FamiCle+ 2022年9⽉スケジュール
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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

⽊

ファミくるにある材料を使って⾃由にアートを楽しみましょう！

・想像⼒や創造性を育み、ゼロから何かを⽣み出す⼒を⾝につける。

■ Beginner:

■ Beginner:

アート NO.18
「⾃由につくってみよう
【２】」

２⽇

⾦

英語② NO.15

Beginner:「復習回③（対象： 記憶の定着を図るための、まとめ回です。「14.天気を英語で⾔ってみよう！〜16.⽇付を英語

・⽇付、曜⽇、時刻について英語で⾔えるようになる

14〜17）」

・天気を英語で⾔えるようになる

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。

＆ Intermediate:「⼀般動詞④
前置詞と⼀緒に使う様々な動 ■ Intermediate:

■ Intermediate:

詞を覚えようⅠ」

・live in、come inなど前置詞と⼀緒に使う様々な動詞を覚えて、使えるようになる

⼀般動詞の第4回⽬の講義です。live in、come inなど前置詞と⼀緒に使う様々な動詞を覚え、

＆Advanced:「Be動詞の過去 ⾃由に使えるようになることを⽬指します。
形」

■ Advanced:
■ Advanced:

・was、wereといったBe動詞の過去形について理解をし、使えるようになる

Be動詞の過去形について学びます。過去形についての概念、使い⽅について理解していきま
しょう。
３⽇

⼟

４⽇

⽇

５⽇

⽉

アート×英語コンテンツ

磁⽯を使った実験に挑戦し、磁⼒について学んだ後、

・磁⼒についての基本的な知識を⾝につける

NO.14

みんなで砂鉄スライムづくりに挑戦します。

・砂鉄スライムの様々な動きを楽しむ

■ Beginner:

■ Beginner:

「磁⼒について学んで、砂鉄
スライムを作ろう」
６⽇

⽕

英語① NO.15

Beginner:「復習回③（対象： 記憶の定着を図るための、まとめ回です。「14.天気を英語で⾔ってみよう！〜16.⽇付を英語

・⽇付、曜⽇、時刻について英語で⾔えるようになる

14〜17）」

・天気を英語で⾔えるようになる

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。

＆ Intermediate:「⼀般動詞④
前置詞と⼀緒に使う様々な動 ■ Intermediate:

■ Intermediate:

詞を覚えようⅠ」

・live in、come inなど前置詞と⼀緒に使う様々な動詞を覚えて、使えるようになる

⼀般動詞の第4回⽬の講義です。live in、come inなど前置詞と⼀緒に使う様々な動詞を覚え、

＆Advanced:「Be動詞の過去 ⾃由に使えるようになることを⽬指します。
形」

■ Advanced:
■ Advanced:

・was、wereといったBe動詞の過去形について理解をし、使えるようになる

Be動詞の過去形について学びます。過去形についての概念、使い⽅について理解していきま
しょう。
７⽇

⽔

８⽇

⽊

算数検定選⼿権 NO.5

各⾃レベルにあった算数教材を解きつつ謎解きに挑戦します。謎解きに正解すると豪華商品

・算数に対する苦⼿意識をなくす

「算数検定で謎を解け！」

が！みんなで楽しみながら取り組みましょう！

・⾃分の得意な点／不得意な点を理解する

アート NO.19

敬⽼の⽇に渡すプレゼントをつくります。

・間違った点について、ファミくるサポーターの解説を聞き理解する
・祖⽗⺟への敬愛の思いを込めて⼿作りのプレゼントをつくる喜びを楽しむ。

「「敬⽼の⽇」のプレゼント オリジナルのフォトフレームをつくってプレゼントしましょう。
をつくろう」
９⽇

⾦

英語② NO.16

■ Beginner:

■ Beginner:

Beginner:「家族を英語で⾔っ 家族それぞれの名称(⽗⺟、祖⽗⺟、兄弟姉妹など)を英語で学んでいきます。何⼈家族です

・家族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のルールを理解する

てみよう！」

・〇〇 is ■■の⽂章に慣れる

か？兄弟はいますか？といった質問にスムースに答えられるようになりましょう。

＆ Intermediate:「⼀般動詞⑤
前置詞と⼀緒に使う様々な動 ■ Intermediate:

■ Intermediate:

詞を覚えようⅡ」

⼀般動詞の第5回⽬の講義です。come from、talk aboutなど前置詞と⼀緒に使う様々な動詞を

・come from、talk aboutなど前置詞と⼀緒に使う様々な動詞を覚えて、使えるようになる

＆Advanced:「⼀般動詞の過

覚え、⾃由に使えるようになることを⽬指します。

去形①」

■ Advanced:
■ Advanced:

・liked、walkedといった規則に沿った⼀般動詞の過去形について理解をし、使えるようになる

⼀般動詞の過去形について学びます。過去形についての概念、使い⽅について理解していきま
しょう。
１０⽇ ⼟
１１⽇ ⽇
１２⽇ ⽉

アート×英語コンテンツ

電磁⽯を使った実験に挑戦し、磁⼒について学んだ後、

・電磁⽯についての基本的な知識を⾝につける

NO.15

みんなでその特性を利⽤したアート作品づくりに挑戦します。

・電磁⽯の特性について理解をし、オリジナルのアート作品をつくる

■ Beginner:

■ Beginner:

「電磁⽯について学んで、⾯
⽩アート作品を作ろう 基本
編」
１３⽇ ⽕

英語① NO.16

Beginner:「家族を英語で⾔っ 家族それぞれの名称(⽗⺟、祖⽗⺟、兄弟姉妹など)を英語で学んでいきます。何⼈家族です

・家族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のルールを理解する

てみよう！」

・〇〇 is ■■の⽂章に慣れる

か？兄弟はいますか？といった質問にスムースに答えられるようになりましょう。

＆ Intermediate:「⼀般動詞⑤
前置詞と⼀緒に使う様々な動 ■ Intermediate:

■ Intermediate:

詞を覚えようⅡ」

⼀般動詞の第5回⽬の講義です。come from、talk aboutなど前置詞と⼀緒に使う様々な動詞を

・come from、talk aboutなど前置詞と⼀緒に使う様々な動詞を覚えて、使えるようになる

＆Advanced:「⼀般動詞の過

覚え、⾃由に使えるようになることを⽬指します。

去形①」

■ Advanced:
■ Advanced:

・liked、walkedといった規則に沿った⼀般動詞の過去形について理解をし、使えるようになる

⼀般動詞の過去形について学びます。過去形についての概念、使い⽅について理解していきま
しょう。
１４⽇ ⽔

国語読解⼒向上コンテンツ

各⾃の担当を決めて、みんなで1つの壁新聞を作成します。

NO.4

・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
・相⼿に伝わる表現⽅法を学ぶ

「インタビューを通して壁新
聞を作ってみよう！」
１５⽇ ⽊

アート NO.20

紙粘⼟で⾃分が住んでみたい理想の家を作ります。

「紙粘⼟で理想のお家をつ
くってみよう
１６⽇ ⾦

・⾃分の理想やイメージしたものを具現化するための想像⼒や着地させる能⼒を養う。

⾃分の部屋や、庭がある広い家など⾃由にイメージして作り上げましょう。

前半」

英語② NO.17

■ Beginner:

■ Beginner:

Beginner:「家にあるものを英 家にあるものを英語で⾔えるように学んでいきます。「〇〇の部屋には■■がある」、といっ

・家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のルールを理解する

語で⾔ってみよう！」

・There is 〇〇 at 〜 / There are 〇〇s at 〜を覚える

た⽂章を英語で話せるように練習していきましょう。

＆ Intermediate:「⼀般動詞⑥
前置詞と⼀緒に使う様々な動 ■ Intermediate:

■ Intermediate:

詞を覚えようⅢ」

⼀般動詞の第6回⽬の講義です。work for、talk withなど前置詞と⼀緒に使う様々な動詞を覚

・work for、talk withなど前置詞と⼀緒に使う様々な動詞を覚えて、使えるようになる

＆Advanced:「⼀般動詞の過

え、⾃由に使えるようになることを⽬指します。

去形②」

■ Advanced:
■ Advanced:

・cut、putといった不規則動詞の過去形について理解をし、使えるようになる

⼀般動詞の過去形について学びます。過去形についての概念、使い⽅について理解していきま
しょう。
１７⽇ ⼟
１８⽇ ⽇
１９⽇ ⽉
２０⽇ ⽕

英語① NO.17

■ Beginner:

■ Beginner:

Beginner:「家にあるものを英 家にあるものを英語で⾔えるように学んでいきます。「〇〇の部屋には■■がある」、といっ

・家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のルールを理解する

語で⾔ってみよう！」

・There is 〇〇 at 〜 / There are 〇〇s at 〜を覚える

た⽂章を英語で話せるように練習していきましょう。

＆ Intermediate:「⼀般動詞⑥
前置詞と⼀緒に使う様々な動 ■ Intermediate:

■ Intermediate:

詞を覚えようⅢ」

⼀般動詞の第6回⽬の講義です。work for、talk withなど前置詞と⼀緒に使う様々な動詞を覚

・work for、talk withなど前置詞と⼀緒に使う様々な動詞を覚えて、使えるようになる

＆Advanced:「⼀般動詞の過

え、⾃由に使えるようになることを⽬指します。

去形②」

■ Advanced:
■ Advanced:

・cut、putといった不規則動詞の過去形について理解をし、使えるようになる

⼀般動詞の過去形について学びます。過去形についての概念、使い⽅について理解していきま
しょう。
２１⽇ ⽔

２２⽇ ⽊

プログラミング的思考を⾝に 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。iPadと

・Scratch/Scratch Jr.の操作⽅法に慣れる

つけよう NO.4

Scratch /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

・プログラミング、アルゴリズムとは何かを理解する

で楽しみましょう！

・プログラミングに必要となる思考⽅法を⾝につける

前週作った紙粘⼟に絵の具で⾊を塗り完成させましょう。

・美しい仕上がりにするための着⾊の技術を学ぶ。

アート×英語コンテンツ

電磁⽯を使った実験に挑戦し、磁⼒について学んだ後、

・電磁⽯についての基本的な知識を⾝につける

NO.16

みんなでその特性を利⽤したアート作品づくりに挑戦します。

・電磁⽯の特性について理解をし、オリジナルのアート作品をつくる

英語① NO.18

■ Beginner:

■ Beginner:

Beginner:「乗り物を英語で

様々な乗り物を英語で⾔えるように練習しましょう。また乗り物を「乗る」という動詞につい

・乗り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

⾔ってみよう！」

て、英語ではそれぞれの乗り物に合わせた動詞が存在します。そのため乗り物に合わせたそれ

・乗り物に合わせた「乗る」の単語についてそれぞれ覚える

＆ Intermediate:「復習回③

ぞれの動詞も覚えて⾏きましょう。

アート NO.21
「紙粘⼟で理想のお家をつ
くってみよう

後半」

２３⽇ ⾦
２４⽇ ⼟
２５⽇ ⽇
２６⽇ ⽉

「電磁⽯について学んで、⾯
⽩アート作品を作ろう 応⽤
編」
２７⽇ ⽕

（対象：15〜17）」

■ Intermediate:

＆Advanced:「⼀般動詞の過

■ Intermediate:

・live in、come inなど前置詞と⼀緒に使う様々な動詞を覚えて、使えるようになる

去形③」

記憶の定着を図るための、まとめ回です。「15.⼀般動詞④ 前置詞と⼀緒に使う様々な動詞を

・come from、talk aboutなど前置詞と⼀緒に使う様々な動詞を覚えて、使えるようになる

覚えようⅠ〜⼀般動詞⑥ 前置詞と⼀緒に使う様々な動詞を覚えようⅢ」にてやった内容を元に ・work for、talk withなど前置詞と⼀緒に使う様々な動詞を覚えて、使えるようになる
クイズ⼤会を開催します。クイ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。

■ Advanced:
・buy、teachといった不規則動詞の過去形について理解をし、使えるようになる

■ Advanced:
⼀般動詞の過去形について学びます。過去形についての概念、使い⽅について理解していきま
しょう。
２８⽇ ⽔

なぜなぜPJ

２９⽇ ⽊

アート NO.21

NO.5

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 ・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
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。
喜怒哀楽をそれぞれ絵画で表現してみましょう。

・抽象絵画表現を楽しむとともに、想像⼒や表現⼒を培う。

「喜怒哀楽をかたちで表現し 既存のかたちにとらわれず⾃由なかたちで表現し、描き終わったらそれぞれどの感情を表現し
３０⽇ ⾦

よう」

たのかをみんなで当てるゲームをして楽しみましょう。

英語② NO.18

■ Beginner:

■ Beginner:

Beginner:「乗り物を英語で

様々な乗り物を英語で⾔えるように練習しましょう。また乗り物を「乗る」という動詞につい

・乗り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

⾔ってみよう！」

て、英語ではそれぞれの乗り物に合わせた動詞が存在します。そのため乗り物に合わせたそれ

・乗り物に合わせた「乗る」の単語についてそれぞれ覚える

＆ Intermediate:「復習回③

ぞれの動詞も覚えて⾏きましょう。

（対象：15〜17）」

■ Intermediate:

＆Advanced:「⼀般動詞の過

■ Intermediate:

・live in、come inなど前置詞と⼀緒に使う様々な動詞を覚えて、使えるようになる

去形③」

記憶の定着を図るための、まとめ回です。「15.⼀般動詞④ 前置詞と⼀緒に使う様々な動詞を

・come from、talk aboutなど前置詞と⼀緒に使う様々な動詞を覚えて、使えるようになる

覚えようⅠ〜⼀般動詞⑥ 前置詞と⼀緒に使う様々な動詞を覚えようⅢ」にてやった内容を元に ・work for、talk withなど前置詞と⼀緒に使う様々な動詞を覚えて、使えるようになる
クイズ⼤会を開催します。クイ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。

■ Advanced:
・buy、teachといった不規則動詞の過去形について理解をし、使えるようになる

■ Advanced:
⼀般動詞の過去形について学びます。過去形についての概念、使い⽅について理解していきま
しょう。

