆Intermediate:「いろいろな動詞を 理解していきます。
覚えよう⑦」

■ Intermediate:

＆Advanced:「物語を読んでみよう

■ Intermediate:

＆英語で⽇記を書こう⑦」

いろいろな動詞を覚えて、表現の幅を広げましょう。

・climb、laughといった動詞を覚えて、表現の幅を広げる
■ Advanced:

■ Advanced:

・英語で物語⽂を読んで、読むスキルをアップする

過去形、現在形、未来形を理解した上で物語⽂を英語で読んでみましょう。また後半は

・英語で⽂章を作ることに慣れる

英語で⽇記を書いて発表します。
17⽇

⼟

18⽇

⽇

19⽇

⽉

20⽇

⽕

アート×英語コンテンツ

NO.27

「化学反応を使ったクッキングで、

これまでに学んだ化学反応に関する知識を使ってクッキングを楽しみ、クリスマスパー

・学んだ知識を応⽤して、パーティを楽しむ

ティを開催しましょう！

クリスマスパーティを楽しもう！」
英語① NO.30

■ Beginner:

■ Beginner:

Beginner:「⼀⽇のスケジュールを英 「This Is The Way」という歌を元に、It is time to 〜 / I get up at 7 in the morning.と

・It is time to 〜 / I get up at 7am in the morning

語で⾔ってみよう！」

いった表現に慣れることを⽬指します。

といった表現の使い⽅を覚える

覚えよう⑧」

■ Intermediate:

■ Intermediate:

＆Advanced:「物語を読んでみよう

いろいろな動詞を覚えて、表現の幅を広げましょう。

・close、cryといった動詞を覚えて、表現の幅を広げる

■ Advanced:

■ Advanced:

過去形、現在形、未来形を理解した上で物語⽂を英語で読んでみましょう。また後半は

・英語で物語⽂を読んで、読むスキルをアップする

各⾃のレベルに合わせた英検対策を⾏います。

・英検の過去問に慣れる

プログラミング的思考を⾝につけよ

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

・Scratch/Scratch Jr.の操作⽅法に慣れる

う

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

・プログラミング、アルゴリズムとは何かを理解する

す。今回はiPadとScratch /Scratch Jr.を⽤いて、クリスマスをテーマにしたゲーム作成

・プログラミングに必要となる思考⽅法を⾝につける

＆Intermediate:「いろいろな動詞を

＆英検対策⑧」

21⽇

⽔

NO.7

に挑戦します！オリジナルゲームを作って、みんなで楽しみましょう！
22⽇
23⽇

⽊
⾦

アート NO.32

みんなでクリスマスのケーキやお菓⼦をつくります。クリスマスをみんなで楽しみま

「クリスマスのお菓⼦をつくろう」

しょう！

英語② NO.30

■ Beginner:

・みんなで協⼒してお菓⼦を完成させることを楽しむ。
■ Beginner:

Beginner:「⼀⽇のスケジュールを英 「This Is The Way」という歌を元に、It is time to 〜 / I get up at 7 in the morning.と

・It is time to 〜 / I get up at 7am in the morning

語で⾔ってみよう！」

いった表現に慣れることを⽬指します。

といった表現の使い⽅を覚える

覚えよう⑧」

■ Intermediate:

■ Intermediate:

＆Advanced:「物語を読んでみよう

いろいろな動詞を覚えて、表現の幅を広げましょう。

・close、cryといった動詞を覚えて、表現の幅を広げる

■ Advanced:

■ Advanced:

過去形、現在形、未来形を理解した上で物語⽂を英語で読んでみましょう。また後半は

・英語で物語⽂を読んで、読むスキルをアップする

英語で⽇記を書いて発表します。

・英語で⽂章を作ることに慣れる

＆Intermediate:「いろいろな動詞を

＆英語で⽇記を書こう⑧」

24⽇

⼟

25⽇

⽇

26⽇

⽉

27⽇

⽕

28⽇

29⽇

フユクル1⽇⽬

電気について理解を深めて、太陽電池を使った⼯作づくりを楽しもう！①

フユクル2⽇⽬

電気について理解を深めて、太陽電池を使った⼯作づくりを楽しもう！②

フユクル3⽇⽬

ピカソ展を訪問し、ピカソ作品をモチーフにした⾃画像を描こう！①

フユクル3⽇⽬

ピカソ展を訪問し、ピカソ作品をモチーフにした⾃画像を描こう！②

⽔

⽊

電気について基本的な理解を深め、太陽電池を使⽤した⼯作づくりを楽しみます。電⼦⼯作に取り組むことをきっ
かけに、電気がどのように作られるのか、また⽇本の電⼒供給計画について理解を深めていきます。

東芝未来科学館を訪問し、1⽇⽬に学んだ知識を元に、更に電気について理解を深めます。

国⽴⻄洋美術館で開催されている「ピカソとその時代」展を⾒学し、名画の繊細さ、美しさに触れながら美術鑑賞
を楽しみます。
1⽇⽬の⾒学内容を踏まえ、ピカソの名画にインスパイアされた⾃画像づくりに挑戦しましょう。⽬⿐のパーツが
あっちこっち向いてたり、不思議な顔⾊をしていてもOK。⾃由な発想で、ルールにとらわれずに制作を楽しみま
しょう！

30⽇

⾦

31⽇

⼟

