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フルレッスン手順の概要

１．Class Procedure (60•65minute long)
Shouting & Greetings(1minute) : 授業開始前に先生が叫ぶと、子どもたちは歓声を上げ、
先生が力強く「Hi、everyone」叫ぶと、子どもたちは「Hi、teacher」と答えます。 (ま
たは「Hello, everyone」「Hello, teacher」)

２．Let's sing along(3minutes)
Play Timeで学んだ曲と律動で授業を元気よく始める

３．Vision Statement(2minutes)
神と共にしていきたい自分の夢を英語で話す時間

４．The Lord's Prayer(2•3minutes)
「主の祈り」を英語の歌で合唱する

５．Lesson Review(5minutes)
反復的分習法（Repetitive Part Method）に基づいて、「Today’s Lesson」の前に最初か
ら先週学んだ部分まで拍子に合わせて復習する。

６．mini sermon（Background）(2minutes)
授業に先立ち、今日学ぶストーリーの概略的な背景と内容、先週の内容とのつながり、ミ
ニ説教などを話し、きょうの学びへの好奇心を誘発。

７．Today's Bible Story (&mini sermon) (3minutes)
今日の本授業で学ぶ内容のアニメーションを視聴（観る・聞く・解釈・（ミニ説教））

８．Puzzle(5minutes)
パズルを通して自然にアニメーションのセリフを習得

９．Words & Act Out(3minutes)
新しい単語を聞いて話してみること、そして全員立って今の単語が入っている応用文章を
体で表現してみる。



１０．Play Time(5•10minutes)
歌や団体活動が中心である。子どもたちが遊びを通して今日学んだ内容を直接または間接
的に復習するようになる。

１１．Dot Dot Dot &Wordswriting(4minutes)
アルファベット文字と単語の書き込みにより、指の動きと単語認識能力を育てる

１２．Fun Task(10minutes)
描画、作り、塗り絵などできょう学んだ内容を間接的に復習する。時間が足りない場合は
課題として出す。

（Music)：時間あればもう一回最初歌った曲を歌ってもよい。順番も各自で決める。

１３．What's next(1minute)（Snack Timeと連携可能）
次の時間に学ぶアニメーションをプレビューすることで、来週の期待感を持たせる時間

１４．Prayer & Shouting(1minute)
子どもたちと一緒に英語で祈る時間。祈り終わったら、楽しく元気な歓声で終わる。

１５．End•ClassMeeting(3minutes)
授業が終わったら、各クラスの子どもたちは担任先生と終わりの会をする。授業前に提出
した宿題ノートを返し帰宅する。宿題を終えた子どもたちにステッカー（タラント）を与
える。

１６．Snack Time(5•10minutes)
おやつの時間、状況や必要に応じて入れることができる。



Step by Step 「Procedure」

以下の１－４までの導入部は、大体共通の事業用ボード（Hello father, Hello Jesus のどち
らかを押す）から行なう。

1. Shouting andGreeting
「Goals」
授業を始める前に子どもたちが「ジン」に合わせて歓声を上げることで、自分を思いっき
り発散させ、心の準備、声の整えなどを行い、ダイナミックなレッスンの雰囲気を形成す
る。

「Procedure」
（授業用ボードのホームメニューの Shouting の「ジン」の動画を観て、”お兄ちゃん、お
姉ちゃんたちはどうしたのか見てみましょうか？”と話し、「ジン」の音を聞かせ、歓声
をあげる）
•「ジン」の音に合わせて子どもたちに両手を高くあげ振らせ、大きな声で叫ぶようにする。
子どもたちの声が弱い場合は、もう一度叫び、より大きな音を出すようにする。
•それから、先生が笑いながら「Hi, everyone」と挨拶し、子どもたちは「Hi, teacher」と
強く答える。うれしく手を振ればもっといい。

2. Let's sing along
「Goals」

授業開始時に英語の賛美を通して神様を礼拝する心
を持つようにする。（幼い子どもたちなので、落ち
着いた祈りの代わりにエキサイティングな賛美から
始める）

「Procedure」
• 子どもたちが皆席から立つようにする。「Stand

up. please」
•「授業用ボード」メニューの "Let's sing along"から賛美を選び、教師と一緒にふりづけ
（または歌だけ）で歌う。上の図のQRコードからも歌などにアクセスできます（テキス
トに付いてくる）。
•「前に出てみたい人はどうぞ！」と促し、前に出て歌った子どもたちにはステッカー
（タラント）を与える。自己表現や前に出ることへの訓練。



3. Vision Statement
What do youwant to be?
「I want to be the best（ ）」

「Goals」
神様の子どもたち、神の国の王子、王女として、各分野の世界最高になりたいというビジ
ョンを植え付け、どんな人になりたいかを英語で話せるようにする。

「Procedure」
• 先生が”私は神の国の”と質問すると、子どもたちが"prince（王子）”、"princess"（プリ
ンセス）と答えるようにする。
”神の国の王子、王女は夢を持って神に祈ります”、
”皆さん、どんな人になりたいのか夢がありますか？”、
”What do youwant to be”と質問したら、
子どもたちは、”I want to be the best （ ）”と答えるように指導する。

一番最初の時間には、画面に簡単な職業群を紹介し、また各人の「テキスト１」に男の子
の場合 "prince" に〇を、女の子の場合 "princess" に〇をした後、希望する職業の絵を
切り抜いて本人のテキストのカバーに貼るようにする。
• 授業では 2人ほど発表させる。最初に "Iwant to be the best ( )" を言うのが難
しい場合は、職業群だけを言う。徐々に文章を話すように指導する。

4. The Lord's Prayer
幼稚部の子どもたちには、かなり長い「主の祈り」を歌で学ぶ。"主の祈り"を英語で大声
で合唱させることで、英語で祈る習慣の形成もする。

「Procedure」
•「主の祈り」を１週一節ずつ意味を教え、拍子に合わせて歌う。
• 毎週「主の祈り」を合唱するときは、これまで学んだことを全部を拍子に合わせて歌い、
新しく学ぶ歌はチャンク別、または文章別に意味を説明してあげ、拍子合わせて一緒に歌
うようにする。
•「主の祈り」の学習が終わってからは、みんな一緒に「主の祈り」を暗唱合唱する機会を
持つ（教会の大人礼拝とかで）。



5. Lesson Review
「Goals」
教材の内容を子どもたちに無理やり暗唱させることなく、反復的分習法（Repetitive part
method）で、最初から直前までを繰り返し拍子合わせて読む。自然に教材の内容を暗記
することになる。吹き出しのところを活用して子どもたちの話す訓練を最大化する。

「Procedure」
復習用画面を観ながら反復分習法（Repetitive part method）で教師は質問し、子どもた
ちは答える。言い換えれば、問答式で最初から直前まで学んだ内容を復習する。

6. Mini Sermon（Background）
「Goals」
その日のアニメを観る前に、先週の内容とのつながり、きょうの背景と内容などを短く説
明するストーリー（説教）の時間。背景知識を知ることで子どもたちは、Main story に対
する理解度が高くなり、好奇心を持つようになる。

「Procedure」
• 画面を観ながら、”what do you see？”のような質問をし、子どもたちが想像するところ
を話してみるようにする。
• 背景知識や中心内容について短く話してあげ、その後想像を誘発する質問をする。
例）ノアが箱舟に入る前：”アダムとエバがエデンの園を離れた後、多くの人が生まれ、
人々は悪いことをたくさんしましたね。しかし、ノアおじいちゃんは神に従う良い人でし
た。神様はノアおじいちゃんに何を話しましたでしょうか”

7. Today's Bible Story（＆Mini Sermon）
「Goals」
その日のアニメを視聴することで、子どもたちの授業に対する興味と参加度を高める。
（観る・聞く・解釈・ミニ説教）

「Procedure」
「教師用資料」メニューの story に入るか、Reviewの次に進む。画面をクリックするか、
スペースバーを押してアニメーションを再生する。（一時停止は画面をクリック、再生中
のスペースバーはアニメーションの初めに戻る）



• 一度視聴すれば子どもたちはもっと観たいと言う。その時は”Onemore time, please.”と
言えば、また見せる訓練をする。 2回目視聴するときは、英語の文章（セリフ）が終わる
たびに、日本語でで意味を順次通訳してあげる。
• 最後に ”onemore lime, please”を誘導した後、もう一度見せる。（意味をすべて理解で
きるように）
• 注意することは、この段階では子どもたちが、まだ正確にセリフを耳で習得した状態で
はないので、無理して話す訓練をさせない。きちんとした発音が耳に慣れていない状態で、
誤った発音にさらしてはならない。

8. Puzzle
「Goals」
授業で学習した文章をパズルと耳を通して完全に身につける。パズル全体を完成すること
が目的ではなく、その過程で本文の内容を繰り返し聞くことで、自然に文章を身につける
ようにすることが大切。

「Procedure」
• 上の絵を見て、該当絵の位置を見つけて英語で番号を言う。
• 教師が、子どもが選択した番号をキーボードで押すか、マウスで画面の番号をクリック
する。 8番なら数字キー8を押す（クリックする）。当たると一緒に喜んで拍手する。パ
ズルが終わったら、アニメーションが自動的に最初から再生する。これは、パズルで繰り
返し聞いたセリフを、実際のアニメーションの状況と比較しながら再び視聴することで、
セリフを完全に身につけるようにする。

9.Words＆AdOut
”Raise your hand.” ”Raise your foot” 言いながら、学んだ単語と文章を体で表現し身につ
ける。

「Goals」
その日の中心語（単語や句）が含まれている文章を体で表現し、身につける。

「Procedure」
•「教師授業用資料」のスペースバーまたは単語をクリックして、単語の音を聞いて、それ
を話すようにする。必要に応じて繰り返す。



• 単語を覚えた後、キーボードの「s」キーを押すか、画面の「s」ボタンをクリックする
と、その単語を含む文章を聞くことができる。これも必要に応じて繰り返し聞かせ、話す
ようにする。文章練習後、みんな一緒に立って、その文章を体で表現してみる。
例）「Godmade the sun」文章を叫びながら、両腕を上に広げ「God」を表現した後、握
った指を広げる動作を繰り返して行い、キラキラの太陽を表現してみる。（決まったのは
ないので、各自考えてする）

10. Play Time
「Goals」
その日の本文内容に関連する遊びやゲームを通して間接的に復習をする活動

「Procedure」
ゲームの手順の画面を表示し、子どもたちに遊び/ゲームのルールと方法を説明してあげ
る。
• 各ユニットごとに異なる。詳しくは各ユニット TM（Teacher’s manual）をご参照して
ください。

11. Do Dot Dot &WordsWriting
「Goals」
アルファベットを書く順序を学び、学んだ言葉を書くことによって身につける。

「道具」
鉛筆、消しゴムなどを用意する

「Procedure」
• 画面を通して書く順番を見て、音を聞きながら書くように指導する。
• 次に、教材の下の単語を読み、その単語の中のあるアルファベットを書くようにする。
• 例）”今、下に何の絵がありますか” ”太陽があります” ”そうですね” ”太陽は英
語で何と言いますか” “Sun ですね” “ Sunの sを書いてみようかな”

12. Fun Task
「hand」という英語の単語を学んだ
場合は、それぞれ自分の手を置き、
手の形に沿って鉛筆で描いた後、塗



りながら”hand”という言葉を話し、身につける活動をする。

「Goals」
その日の勉強内容と関連のある工作、描き、道探しパズルなどの活動をする。

「道具」
クレパス、色鉛筆、絵の具、はさみなどの道具（各活動に適した材料を選択し使用する）

「Procedure」
• 教材の該当ページを広げて何をするのか説明してあげる。できるだけ事前に作ってサン
プルを見せると効果的。

（Music）
もう一回最初歌った曲を歌ってもよい。

13.What's next
「Goals」
来週の本文内容をあらかじめ見せて、興味と期待感を持って来週を待たせる。

「Procedure」
• ”それでは、次に何が起こるのでしょうか？ 気になりませんか？ 先生がちょっと見せ
てあげます”としながら最後の ”what's next” を見せる。
• これを観た子どもたちからは、”なぜ子どもたちがそうしているの？”、”何と言いました
か？”と質問しても、次回にお知らせすると言って終わる。

14. Prayer & Shouting
「Goals」
祈りで授業を終えることで、授業自体が主への礼拝であることを、幼い頃から子どもたち
に身につけさせる。授業を終えたら「ジン」を打ち、また力強い歓声を上げながらダイナ
ミックで楽しい雰囲気で終了する。

「Procedure」
祈りの一文ずつ日本語で読んでネイティブスピーカーの声を聞きながら、子どもたちも口
で話すようにする。



• 子どもたちが一週間主の子として生きていけるように励まし、祈りをもって終わる。
• 教師が叫ぶと、子どもたちが手を高くあげふりながら大きな叫び声を上げる。

15. End•ClassMeeting
「Goals」
各クラスの子どもたちと担任教師が一緒に集まって最後の会をする。子どもたちとの関係
作りの時間である。教師は宿題検査とダランド通帳チェック。次の一週間の宿題と活動を
知らせる。最後まで態度と姿勢が崩れないようにする。

「Procedure」
• 教師は、子どもたちが授業前に提出した「Workbook」と「My Treasure Book」を返し、
1週間の宿題と活動を知らせる。（各クラスの担任教師が別にいないときは、最後の祈り
の前に宿題を知らせる。）
• 担任教師は子どもたちの宿題とタラント（ステッカー）をすべて整理しておき、子ども
たちがすぐに両親と帰宅できるようにする。

16. Snack Time
それぞれ教会の特性に応じて適切に運営する。



１回目の授業（Unit 1）（First Class Sample Lesson）

        

1. コンピュータと授業用資料、ボード2枚、タラントステッカー、ジン

2. 授業資料の確認：鉛筆、消しゴムなど（文具類は必須）：必要なときのみ与えることで気を散らすことを

防ぐ。

3.（レッスンの 5分前に歌の曲をつける - 復習と雰囲気作りの効果があります。

4. 水を飲むかトイレを済ませる： 授業の流れをスムーズにすることができる。

5 生徒たちが来たら大きく歓迎して抱きしめる。

1. ジンを鳴らす

さて、まず他のお兄ちゃんやお姉ちゃんは、こうしてジンを打ったらどうしたのか見てみますか？

そして、Teacher's kit にあるジンの動画を見せる。子どもたちが力強く歓声をあげて手を振るようにＡクラ

ス、Ｂクラスの競争を誘導する。

2. 挨拶する

担当教師紹介をしてHI、everyone！するとHi、teacher! で答えるように教える。（最初の時間には、教師

が英語を頻繁に使用し、英語を使うことが自然であることを認識させるのも良い。）

                  

1.ホーム画面でClass Rules をクリックします。（パワーポイントを開く）

•右方向キーを押して王子、王女の画面を見せながら、「皆さんは天国の王子、王女です。知りませんでし

たか？うわ〜凄いことが分かりましたね！」

•（スペースバーを押すとネイティブサウンド）王子は英語でプリンス、プリンセスプリンセスと教えてあ

げる。 prince、princess 言葉を聞いて習うように繰り返した後、「さて、それでは私たちの prince と

princess はどのように行動するのでしょうか。騒いだり歩き回ったりするでしょうか？ いいえ〜勉強の

ときはちゃんと座っているでしょうね〜」

2. 右方向キーを押すと Dos（ーをします）、Don'ts (ーはしないでください)を見せる（パワーポイントを開

く）

•それでは、教室で何をす

べきかを先生が読むのでつ

いて読んでみましょう

（Repeat afterme）

a-d まで見て、Don'ts し



ないでください。どんなことをしてはいけませんか？

•画面を見てルールしたがって読む：最初の授業を含め 2～3回程度してその後はしない。

                    宣言  絵 必要     絵 資料        使 

1.ホーム画面で Vision Statement をクリックします。

教師は[絵資料]で職業群を学生数だけカラープリントして準備しておく。

2. '神の国の王子(prince)、王女(princess)は夢を持って神にいつも祈ります！

• What do you want to be? の画面を見せながら、皆さんどういう大人になりたいですか？ それを話して

みようかな？ What do you want to be?

3.右方向キーで次の画面

Iwant to be the best (英語の文章の意味を説明し、拍子に合わせて一緒に大きく読む。)

•では、みんな何になりたいのか考えてみてください。

＜画面で右方向キーを押すと、カードの形で絵が出てくる。右方向キーを押すと画面が上がり、ネイティブ

スピーカーのナレーションは、スペースバーを押します。）

2. [職業に対する絵の資料を見て、自分がなりたいものを決める。そして、自分が生りたい絵を切り取ってテ

キストの前にある Vision Statement のところに貼り付ける。書くことができる学生はその下に英語で書いて

おく。

例）Iwant to be the bestmusician,

•神の子どもは、何をしても世界最高に

なるべきであることを強調し、なぜベ

ストがつくのかを説明した後、それぞ

れになりたい夢や職業の英語つけて、I

want to be best ( )という文章

を教師と共に力強く拍子に合わせて読む

ようにする。（Iwanna be the best で発音することもできます。）

•6、7歳の幼稚園の学生は、ビジョンや職業の概念がまだわからないので、人魚、姫、ママ、パパ、キリンな

どになりたいと言うこともある。



(T: leacher S: Student)

例）T：「何になりたいですか？ What do youwant to be?

T: Teacher S: Teacher

T: teacher S: Teacher

T: Best teacher S: Teacher

T: Best teacher S: Teacher

T: I want to be S: I want to

T: I want to be S: I want to be

T: the best teacher S: the best leacher

T: I want to be the best teacher. S: I want to be the best teacher.

             説教 

先生は子供の頃には月は誰が作ったのか、気になりましたが。

あなたは誰が作ったのか知っていますか？

（神様〜）

うわ〜私たちの友達は本当に賢いですね！この絵（画面）に目がキラキラしているのは誰ですか？

（羊だ〜）

では、今からどんな話をするのが見てみましょう。

1. 「今から楽しくて面白いアニメを観てみましょうか？」とすると、子どもたちは「はい」と答える機会を

与えます。

2. 1 回視聴後、もう 1回観たい時は 'Onemore time, please'を言わせる。

3. 観てから「何が起こったんだ What happened?」（日本語＋英語）

•徐々に意味が分かってきたら日本語は抜く - 質問すると学生は「羊がサングラスをかけました」、「太陽

がのぼりました」、「森の中です」などのシーンの話をするかも。

4. もう一度観てください Let's watch it onemore time.（もう一度観る）

- 二番目アニメを観る時はセリフが終わるたびに日本語で通訳してあげる。

例） Whomade the sun? 誰が太陽を作りましたか？ （赤ちゃんの声に近い）

Godmade the sun, 神様が太陽を作りました。 （パパさんの声に近い）



           

1. 今度は楽しいパズル時間～ It's puzzle time!」

2. 初期には英語で数字を話すのに慣れないことがあるので、1～9まで指しながら練習する。

•機械的にOne two three を言うことができますが、どの数字であるか文字としては分からないことがありま

す。9から逆に読む練習もよい。

3. 基本的に一番上の画面に出てきた絵を観てそれを覚え、下にその絵の位置を当てる活動。

•パズルを当てるたびに、繰り返し出てくるセリフが、無意識に生徒の頭の中に入るようにすることに、その

目的がある。

4. パズルを当てる時は「手を挙げて、Raise your hand」と教えてあげる。

5. 当てた時は褒めてあげながら拍手をする。

•無駄な時間がないように、セリフが出てくるときに騒がないように、正しい姿勢で静かに手を挙げる学生を

指名すると言っておく。 （ジェスチャーと手触りは動作だけにしてもよい。）

      単語 

1. 「これはなんだ What is it?」と教師が質問すると、生徒たちが「太陽！」と叫ぶと「そうですね！」太陽

は英語で何だろうか。 'Listen and repeat.'しながら、スペースバーボタンを押して sunを聞かせてフォロ

ーさせます。

2. 上と同じ方法で 2番目の単語であるmoonを身につける。

3. 単語を使ったその日の文章表現は、キーボードのボタンを押して聞いてみる。

1) Godmade the sun.

2) Goomade themoon.

-sun/太陽

- Godmade the sun. /神様が太陽を造られました。

-moon/月

- Godmade themoon. /神様が月を造られました。

       体表現 

1.では今学んだことを体で表現するエキサイティングな act out 時間です！みんな起きてください。 Stand

up, please.

2.さて、sunはどのように表現しますか？手を上げて生徒たちと一緒にキラキラ表現してみよう。



•学生の個性的な表現を賞賛し、認める。 Godmade the sun を叫びながら表現してみる。 同じ過程で God

made themoon.も表現してみる。

             遊  時間  必要               暗記       

「歌の場合、一回の授業に歌詞を 2〜3行ずつ教え、子どもたちが比較的にうまくついてくる場合、教師が教

える量を調節する。

•歌は各 Chapter 最初の Play time に教えます。その後のユニットのPlay Timeは様々なゲームやフェニック

スで構成されている。

Whomade theworld? 誰が世界を造りましたか？

Whomade the sun? 誰が太陽を造りましたか？

whomade themoon?誰が月を造りましたか？

Godmade the sun, 神様が太陽を造りました。

andGodmade themoon.そして神様が月を造りました。

                  

画面を見て Look at the screen。

聞いてついて読んでみてください。 Listen and repeat.

Sunの「s」 書いてください。 Write the letters' from the sun.

文字を書いている間、それぞれ褒めてあげる。

      書 込 時間 

本の最初の絵を見てください。 Look at the first picture of your book.

なんですか？ What is it? (名詞の場合) / 何をするのですか？ What does he/she do? （動詞の場合）

•単語を誘導した後に書かせる。 2番目の単語も同じプロセスでする。

•すべての過程で日本語訳は時間が経つにつれて徐々になくなり、英語のdirectionのみで進行する。



                 時間   時 宿題   出 

※画面はミュージック最初の曲再生準備、教師用資料にはないので教材見ながら進行づること。

※必要な準備物は教師があらかじめ準備、各種活動は TMの留意事項と過程をよく熟知して進行する。

本を観てみましょう 'Open the book.'

何が見えますか？ What do you see?

・タイトルを読み、どのようにするのか簡単に説明

- 作成/描画進行：時間が足りない場合は、宿題とする。

•Sunの「S」字があるところをきれいに色を塗っていくと、絵が見えてくる（赤でよいが、他でもいい）。

S字だけ先に塗らせて、どんな絵ですかと聞き、「太陽がありますよ～」と答えると、英語でなんですか？

と聞いてみる。下では、「m」を塗ると月が出る。時間があれば一緒にやってみてもよい。

- 各 activity は TM 上の留意事項と過程をよく熟知して進行する。

•最後のクリーンアップ（片付け）時間にクリーンアップ（clean up）ソングを利用してもい。

Clean up、clean up！

Everybody, let's clean up.

Clean up、clean up！

Put your things away.

                   

1.What's next

• 次回に観るアニメーションを一回だけ見せて、興味と期待感を持って帰宅させる。

2. Let us pray (祈りの時間）

まず日本語で訳して挙げてから、すぐにネイティブの音声を聞かせた後、チャンク別に英語で合唱させる。

例: こんにちは神、Hello、Father! /



S：Hello、Father！

T：太陽をくれてありがとうございます。 Thank you for the sun, /

S: Thank you for the sun,

T. 月をくれてありがとうございました、 thank you for themoon /

S: thank you for themoon,

T. そして世界をくれてありがとうございます thank you for the whole world /

S: thank you for the wholeworld.

T. イエス様のお名前で、In the name of Jesus /

S. In the name of Jesus

T.祈ります。 I pray。 /

S: I pray。

T.アメン、Amen/

S: Amen

•生徒が thank you for の文章を繰り返し続けながら、このチャンクに慣れるようになり、感謝の気持ちを最

初に英語で表現できるようにする。

3. ジンを打つ

4. 担任教師の宿題説明、タラント通帳配る。



2回目（Unit 2）のレッスン（Second Class Sample Lesson）

Greetings
1. 「ジン」を打つ

2. Hi, everyone すると皆さんは何と言いますか？ Hi, teacher で答えるようにする。

3. 律動で歌う

・ 'みんな起きよう' 'Stand up, please'

•さあ、楽しい曲で始めましょう' Let’s sing along。

•歌詞を拍子に合わせて読んで解釈した後、ついて歌う。

•律動と一緒に賛美する。

4. 発表A/Bクラスor個人発表

Class Rule クラスルール
1. 天国の王子と王女

•教師：”私は神の国の”、 学生： 'prince' 'princess'と答えるようにする。

2. 教室規則合唱

•「天国の王子様、王女は規則を守ります〜教室でどうするべきかクラスルールを読んでみます。

教室の規則を見ますか？

• '先生に従って一緒にしましょう' 'Repeat afterme'。

Vision Statement
1. Visionを叫び

・ 「神の国の王子と王女たちは夢を持って祈ります」

・ 先生、”What do youwant to be?” ”あなたは何になりたいですか”と聞く〜

・ ネイティブスピーチ: I want to be the best （ ）

. 'このように答えるんですよ〜'

・ 「先生についてしてみますか？」 Iwant to be the best ( )

・ ”私は最高の（ ）になりたいです”

文章全部を話せないときは、場合は分けて読む。

”I want to be (私はなりたい)” / ”the best (最高の)”

＜読んで／解釈／ついて読む＞

職業軍の意味と読む訓練。ネイティブスピーチはspace bar で再生。



2. 発表

・ 約2,3人ほど発表させる。先生は what do youwant to be? と質問し、子どもは

Iwant to be the best ____'と答える。

各授業に2人ほど発表させる。

”I want to be the best（ ）”と、全部話すのが難しい場合、職業群だけ言い、徐々に全体

文章で話すように指導する。

The Lord's Prayer
1. 主の祈りを学ぶ

・ さあ、今から楽しくて楽しい主の祈りを学びましょう。学生の歓声。

・ '主の祈り' The Lord's Prayer の曲を聴いてみませんか？ ソング再生

・ Our Father (私たちの父) / in Heaven (天におられる）

＜読んで／解釈/ついて読む＞

・ 黄色い行一行ずつ再生、みんなで歌う。

Lesson Review (復習)
反復的分習法（Repetitive Part Method）に基づき、「Today’s Lesson」の前に最初から学んだ部

分まで拍子に合わせて復習する。今までの内容をもって先生は質問を、子どもたちは答えをする

（ 子どもたちをA,Bに分けて、または１：１など）という復習です。

1.教師/学生復習

• 前の時間まで学んだことを楽しく復習する時間です。

・ 教師は質問、学生の答える。 '先生は子ども羊、皆さんはおパパ羊になります〜'

•画面をすばやく移動させながら拍子に合わせて先生（子ども羊）は質問し、子どもたち（パパ

羊）は答えることを繰り返す。

・ 復習時に単語を変えて追加質問してもOK（例、以下参照）

Play Time(ゲームと遊びの時間)
whomade themoon?

Godmade themoon

2. A チーム Bチームに分けて発表練習

3.状況に応じて個人別に発表練習。上達していない以上、団体発表の練習が良い。



ミニセルモン(Background and 好奇心誘発)
授業に先立ち、先週とのつながり、今日学ぶストーリーの概略的な背景を話し、好奇心誘発。

私たちの可愛い子ども羊は、パパ羊と森の中を歩いていますね。どこに行くのかな？

今度は、子ども羊が何が気になっているのかな？ アニメーション画面を観ながら考えてみましょ

うか？

※Mini sermonはここでも良いが、必要であれば次のToday's Bible studyで行なっても大丈夫です。

Today's Bible Story
今日の本授業で学ぶ内容のアニメーションを視聴する時間、必要であれば、ここで Mini sermon

をしてもよい

1. 最初の視聴

・ Mini Sermonの後に子供たちの歓声とともにAnimationを観る。

•視聴後、何が起こったのか、What happened？ （今後慣れたときには日本語解釈はなし）

子どもたちは、「子ども羊のお腹が空いています。「葉っぱを食べなさい」などの話をするかも。

•もう一度観たいですか？ 観たいなら Onemore time, pleaseと言ってください。

2. 2 回目の視聴

•もう一度観る、 Let's watch it onemore time

•アニメーションを 2回目観ると、1つの文章が終わるたびに日本語で通訳してあげる。

・ ネイティブスピーカー：Whomade the trees？

・ 先生：誰が木を作ったのですか？ （子ども羊の声）

・ ネイティブスピード Godmade the trees,

・ 先生：神様が木々を造られました。 （パパ羊の声）

3. 3 回目の視聴

Puzzle : パズルを通して自然にアニメーションのセリフを習得
1. 数字練習

'アニメーションよりも楽しくて楽しい It's puzzle time！

・ Let's count the numbers, one two three 数字を指しながら言ってみる。



（数字に慣れるように逆さまにしたり、ランダムに数字を聞いて訓練させる）

2. 発表練習

・ 静かにして、手をあげる友達を先に発表させると話しておく。

・ 先生の片手は、静かに口をふさいで、もう一方の片手は前に伸ばして発表させる人を指名する

3. 発表

・ パズルは数字キーで動作する方が良い。学生たちにはただの three と言わないで、Number

three と言うように教育

Words
Today's Bible studyとつながりのある単語、またはその単語が含まれている文章を読む。

・ 意味と一緒にネイティブスピーチ（単語/文章）を聞かせてついて読む。

•これは何ですか？

そうですね。木は英語で何と言いますか？ Listen and repeat.

単語：Space bar /文 S

1. これは何？ What is it?

2.上記と同じ順番で2番目の単語である flower を勉強します。

3. 該当言葉を使った文章はキーボードのSボタンを押したら出てくる。何回か聞かせて生れるよ

うに。

1)Godmade the trees,

2) Godmade the flowers.

・ tree/木

・ Godmade he trees, 神は木を作った。

・ flower/花

・ Godmade he flowers.神は花を作りました。

Act Out
全員立って今の単語や文章を体で表現してみる

1. 「今からは先ほど学んだことを体で表現するエキサイティングなAct out 時間です！」、「みん

な立ってください。 Standup, please.

2.木、花を体で表現した後、意味とともに単語/文章を一緒に話してみる。



Play Time（これはしないで、代わりにアルファベットソングや英語暗記カードをする）
歌や団体活動が中心である。子どもたちが遊びやゲームを通して今日学んだ内容を復習する。

• Plant asmany trees / as you can,

たくさんの木を植えてください /可能な限り

・ ゲーム方法

・ サイコロは大きいほど良いです。サイコロの数字は大きくて、みんな見れるようにする。数字

を一緒に英語で言えるようにする ： 大きなボックスに数字を書いて作ってもいい。

・ A、Bチームからそれぞれ一人ずつ出てサイコロを転がして、高い数字が出た方が木を一個ずつ

黒板に書いてつけていく。

・ どんどん増えて20～30個を越えれば、子どもたちが英語で数えることが難しくなるので、適当

な数字（20個）で終わる。その時に英語で一緒に数えてみて、今度はAチームが勝ったね。またや

ってみようとして、また0から始める。

・ 木の大切さ、山に木を植える理由を説明してあげる。

説明の例）

・ 木は私たちが呼吸する酸素、絵を描く紙を私たちに与えます。

しかし、最近、山の木がどんどん減っています。私たちも木を植えてみましょうか？

Dot Dot Dot &Words writing
アルファベット文字と単語の書き込みにより、指の動きと単語認識能力を育てる

•Dot Dot Dot :アルファベット文字を書く練習時間

Look at the screen

Listen and repeat.

tree の t を書いてみます。 Write the letter 'T' from tree.

・ モチベーションメント：書く練習をすると、皆さんの英語の木の根が丈夫になります。

・ 本の最初の絵を見てください look at the first picture of your book

「これは何ですか。」

何をするの？ What does he/she do?

• Wordswriting(書き込み)

今習った単語の書き込みにより、指の動きと単語認識能力を育てる

・ 本の最初の絵を見てください。 Look at the first picture of your Book



・ これはなんですか？ What is it (名詞の場合) / 何をするの？

What does he/she do? （動詞の場合）

・ 書こうとする単語を上手く誘導し、書くようにする。 2番目の単語も同じプロセスで指導

・ すべてのプロセスで、日本語解釈し時間が経つにつれて英語だけで進行します。

•さまざまな活動は、T /Mの上の注意とプロセスをよく読んでから進行します。

Fun Task（時間なければ宿題）：するときは色鉛筆が必要（教会で用意しておく）
・ 本を見てください。 'Open the book.!

何が見えますか？ What do you see?

はい、花が見えます。おばあちゃんが花に水を与えています。

• Color the flower, 花に色を塗ってみてください。

•花を色とりどりの色鉛筆で色づけしてみる。年上の7歳の子どもが多い場合は、これを少しずつ

切り取ってノリで貼ってみてもよい。

・ クリーンアップ クリーンアップソングをつけてするのもよい。

クリーンアップ、クリーンアップ！

Everybody, let's clean up.

クリーンアップ、クリーンアップ！

Put your things away.

Wrap up (授業仕上げ)

（Music） ： もう一回最初歌った曲を歌ってもよい。

What's next

次回に学ぶアニメーションを少しだけ見せて、興味と期待感を持って帰宅するようにする。

Let us pray(＆ Shouting)
例）こんにちは、神様！ Hello, Father!

木々を与えてくださりありがとうございます。 Thank you for the trees,

花をくださりありがとうございます。 Thank you for the flowers,

そして全世界を下さってありがとうございます。 and thank you for the wholeworld.

イエス様の御名で祈ります。 In tne name of Jesus, I pray. Amen。



3. 「ジン」を打つ

4. 担任教師の宿題説明、通帳にステッカーをつけてあげる

EndClassMeeting

授業が終わったら、各クラスの子どもたちは担任先生と終わりの会をする。授業前に提出した宿題

ノートを返し帰宅する。宿題を終えた子どもたちにステッカー（タラント）を与える。おやつの時

間も一緒にしてもよい。



TMの内容の例(ユニット別授業の運営方法及び注意事項）

Chapter 1. Who Made the World? （誰が世界を作ったのだろうか？）

Unit 1(１回目の授業参考)

授業時間の間には、中が悪い子どもたちや仲が良すぎる子どもたち、ずっと騒ぐ子どもた
ちを注意深く見て、必要なら席が遠くなるようにする。クラスルールを破る子どもたちに
は警告を与え、2 つの警告がたまったら最後の警告を与え、クラスの一番後ろに行って
「time out」するようにする。あるいは、小さな椅子（考える椅子 「thinking chair」）
を置いて自分の過ちを反省する時間を持つようにする。
• 子どもたちはこの椅子に行くという話を聞くと、態度を変えていく。

[First Class Sample Lesson 2

Unit 2(２回目の授業参考)

（ClassroomEnglish]
皆経ちます。 Stand up, please. (または Everybody, stand up, please)
皆座りましょう。 Sit down, please.

(Second Class Sample Lesson 2]

Unit 3

(ClassroomEnglish)
歌一緒に歌いましょう。 Lets sing along.
よく聞いてください。 Listen carefully。 （このとき、耳に手を当てるジェスチャーをす
るとよい）

ミニセルモン
”私たちのかわいい赤ちゃんはお父さんと何をしていますか？ 今日は赤ちゃんが何をお
父さんに尋ねるのかな？ そして、私たちの友達は、赤ちゃんの質問に答えることができ
るのか、みんな一緒にエキサイティングなアニメーションを観ますか？”



Today's Bible Story
• Whomade the fish?
誰が魚を造りましたか？

Godmade the fish
神様が魚を造りました。

Words
•fish/ 魚
Godmade the fish 神様が魚を造りました。
• sea / 海
Godmade the sea 神様が海を造りました。

Act Out
• 手を祈るように集めて魚が泳ぐ姿を表現する。海は腕を前に伸ばして指で波を作る。腕
を広げる姿など様々な形にできる。

Play Time（暗記カードやアルファベッドソングでもＯＫ）
• Lets go fishing。”釣りに行こう”
• 魚りで、釣り竿に乗る磁石は強いものより少し弱いもの
がよい。少し弱くて、魚を持ち上げて落ちたりすると面白
い。強い磁石の場合、魚を適度に動かして、一度に複数の
魚を捕まえられないようにする。

•ゲームの説明
• 準備物：吊り棒（または箸）複数、マグネット、様々な
魚カラー絵（口部分にクリップ付）
1. 釣り竿に繋いだ糸の先端には、小さな磁石を付け、魚
の絵カードにはクリップを貼り、釣りゲームができるよう
に準備する。

3. チームを分けたり、個人単位で進行してもよい。

4. 床には海の絵がある大きな紙を敷いて置くか、青い



紙などを敷いておく。

4. その上に魚（海藻、貝、ヒトデなどを含む）をたくさん置き、子どもたちに釣り遊びを
させる。

5. 魚を捕まえた時、”I got fish”と叫ぶ。

Fun Task（時間なければ宿題）
Follow the letters and find a shell house.
文字についていき、貝の家を訪ねていきます。

（Music）

もう一回最初歌った曲を歌ってもよい。

Let us pray
• こんにちは。 Hello, Father ！
• 海をくださりありがとうございます。 Thank you for the sea,
• 魚をくださりありがとうございます。 Thank you for the fish,
• そして、世界をくださりありがとうございます。 and thank you for the wholeworld.
• イエス様のみ名によって祈ります。 In the name of Jesus, I pray. amen

Unit 4

(ClassroomEnglish)
静かにしてください。 Bequict, please.
手をお召し上がりください。 Raise your hand.
これは何ですか？ What is this? What is it?



ミニセルモン
私たちのかわいい赤ちゃんは森の中で何をしていますか？はい、勉強をしているようで
す。
今日はどんな面白いことが起こるのか？私たちのようなエキサイティングで楽しいアニメ
を見てみましょうか？
Today's Bible Story
• Whomade the birds?
• Godmade the birds.

Words
誰が鳥を作りましたか？
神様が鳥たちを造られました。
- bird/鳥
•Godmade the birds、神が鳥を作った。
- sky / 空
• Godmade the sky.神様が天を造られました。

ActOut
•鳥を表現するとき、両手を翼のように伸ばしてふくらんでいるか、イーグルのように両手
を伸ばしてぐるぐる回る。きれいで素敵だと褒めてくれる。空の表現は子供が主に指を指
すか、または両腕をまっすぐに伸ばす。

Play Time（暗記カードやアルファベッドソングでも可能）
◆ Guess / what animal/your friends pretend to to.
推測してみてください/どんな動物を友達が
まねるか。
1.画面にある動物をクリックすると、まず動
物の音が出てネイティブサウンドが出ます。
2 動物をクリックしながら、どの動物なのか
尋ねて、英語で従うようにする。



3.生徒の一人が出るようにした後、絵カードを少し見せて、他の生徒たちの前で真似して
合わせるようにする。
4. 座っている学生のうち、英語で正解した友人が再び出て、他の動物の真似をする。

Fun Task（宿題でもＯＫ）
◆ Cut and paste the animal friends on the land,
動物の友達をカットして貼り付ける/地面に
•下部の動物を見上げて灰色の部分を折りたたんで貼り付け、上のフィールドの上に勝手に
貼り付ける。

Let us pray
•こんにちは、神！ Hello, Father!
• 空をくれてありがとう。 Thank you tor the sky,
•鳥をありがとう。 thank you for the birds
• そして世界中をありがとう。 and thank you for the wholeworld.
•イエスの御名によって祈ります。 In the name of Jesus, pray.
アーメン。 Amen

Fun Task
◆ Cut and paste the animal friends on the land,
動物の友達をカットして貼り付ける/地面に
•下部の動物を見上げて灰色の部分を折りたたんで貼り付け、上のフィールドの上に勝手に
貼り付けるようにする。
Let us pray
•こんにちは、神！ Hello, Father!
• 空をくれてありがとう。 Thank you tor the sky,
•鳥をありがとう。 thank you for the birds
• そして世界中をありがとう。 and thank you for the wholeworld.
•イエスの御名によって祈ります。 In the name of Jesus, pray.
アーメン。 Amen



必要物品
子供たちに忘れずに家族の写真を持ってくるように言う。また、はさみと石が必要です。
担当教師が準備する。

★ Color the picture/Find and circle.
作成やアップロードがあり、そのペ
ージを開ける必要がある場合は、漢
字で color the picture
（絵を塗る）または Find and circle
（アルファベットを探して円を打

つ）が挿入されています。
家でやってみるようにしたり、早く来た友達にやってもらうように指導する。

Unit 5

[ClassroomEnglish]
本をご覧ください Look at the book.
これを見てください。 Look at this. （dot dot dot 状況で書いて言う）

ミニセルモン
私たちの赤ちゃんはライオンの友達と遊んでいます。パパさんは何してるの？
はい、パパライオンとお茶を飲んでいます。赤ちゃんが今日はまたどんなことを疑問に思
いますか？
私たちのようなエキサイティングで楽しいアニメを見てみましょうか？

Today's Bible Story
• Whomademan?
• Godmademan。
「誰が人を作ったの？
神様が人を造られました。



Words
• man / 男、または人
Godmademan.神様が男（人）を作られました。
*woman / 女性
Godmadewoman.神が女性を作られました。

Act Out
•男はどのように見えますか？表現してみようと言えば子供たちは腕を持って筋肉の姿をし
て見せたり、女性はどのように表現するかそれではスカートや化粧する姿を表現する。即
時的かつ創造的な姿を褒めてくれる。

Play Time（暗記カードやアルファベッドソングなどでもOK）
Pick up the right words / for the photos,
正しい単語を選ぶ/写真に合う

◆ゲーム実名
1.生徒にそれぞれmanとwomanが書いてある単語ガード紙を一つずつ与える。
2.教師が前に絵カードを一つずつ見せてくれたら男ならマンを持って女ならwomanを聞
かなければ正解！
3. 問題ごとに正解を多く合わせた個人やチームにステッカーを貼ってくれたり、スコアを
より多く与える。

Fun Task（時間なければ宿題）
◆ Make your family picture frame.



家族のフォトフレームを作ってみましょう。
•子供たちがそれぞれ持ってきた家族の写真を写真フレームに貼り付けるか、フレームの内
側を切り取り、後ろに貼り付けます。右側の花とリボンなどで額縁を飾るようにする。下
の長い帯は、額縁の後ろを支える台座として、次のように折り畳まれて額縁の後ろに貼り
付けられる。

Let us pray
•こんにちは。神！ Hello, Father!
•私を愛してくれてありがとう。 Thank you for lovingme.
• 神様が私を愛しているように、As you loveme,
•私は私の友人を愛しています。 I lovemy friends.
•イエスの御名によって祈ります。 In the name of Jesus, I pray.
•アーメンAmen。

Unit6

レビューとは合計３パーツで構成されている。

1. ストーリー全体をアニメーションで見る
最初の画面は停止しており、画面をクリックするかスペースバーを押すとアニメーション
が始まります。
画面をクリックすると一時停止、キーボードのdeleteキーを押すとアニメーションの一番
最初に戻る。

2. ワードレビュー
•言葉を聞き、その絵で生徒に線を引くようにします。
•画面の各単語の前にあるスピーカーボタンをクリックすると、ネイティブスピーカーの
音声を聞くことができます。よく聞いて線を描くように何度も繰り返すことができる。
正解確認は数字版で1番～4番を押すと矢印が該当図に移動する。



*単語レビュー時の注意事項
単語の線引きをするとき、6歳の学生は線がうまく描かない場合があるので、補助教師が
助ける。特に 1 回 sun は教師が最初に聞かせてどうするかを直接見せて生徒がよく従う
ように誘導する。

3. 演劇でレビュー
•その章のレビューをすばやく試して、演劇のように出てください。
• 通常のレビュー時間に似ているが、はるかに該当のチャプターにだけ集中でき、演劇の
ようにしてみるので配役を決めておき、その役割の子どもたちを一か所に集めて集中練習
させることができる。

*演劇時の注意事項
•学生をA、Bクラスに分けたら、Aクラスに全部赤ちゃんを仮面、Bクラスに全部パパさん
にマスクすれば、このようにすべて与え、全体的に練習させるのが良い。
•後半のチャプターに行くにつれて人物が多様になるが、前部のチャプターは年齢が若かっ
たり自信のない学生たちに役割を与えて遅れる気がしないようにする。最初のチャプター
はすべての学生が自信を持っている。大使が多い主人公格は他の学生に比べて暗記が速い
友達をさせるようにする。
・厚手の画用紙またはA4用紙を半分ずつ折り、ボードラ
ンベルトをバンドとして使用する。しばしば楔（ベルク
ロ）と呼ばれる小物でバンドを固定すると便利だ。
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