
2021年10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 ⾦ 英語② NO.20

Beginner:「復習回
③（対象：16〜
19）」
＆ Intermediate:
「英検５級苦⼿潰
しこみ」
＆Advanced:「英検
４級苦⼿潰しこ
み」

■ Beginner:
記憶の定着を図るための、まとめ回です。「16.天気を英語で⾔ってみよう！〜19.⽇付を
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:
差し迫った英検5級の受験に向けて、苦⼿分野の潰しこみを⾏います。

■ Advanced:
差し迫った英検４級の受験に向けて、苦⼿分野の潰しこみを⾏います。

■ Beginner:
・天気について質問＆回答ができるようになる
・疑問詞Howの使い⽅を覚える
・⽇付、曜⽇、時刻について英語で⾔えるようになる
・1000まで英語で⾔えるようになる
・疑問詞Whatの使い⽅を覚える

■ Intermediate:
・英検５級取得を⽬指し、苦⼿分野を潰しこむ

■ Advanced:
・英検４級取得を⽬指し、苦⼿分野を潰しこむ

２⽇ ⼟
３⽇ ⽇
４⽇ ⽉ アート×英語コン

テンツ NO.19
「粘⼟で友達を作
ろう③（着⾊)」

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！
前回紙粘⼟で制作した友達の胸像に⽔彩絵の具で着⾊をして完成させます。2年⽣以上
は、相⼿をよく観察して細部まで丁寧に⾊を塗ることを⽬標にしましょう。

・体のパーツ、⾊について英語で⾔えるようになる
・⽴体の着彩技法を学ぶ。

５⽇ ⽕ 英語① NO.21
Beginner:「家族を
英語で⾔ってみよ
う！」
＆ Intermediate:
「英検５級苦⼿潰
しこみ」
＆Advanced:「英検
４級苦⼿潰しこ
み」

■ Beginner:
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:
差し迫った英検5級の受験に向けて、苦⼿分野の潰しこみを⾏います。

■ Advanced:
差し迫った英検４級の受験に向けて、苦⼿分野の潰しこみを⾏います。

■ Beginner:
・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
・〇〇 is ■■の⽂章に慣れる

■ Intermediate:
・英検５級取得を⽬指し、苦⼿分野を潰しこむ

■ Advanced:
・英検４級取得を⽬指し、苦⼿分野を潰しこむ

６⽇ ⽔ 算数検定選⼿権
NO.6
「算数検定で謎を
解け！」

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
品が！みんなで楽しみながら取り組みましょう！

・算数に対する苦⼿意識をなくす
・⾃分の得意な点／不得意な点を理解する
・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

７⽇ ⽊ アート NO.19
「粘⼟で友達を作
ろう③（着⾊)」

前回紙粘⼟で制作した友達の胸像に⽔彩絵の具で着⾊をして完成させます。2年⽣以上
は、相⼿をよく観察して細部まで丁寧に⾊を塗ることを⽬標にしましょう。

・⽴体の着彩技法を学ぶ。

８⽇ ⾦ 英語② NO.21
Beginner:「家族を
英語で⾔ってみよ
う！」
＆ Intermediate:
「英検５級苦⼿潰
しこみ」
＆Advanced:「英検
４級苦⼿潰しこ
み」

■ Beginner:
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:
差し迫った英検5級の受験に向けて、苦⼿分野の潰しこみを⾏います。

■ Advanced:
差し迫った英検４級の受験に向けて、苦⼿分野の潰しこみを⾏います。

■ Beginner:
・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
・〇〇 is ■■の⽂章に慣れる

■ Intermediate:
・英検５級取得を⽬指し、苦⼿分野を潰しこむ

■ Advanced:
・英検４級取得を⽬指し、苦⼿分野を潰しこむ

９⽇ ⼟
１０⽇ ⽇
１１⽇ ⽉ アート×英語コン

テンツ NO.20
「ピクトグラムを
つくろう」

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！
ピクトグラム（⽂字のかわりに絵を使って、それが何かをわかりやすく⽰したもの）につ
いて学び、オリジナルのピクトグラムをつくります。2年⽣以上は、ピクトグラムの特性
を理解し、それを活かしたオリジナルのピクトグラムをつくることを⽬標にしましょう。

・建物や場所の名前を英語で⾔えるようになる
・⾝近にあるピクトグラムを発⾒し、
 ⾃分の⽣活で役⽴ちそうなオリジナルのピクトグラムを考える。

１２⽇ ⽕ 英語① NO.22
Beginner:「家にあ
るものを英語で
⾔ってみよう！」
＆ Intermediate:
「英検５級振り返
り」
＆Advanced:「英検
４級振り返り」

■ Beginner:
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
いった⽂章を英語で話せるように練習していきましょう。

■ Intermediate:
受験した英検5級の問題を⾒直し、解説します。
苦⼿分野はゲームを通して、楽しみながら理解していきます。

■ Advanced:
受験した英検４級の問題を⾒直し、解説します。
苦⼿分野はゲームを通して、楽しみながら理解していきます。

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

■ Intermediate:
・英検５級の内容をしっかり理解する。

■ Advanced:
・英検４級の内容をしっかり理解する。

１３⽇ ⽔ 国語読解⼒向上コ
ンテンツ NO.5
「好きなYouTube
動画をPRしてみよ
う」

各⾃⾃分の好きなYouTube動画を決めて、POPやチラシなど⾃由に作成し、その魅⼒が
他のお友達に伝わるようにPRしてみましょう！

・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

１４⽇ ⽊ アート NO.20
「ピクトグラムを
つくろう」

ピクトグラム（⽂字のかわりに絵を使って、それが何かをわかりやすく⽰したもの）につ
いて学び、オリジナルのピクトグラムをつくります。2年⽣以上は、ピクトグラムの特性
を理解し、それを活かしたオリジナルのピクトグラムをつくることを⽬標にしましょう。

・⾝近にあるピクトグラムを発⾒し、
 ⾃分の⽣活で役⽴ちそうなオリジナルのピクトグラムを考える。

１５⽇ ⾦ 英語② NO.22
Beginner:「家にあ
るものを英語で
⾔ってみよう！」
＆ Intermediate:
「英検５級振り返
り」
＆Advanced:「英検
４級振り返り」

■ Beginner:
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
いった⽂章を英語で話せるように練習していきましょう。

■ Intermediate:
受験した英検5級の問題を⾒直し、解説します。
苦⼿分野はゲームを通して、楽しみながら理解していきます。

■ Advanced:
受験した英検４級の問題を⾒直し、解説します。
苦⼿分野はゲームを通して、楽しみながら理解していきます。

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

■ Intermediate:
・英検５級の内容をしっかり理解する。

■ Advanced:
・英検４級の内容をしっかり理解する。

１６⽇ ⼟
１７⽇ ⽇
１８⽇ ⽉ アート×英語コン

テンツ NO.21
「秋のはっぱをつ
くろう」

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！
コーヒーフィルターを絵の具で染めて、秋の葉っぱをつくっていきます。2年⽣以上は何
⾊かを同時に染めて、グラデーションを楽しんでみましょう。

・⾃然に関する単語を英語で⾔えるようになる
・紅葉を意識しながら、秋の葉をつくる。

１９⽇ ⽕ 英語① NO.23
Beginner:「乗り物
を英語で⾔ってみ
よう！」
＆ Intermediate:
「疑問詞の使い⽅
応⽤編①」
＆Advanced:「不定
詞まとめ①」

■ Beginner:
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
せたそれぞれの動詞も覚えて⾏きましょう。

■ Intermediate:
これまでに学んだ疑問詞を振り返りながら、新たな疑問詞や疑問詞の使い⽅を、より深く
学びましょう。

■ Advanced:
不定詞の代表的な使い⽅を理解し、会話に⽤いることができるように練習しましょう。

■ Beginner:
・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
・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:
・Who、Whose、Whomそれぞれの意味と使い⽅を理解する
・Whichの意味、使い⽅を理解する

■ Advanced:
・名詞的⽤法、形容詞的⽤法、副詞的⽤法の違いを理解し、会話にて使うことができるようになる

２０⽇ ⽔ プログラミング的
思考を⾝につけよ
う NO.5

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.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、
みんなで楽しみましょう！

・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

２１⽇ ⽊ アート NO.21
「秋のはっぱをつ
くろう」

コーヒーフィルターを絵の具で染めて、秋の葉っぱをつくっていきます。2年⽣以上は何
⾊かを同時に染めて、グラデーションを楽しんでみましょう。

・紅葉を意識しながら、秋の葉をつくる。

２２⽇ ⾦ 英語② NO.23
Beginner:「乗り物
を英語で⾔ってみ
よう！」
＆ Intermediate:
「疑問詞の使い⽅
応⽤編①」
＆Advanced:「不定
詞まとめ①」

■ Beginner:
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
せたそれぞれの動詞も覚えて⾏きましょう。

■ Intermediate:
これまでに学んだ疑問詞を振り返りながら、新たな疑問詞や疑問詞の使い⽅を、より深く
学びましょう。

■ Advanced:
不定詞の代表的な使い⽅を理解し、会話に⽤いることができるように練習しましょう。

■ Beginner:
・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
・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:
・Who、Whose、Whomそれぞれの意味と使い⽅を理解する
・Whichの意味、使い⽅を理解する

■ Advanced:
・名詞的⽤法、形容詞的⽤法、副詞的⽤法の違いを理解し、会話にて使うことができるようになる

２３⽇ ⼟
２４⽇ ⽇
２５⽇ ⽉ アート×英語コン

テンツ NO.22
「ハロウィンのラ
ンタンをつくろ
う」

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！
ハロウィンに向けて、ハロウィン⽤のランタンつくります。

・ハロウィンに関する単語を英語で⾔えるようになる
・ハロウィンイベントをより楽しむため、⾵船に和紙を貼り付けた⼿作りのランタンを作る。

２６⽇ ⽕ 英語① NO.24
Beginner:「復習回
④（対象：21〜
23）」
＆ Intermediate:
「疑問詞の使い⽅
応⽤編②」
＆Advanced:「不定
詞まとめ②」

■ Beginner:
記憶の定着を図るための、まとめ回です。「21.家族を英語で⾔ってみよう！〜23.乗り物
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:
これまでに学んだ疑問詞を振り返りながら、新たな疑問詞や疑問詞の使い⽅を、より深く
学びましょう。

■ Advanced:
不定詞の特別な使い⽅を理解し、会話に⽤いることができるように練習しましょう。

■ Beginner:
・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
・〇〇 is ■■の⽂章に慣れる
・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
・There is 〇〇 at 〜 / There are 〇〇s at 〜を覚える
・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
・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:
・How to do／What to doの使い⽅を理解する
・Why don't we go〜／ you go〜の表現を学ぶ

■ Advanced:
・too to構⽂、enough to構⽂などを理解し、会話にて使うことができるようになる

２７⽇ ⽔ なぜなぜPJ NO.4 9⽉から準備をしてきたハロウィンパーティを開催します。みんなで楽しみましょう！ ・作成した計画に沿って、ハロウィンパーティを開催する

２８⽇ ⽊ アート NO.22
「ハロウィンのラ
ンタンをつくろ
う」

ハロウィンに向けて、ハロウィン⽤のランタンつくります。 ・ハロウィンイベントをより楽しむため、⾵船に和紙を貼り付けた⼿作りのランタンを作る。

２９⽇ ⾦ 英語② NO.24
Beginner:「復習回
④（対象：21〜
23）」
＆ Intermediate:
「疑問詞の使い⽅
応⽤編②」
＆Advanced:「不定
詞まとめ②」

■ Beginner:
記憶の定着を図るための、まとめ回です。「21.家族を英語で⾔ってみよう！〜23.乗り物
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:
これまでに学んだ疑問詞を振り返りながら、新たな疑問詞や疑問詞の使い⽅を、より深く
学びましょう。

■ Advanced:
不定詞の特別な使い⽅を理解し、会話に⽤いることができるように練習しましょう。

■ Beginner:
・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
・〇〇 is ■■の⽂章に慣れる
・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
・There is 〇〇 at 〜 / There are 〇〇s at 〜を覚える
・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
・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:
・How to do／What to doの使い⽅を理解する
・Why don't we go〜／ you go〜の表現を学ぶ

■ Advanced:
・too to構⽂、enough to構⽂などを理解し、会話にて使うことができるようになる

３０⽇ ⼟
３1⽇ ⽇

⽇程
10⽉


