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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

⽕

英語① NO.23

■ Beginner:

■ Beginner:

Beginner:「復習回⑤（対象：20〜

記憶の定着を図るための、まとめ回です。「20.スポーツを英語で⾔ってみよう！〜22.教 ・スポーツ、楽器、教科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

22）」

科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

・Do you like 〜? ⇔ Yes, I do. / No, I don't.のやり取りに慣れる

＆ Intermediate:「復習回④（対象： 会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。

・Do you like to play 〜? ⇔ Yes, I do. / No, I don't.のやり取りに慣れる

19〜22）」

・Can you play 〜? ⇔ Yes, I can. / No, I can't.のやり取りに慣れる

＆Advanced:「物語を読んでみよう

■ Intermediate:

＆英検対策①」

記憶の定着を図るための、まとめ回です。「19.Be動詞の疑問⽂ ／否定⽂を学ぼう！〜

・What 〇〇 do you like? 、What is your favorite 〇〇?といった表現に慣れる

22.いろいろな動詞を覚えよう②」にてやった内容を元にクイズ⼤会を開催します。クイ ■ Intermediate:
ズ⼤会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。

・疑問⽂／否定⽂の概念を理解し、使えるようになる
・catch、bite、drink、driveといった動詞を覚えて、表現の幅を広げる

■ Advanced:

・英検の過去問に挑戦し、英検の形式に慣れる

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
各⾃のレベルに合わせた英検対策を⾏います。

■ Advanced:
・英語で物語⽂を読んで、読むスキルをアップする
・英検の過去問に慣れる

2⽇

⽔

国語読解⼒向上コンテンツ NO.7

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、好きな国に

・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

「好きな国を調べてみよう 前編」

ついて各⾃調べて記事にまとめていきます。

・相⼿に伝わる表現⽅法を学ぶ
■ Beginner:

3⽇

⽊

⽂化の⽇

4⽇

⾦

英語② NO.23

■ Beginner:

Beginner:「復習回⑤（対象：20〜

記憶の定着を図るための、まとめ回です。「20.スポーツを英語で⾔ってみよう！〜22.教 ・スポーツ、楽器、教科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

22）」

科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

・Do you like 〜? ⇔ Yes, I do. / No, I don't.のやり取りに慣れる

＆ Intermediate:「復習回④（対象： 会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。

・Do you like to play 〜? ⇔ Yes, I do. / No, I don't.のやり取りに慣れる

19〜22）」

・Can you play 〜? ⇔ Yes, I can. / No, I can't.のやり取りに慣れる

＆Advanced:「物語を読んでみよう

■ Intermediate:

＆英語で⽇記を書こう①」

記憶の定着を図るための、まとめ回です。「19.Be動詞の疑問⽂ ／否定⽂を学ぼう！〜

・What 〇〇 do you like? 、What is your favorite 〇〇?といった表現に慣れる

22.いろいろな動詞を覚えよう②」にてやった内容を元にクイズ⼤会を開催します。クイ ■ Intermediate:
ズ⼤会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。

・疑問⽂／否定⽂の概念を理解し、使えるようになる
・catch、bite、drink、driveといった動詞を覚えて、表現の幅を広げる

■ Advanced:

・英検の過去問に挑戦し、英検の形式に慣れる

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
英語で⽇記を書いて発表します。

■ Advanced:
・英語で物語⽂を読んで、読むスキルをアップする
・英語で⽂章を作ることに慣れる

5⽇

⼟

6⽇

⽇

7⽇

⽉

8⽇

⽕

アート×英語コンテンツ

NO.21

「磁⽯×電池を使って、クリップ
モーターカーを作ろう！

9⽉のテーマである磁⽯、10⽉のテーマである電池(電気)の知識を⽤いた総合回です。ク ・磁⽯、電池(電気)についての知識を元に、⼯作づくりを楽しむ
リップモーターカー作りに挑戦し、みんなでレースを楽しみましょう。

前編」

英語① NO.24

■ Beginner:

■ Beginner:

Beginner:「⾷べ物を英語で⾔ってみ さまざまな⾷べ物を英語で⾔えるように練習しつつ、Wantの使い⽅について勉強してい ・⾷べ物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
よう！」

きます。A cup of coffee〜、英語特有の表現の仕⽅についても慣れましょう。

＆ Intermediate:「いろいろな動詞を

・A cup of coffee といった表現に慣れる
・Wantの使い⽅を覚える

覚えよう③」

■ 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。

＆英検対策②」

■ Intermediate:
・build、cleanといった動詞を覚えて、表現の幅を広げる

■ 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

■ Advanced:

各⾃のレベルに合わせた英検対策を⾏います。

・英語で物語⽂を読んで、読むスキルをアップする
・英検の過去問に慣れる

9⽇
10⽇

⽔
⽊

国語読解⼒向上コンテンツ NO.8

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、好きな国に

・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

「好きな国を調べてみよう 後編」

ついて各⾃調べて記事にまとめていきます。

・相⼿に伝わる表現⽅法を学ぶ

アート NO.26

近くの公園にいって材料集めをしたあと、アイデアを考えたり下描きをします。(⾬天の ・⾃然の材料を使ったアートを楽しむとともに、創造性を豊かにする。

「葉っぱでアート(材料集め＆下描

場合は講師が準備します）芸術の秋を楽しみましょう！

き）」
11⽇

⾦

英語② NO.24

■ Beginner:

■ Beginner:

Beginner:「⾷べ物を英語で⾔ってみ さまざまな⾷べ物を英語で⾔えるように練習しつつ、Wantの使い⽅について勉強してい ・⾷べ物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
よう！」

きます。A cup of coffee〜、英語特有の表現の仕⽅についても慣れましょう。

＆ Intermediate:「いろいろな動詞を

・A cup of coffee といった表現に慣れる
・Wantの使い⽅を覚える

覚えよう③」

■ 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。

＆英語で⽇記を書こう②」

■ Intermediate:
・build、cleanといった動詞を覚えて、表現の幅を広げる

■ 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

■ Advanced:

英語で⽇記を書いて発表します。

・英語で物語⽂を読んで、読むスキルをアップする
・英語で⽂章を作ることに慣れる

12⽇

⼟

13⽇

⽇

14⽇

⽉

15⽇

⽕

アート×英語コンテンツ

NO.22

「磁⽯×電池を使って、クリップ
モーターカーを作ろう！

9⽉のテーマである磁⽯、10⽉のテーマである電池(電気)の知識を⽤いた総合回です。ク ・磁⽯、電池(電気)についての知識を元に、⼯作づくりを楽しむ
リップモーターカー作りに挑戦し、みんなでレースを楽しみましょう。

後編」

英語① NO.25

■ Beginner:

■ Beginner:

Beginner:「国や都市、国籍を英語で さまざまな国を英語で⾔えるように練習しつつ、Whereの使い⽅に慣れることを⽬指し

・国や都市、国籍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

⾔ってみよう！」

ます。またWantと合わせて、Want to doの表現に慣れることを⽬指します。

・Want to doの使⽤⽅法に慣れる

覚えよう④」

■ 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。

・bake、call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

＆ Intermediate:「いろいろな動詞を

＆英検対策③」

16⽇

⽔

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

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、様々なゲー

・Scratch/Scratch Jr.の操作⽅法に慣れる

う

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。iPadとScratch

・プログラミング、アルゴリズムとは何かを理解する

/Scratch Jr.を⽤いて、ゲーム作成に挑戦します！オリジナルゲームを作って、みんなで

・プログラミングに必要となる思考⽅法を⾝につける

NO.6

楽しみましょう！
17⽇

⽊

アート NO.27

集めた葉っぱを切ったり貼ったりしながら、先週考えたデザイン案の絵を額の中に作っ

・⾃然の材料を使ったアートを楽しむとともに、創造性を豊かにする。

「葉っぱでアート(制作〜仕上げ）」 ていきます。オリジナルの作品を完成させましょう。
18⽇

⾦

英語② NO.25

■ Beginner:

■ Beginner:

Beginner:「国や都市、国籍を英語で さまざまな国を英語で⾔えるように練習しつつ、Whereの使い⽅に慣れることを⽬指し

・国や都市、国籍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

⾔ってみよう！」

ます。またWantと合わせて、Want to doの表現に慣れることを⽬指します。

・Want to doの使⽤⽅法に慣れる

覚えよう④」

■ 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。

・bake、call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

11⽉のテーマとして「⽔溶液」を取り上げます。今回は酸性、アルカリ性についての理

・酸性とアルカリ性の概念を理解して、アート作品作りを楽しむ

＆ Intermediate:「いろいろな動詞を

＆英語で⽇記を書こう③」

19⽇

⼟

20⽇

⽇

21⽇

⽉

アート×英語コンテンツ

NO.23

「酸性とアルカリ性を理解して、ク

解を踏まえ、アントシアニンを使った化学反応を利⽤してアート作品を作っていきま

リスマスに因んだアート を作ろう

す。

前編」
22⽇

⽕

英語① NO.26

■ Beginner:

■ Beginner:

Beginner:「町にあるものを英語で

病院、警察署、デパートなど、町中にあるものを英単語で⾔えるように練習します。ま

・町中にあるもの(病院、警察署、デパートなど)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

⾔ってみよう！」

た合わせて、Where do you want to go? / Turn to the right/left、Go straightといった表 解する

＆ Intermediate:「いろいろな動詞を 現を覚えます。

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

覚えよう⑤」
＆Advanced:「物語を読んでみよう

■ Intermediate:

■ Intermediate:

＆英検対策④」

いろいろな動詞を覚えて、表現の幅を広げましょう。

・open、read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

・クリスマスの⽂化を楽しむ

23⽇

⽔

勤労感謝の⽇

24⽇

⽊

アート NO.28

⼿作りのアドベントカレンダーを⾝近な物で作ります。⼩さなプラスチックケースに⼀

「アドベントカレンダーを作ろう」

つずつお菓⼦を⼊れ、折り紙で蓋をして 、そこにクリスマスまでの⽇付けを書いて作っ

25⽇

⾦

ていきましょう。
英語② NO.26

■ Beginner:

■ Beginner:

Beginner:「町にあるものを英語で

病院、警察署、デパートなど、町中にあるものを英単語で⾔えるように練習します。ま

・町中にあるもの(病院、警察署、デパートなど)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

⾔ってみよう！」

た合わせて、Where do you want to go? / Turn to the right/left、Go straightといった表 解する

＆ Intermediate:「いろいろな動詞を 現を覚えます。

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

覚えよう⑤」

26⽇

⼟

27⽇

⽇

28⽇

⽉

＆Advanced:「物語を読んでみよう

■ Intermediate:

■ Intermediate:

＆英語で⽇記を書こう④」

いろいろな動詞を覚えて、表現の幅を広げましょう。

・open、read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

11⽉のテーマとして「⽔溶液」を取り上げます。今回は酸性、アルカリ性についての理

・酸性とアルカリ性の概念を理解して、アート作品作りを楽しむ

アート×英語コンテンツ

NO.24

「酸性とアルカリ性を理解して、ク

解を踏まえ、アントシアニンを使った化学反応を利⽤してアート作品を作っていきま

リスマスに因んだアート を作ろう

す。

後編」
29⽇

⽕

英語① 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:

＆英検対策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。
30⽇

⽔

なぜなぜPJ

NO.7

毎回変わるお題に対して仮説思考を⾝につけること、もしくは0→1の創造性を⾝につけ
ることを⽬標に取り組みます。今回は化学実験を通して仮説思考を学びます。

・⾃分の仮説や考えを、相⼿にわかりやすく伝える練習をする

