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••• お休みです。
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コンテンツ説明

コンテンツ⽬標

アート×英語コンテンツ

アートを通して楽しみながら、ネイティブとの英会話を楽しみましょう！⾃分だけのオリジナ ・オリジナルキャラクターを考えてそれをかたちに残す。

NO.4

ルキャラクターを考えて紙粘⼟で作り、裏に円形の磁⽯を埋め込みます。

「オリジナルキャラク
ターのマグネットを作ろ
う」
３⽇

⽕

憲法記念⽇
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⽔

みどりの⽇

５⽇

⽊

こどもの⽇
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⾦

英語② NO.4

■ Beginner:

Beginner:「名前と年齢を ⾃⼰紹介の最も基本、名前と年齢について聞く＆答えるを練習します。

■ Beginner:
・名前＆年齢について質問できるようになる、質問された際に答えることができるようになる

英語で⾔ってみよう！」
＆ Intermediate:「⼈の感 ■ Intermediate:
情や状態を英語で⾔える

happy⇔sad、bored⇔excitedといった形容詞を覚えて、⼈の感情や状態を英語で⾔えるように

ようになろう！」

なりましょう！

＆Advanced:「ʼ⼀番〇〇ʼ
を⾔ってみよう」

■ Intermediate:
・happy⇔sad、bored⇔excitedといった形容詞を覚える
・very、so、too、a little、a bitといった副詞を様々な形容詞と合わせて使うことができるようになる
■ Advanced:

■ Advanced:

・最上級の概念を理解する

ʼ⼀番〇〇ʼの意味を持つ最上級の表現について学びます。「⼀番背が⾼いです」、「⼀番年上で ・実際に最上級の表現を使えるようになる
す」など様々なシーンで使えるように練習しましょう！
７⽇

⼟

８⽇

⽇

９⽇

⽉

アート×英語コンテンツ

アートを通して楽しみながら、ネイティブとの英会話を楽しみましょう！⾃分の好きなおかず ・紙粘⼟に⾊を混ぜ込んで作る⽅法を学び、好きなおかずを作る楽しさを味わうとともに、⾒栄えや彩りが

NO.5

やご飯を紙粘⼟で作ってお弁当箱に詰めます。紙粘⼟に絵の具を混ぜ込んで、様々な⾊を作る 良いお弁当にするための⼯夫を考える。

「粘⼟でおべんとうを作

⽅法を学びましょう。

ろう」
１０⽇ ⽕

英語① NO.4

■ Beginner:

Beginner:「名前と年齢を ⾃⼰紹介の最も基本、名前と年齢について聞く＆答えるを練習します。

■ Beginner:
・名前＆年齢について質問できるようになる、質問された際に答えることができるようになる

英語で⾔ってみよう！」
＆ Intermediate:「⼈の感 ■ Intermediate:
情や状態を英語で⾔える

happy⇔sad、bored⇔excitedといった形容詞を覚えて、⼈の感情や状態を英語で⾔えるように

ようになろう！」

なりましょう！

＆Advanced:「ʼ⼀番〇〇ʼ
を⾔ってみよう」

■ Intermediate:
・happy⇔sad、bored⇔excitedといった形容詞を覚える
・very、so、too、a little、a bitといった副詞を様々な形容詞と合わせて使うことができるようになる
■ Advanced:

■ Advanced:

・最上級の概念を理解する

ʼ⼀番〇〇ʼの意味を持つ最上級の表現について学びます。「⼀番背が⾼いです」、「⼀番年上で ・実際に最上級の表現を使えるようになる
す」など様々なシーンで使えるように練習しましょう！
１１⽇ ⽔

算数検定選⼿権 NO.2

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

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

け！」
１２⽇ ⽊

・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

アート NO.5

⾃分の好きなおかずやご飯を紙粘⼟で作ってお弁当箱に詰めます。紙粘⼟に絵の具を混ぜ込ん ・紙粘⼟に⾊を混ぜ込んで作る⽅法を学び、好きなおかずを作る楽しさを味わうとともに、⾒栄えや彩りが

「粘⼟でおべんとうを作

で、様々な⾊を作る⽅法を学びましょう。

良いお弁当にするための⼯夫を考える。

ろう」
１３⽇ ⾦

■ Beginner:
■ Beginner:
Beginner:「数字を英語で 英語で10まで数えることができるように練習します。またPlus、Minus、Equalといった単語を ・10までスムーズにカウントできるようになる

英語② NO.5
数えよう！」

合わせて学び、簡単な算数が英語にてできるように練習します。

・英語で算数ができるようになる
・little⇔bigの形容詞を覚える

＆ Intermediate:「主格を
覚えて話せるようになろ

■ Intermediate:

う！」

I、You、He、She、We、They、Itといった主格を覚えてスムーズに話せるようになりましょ

＆Advanced:「さまざま

う！

■ Intermediate:
・I、You、He、She、We、They、Itといった主格の概念を理解する
・I、You、He、She、We、They、Itといった意味を理解し、使えるようになる

な前置詞」
■ Advanced:

■ Advanced:

これまでに学んだ前置詞を振り返りながら、新たな前置詞や前置詞の使い⽅を、より深く学び ・with、for…といった様々な前置詞の意味を理解し、使えるようになる
ましょう。
１４⽇ ⼟
１５⽇ ⽇
１６⽇ ⽉

アート×英語コンテンツ

アートを通して楽しみながら、ネイティブとの英会話を楽しみましょう！ロウソクを使って絵 ・「ロウソク」という素材を使った絵画技法や、⾒えなかった絵が浮かびあがってくるという仕掛けを学び

NO.6

を描き、その上から絵の具を塗ってみると、⾒えなかったはずの絵が浮かび上がります。

楽しむ。

■ Beginner:

■ Beginner:

「はじき絵を描いてみよ
う」
１７⽇ ⽕

英語① NO.5

Beginner:「数字を英語で 英語で10まで数えることができるように練習します。またPlus、Minus、Equalといった単語を ・10までスムーズにカウントできるようになる
数えよう！」

合わせて学び、簡単な算数が英語にてできるように練習します。

・英語で算数ができるようになる
・little⇔bigの形容詞を覚える

＆ Intermediate:「主格を
覚えて話せるようになろ

■ Intermediate:

う！」

I、You、He、She、We、They、Itといった主格を覚えてスムーズに話せるようになりましょ

＆Advanced:「さまざま

う！

■ Intermediate:
・I、You、He、She、We、They、Itといった主格の概念を理解する
・I、You、He、She、We、They、Itといった意味を理解し、使えるようになる

な前置詞」
■ Advanced:

■ Advanced:

これまでに学んだ前置詞を振り返りながら、新たな前置詞や前置詞の使い⽅を、より深く学び ・with、for…といった様々な前置詞の意味を理解し、使えるようになる
ましょう。
１８⽇ ⽔

１９⽇ ⽊

プログラミング的思考を

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

⾝につけよう

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

NO.2

アート NO.6

ロウソクを使って絵を描き、その上から絵の具を塗ってみると、⾒えなかったはずの絵が浮か ・「ロウソク」という素材を使った絵画技法や、⾒えなかった絵が浮かびあがってくるという仕掛けを学び

「はじき絵を描いてみよ

び上がります。

楽しむ。

■ Beginner:

■ Beginner:

う」
２０⽇ ⾦

英語② NO.6

Beginner:「復習回①（対 記憶の定着を図るための、まとめ回です。「1.ABCからはじめよう！〜5.数字を英語で数えよ
象：1〜5）」

・アルファベットの発⾳に慣れて貰う

う！」にてやった内容を元にクイズ⼤会を開催します。クイズ⼤会で商品をゲットできるよう ・英語での挨拶に慣れる

＆ Intermediate:「復習回 に、しっかりと復習しておきましょう。
①（対象：3〜5）」
＆Advanced:「復習回①

■ Intermediate:

（対象：3〜5）」

記憶の定着を図るための、まとめ回です。「3.⼈の特徴を英語で⾔えるようになろう！〜5.主

・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
・名前＆年齢について質問できるようになる、質問された際に答えることができるようになる
・10までスムーズにカウントできるようになる
・英語で算数ができるようになる
・little⇔bigの形容詞を覚える

格を覚えて話せるようになろう！」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。

■ Intermediate:
・young⇔old、tall⇔shortといった形容詞を覚える

■ Advanced:

・happy⇔sad、bored⇔excitedといった形容詞を覚える

記憶の定着を図るための、まとめ回です。「3.ʼ同じくらいʼを⾔ってみよう〜5.さまざまな前置 ・very、so、too、a little、a bitといった副詞を様々な形容詞と合わせて使うことができるようになる
詞」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。

・I、You、He、She、We、They、Itといった主格の概念を理解する
・I、You、He、She、We、They、Itといった意味を理解し、使えるようになる
■ Advanced:
・同等⽐較の概念を理解する、同等⽐較の表現を使えるようになる
・最上級の概念を理解する、実際に最上級の表現を使えるようになる
・with、for…といった様々な前置詞の意味を理解し、使えるようになる

２１⽇ ⼟
２２⽇ ⽇
２３⽇ ⽉

２４⽇ ⽕

アート×英語コンテンツ

アートを通して楽しみながら、ネイティブとの英会話を楽しみましょう！紙コップの底⾯同⼠ ・「マグヌス効果」を学ぶためのサイエンス的な要素も取り⼊れつつ、紙コップに⾊々な装飾をして、オリ

NO.7

を合わせて貼り、何個かの輪ゴムをつなぎ合わせて引っ張り、ゴムの⼒を使って紙⾶⾏機のよ ジナリティ溢れる紙⾶⾏機づくりを楽しむ。

「紙コップ⾶⾏機を作ろ

うに⾶ばします。（これは「マグヌス効果」と呼ばれ、野球の変化球にも活⽤されていま

う」

す。）作った⾶⾏機を持って公園に⾏き、みんなで⾶ばしてみましょう！

英語① NO.6

■ Beginner:

Beginner:「復習回①（対 記憶の定着を図るための、まとめ回です。「1.ABCからはじめよう！〜5.数字を英語で数えよ
象：1〜5）」

■ Beginner:
・アルファベットの発⾳に慣れて貰う

う！」にてやった内容を元にクイズ⼤会を開催します。クイズ⼤会で商品をゲットできるよう ・英語での挨拶に慣れる

＆ Intermediate:「復習回 に、しっかりと復習しておきましょう。
①（対象：3〜5）」
＆Advanced:「復習回①

■ Intermediate:

（対象：3〜5）」

記憶の定着を図るための、まとめ回です。「3.⼈の特徴を英語で⾔えるようになろう！〜5.主

・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
・名前＆年齢について質問できるようになる、質問された際に答えることができるようになる
・10までスムーズにカウントできるようになる
・英語で算数ができるようになる
・little⇔bigの形容詞を覚える

格を覚えて話せるようになろう！」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。

■ Intermediate:
・young⇔old、tall⇔shortといった形容詞を覚える

■ Advanced:

・happy⇔sad、bored⇔excitedといった形容詞を覚える

記憶の定着を図るための、まとめ回です。「3.ʼ同じくらいʼを⾔ってみよう〜5.さまざまな前置 ・very、so、too、a little、a bitといった副詞を様々な形容詞と合わせて使うことができるようになる
詞」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。

・I、You、He、She、We、They、Itといった主格の概念を理解する
・I、You、He、She、We、They、Itといった意味を理解し、使えるようになる
■ Advanced:
・同等⽐較の概念を理解する、同等⽐較の表現を使えるようになる
・最上級の概念を理解する、実際に最上級の表現を使えるようになる
・with、for…といった様々な前置詞の意味を理解し、使えるようになる

２５⽇ ⽔

なぜなぜPJ

NO.2

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。

２６⽇ ⽊

２７⽇ ⾦

アート NO.7

紙コップの底⾯同⼠を合わせて貼り、何個かの輪ゴムをつなぎ合わせて引っ張り、ゴムの⼒を ・「マグヌス効果」を学ぶためのサイエンス的な要素も取り⼊れつつ、紙コップに⾊々な装飾をして、オリ

「紙コップ⾶⾏機を作ろ

使って紙⾶⾏機のように⾶ばします。（これは「マグヌス効果」と呼ばれ、野球の変化球にも ジナリティ溢れる紙⾶⾏機づくりを楽しむ。

う」

活⽤されています。）作った⾶⾏機を持って公園に⾏き、みんなで⾶ばしてみましょう！

■ Beginner:
■ Beginner:
Beginner:「学校にあるも 学校、教室にあるものを英語で⾔えることができるように練習します。また少しずつ単語を学 ・アルファベットの発⾳の法則を少し理解する

英語② NO.7

のを英語で⾔ってみよ

び、アルファベットごとの発⾳の法則を徐々に覚えていきます。

う！」
＆ Intermediate:「所有格 ■ Intermediate:
を覚えて話せるようにな

My、Your、His、Her、Our、Their、Itsといった所有格を覚えてスムーズに話せるようになり

ろう！」

ましょう！

＆Advanced:「反対の意
味をもつ⼀般動詞①」

・⾝近にあるものを少しずつ英語で⾔えるようになる。
■ Intermediate:
・My、Your、His、Her、Our、Their、Itsといった所有格の概念を理解する
・My、Your、His、Her、Our、Their、Itsといった意味を理解し、使えるようになる
■ Advanced:

■ Advanced:

・stay、takeなど様々な動詞を理解し、使えるようになる

様々な動詞を覚えて、より豊かな会話表現を⾝につけましょう。
２８⽇ ⼟
２９⽇ ⽇
３０⽇ ⽉

アート×英語コンテンツ

アートを通して楽しみながら、ネイティブとの英会話を楽しみましょう！未来のファッション ・既成概念に囚われない⾃由な発想からファッションデザインを考える。⾃分が考えたアイデアをかたちに

NO.8

や最新ファッションを考えます。⾃由な発想でオリジナルのデザインを考えて、実際に模造紙 するための⼯夫などを学ぶ。

「デザイナーになって紙

や画⽤紙などを使って洋服を作りましょう。

で洋服を作ろう」
３１⽇ ⽕

■ Beginner:
■ Beginner:
Beginner:「学校にあるも 学校、教室にあるものを英語で⾔えることができるように練習します。また少しずつ単語を学 ・アルファベットの発⾳の法則を少し理解する

英語① NO.7

のを英語で⾔ってみよ

び、アルファベットごとの発⾳の法則を徐々に覚えていきます。

う！」
＆ Intermediate:「所有格 ■ Intermediate:
を覚えて話せるようにな

My、Your、His、Her、Our、Their、Itsといった所有格を覚えてスムーズに話せるようになり

ろう！」

ましょう！

＆Advanced:「反対の意
味をもつ⼀般動詞①」

・⾝近にあるものを少しずつ英語で⾔えるようになる。
■ Intermediate:
・My、Your、His、Her、Our、Their、Itsといった所有格の概念を理解する
・My、Your、His、Her、Our、Their、Itsといった意味を理解し、使えるようになる
■ Advanced:

■ Advanced:
様々な動詞を覚えて、より豊かな会話表現を⾝につけましょう。

・stay、takeなど様々な動詞を理解し、使えるようになる

