
作成：野田真奈美 

ぞうさんのはな保育園 2021 年 1 月英語活動内容 

 
1 月のテーマ：冬・反対語 

クラス 内容 

0～1 歳児 

 

【始まりのルーティーン】 

・あいさつ “Good morning” 

・はじまりのおうた “Hello song” 

 

【ウォーミングアップ】 

・手遊び歌（Open, Shut Them/ Zoom Zoom Rocket/ Itsy Bitsy Spider, etc.） 

 

【1 月の活動】 

・冬の絵本読み聞かせ 

・雪の結晶あそび →Dance Like Snowflakes（雪の結晶ダンスのうた) 

・雪の中の動物かくれんぼ Who was in the snow? 

 →白い動物の紹介 

・雪玉さがし Hidden snowball game（1 歳児のみ） 

・ペンギンあそび →5 Little Penguins song （5 羽の小さなペンギンのうた） 

・反対語 Opposites 

 →反対語絵本の読み聞かせ 

→Big and Small, Happy and Sad, Up and Down  

→Can you make a happy/sad face?   

→Opposite song（反対語のうた）（1 歳児のみ） 

→We go up/ down（エッグシェーカーあそび） 

・好きな英語の歌であそぼう 

 

【終わりのルーティーン】 

・おわりのおうた “If you are happy” 

2 歳児 【始まりのルーティーン】 

・あいさつ “Hello” 

・はじまりのおうた “Hello song”→今日の気分に変えて歌ってみよう 

・天気の確認  

 

【1 月の活動】 

・冬の絵本読み聞かせ 

・雪の結晶あそび →Little Snowflake（雪の結晶のうた) 

・雪の中の動物かくれんぼ Who was in the snow? 

 →白い動物の紹介 
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・雪玉さがし Hidden snowball game 

・ペンギンあそび →5 Little Penguins song （5 羽の小さなペンギンのうた） 

・反対語 Opposites 

 →反対語絵本の読み聞かせ 

→リアルサイズペンギンとの背比べ Tall or Short 

→動物の大きさ比べ  

Penguin size sorting, Animal sorting (Big/Small, Mommy/Baby) 

→Happy face and sad face sorting 

→We go up and down（エッグシェーカーあそび） 

→Opposite song（反対語のうた） 

・好きな英語の歌であそぼう 

 

【終わりのルーティーン】 

・おわりのうた“If you are happy”／ “Goodbye song”、英語でさようなら 

3～4 歳児 【始まりのルーティーン】 

・あいさつ “Hello” 

・はじまりのおうた “Hello song”→今日の気分に変えて歌ってみよう 

・天気の確認 

・質問に答えてみよう！(What’s your name? How are you?)  

 

【1 月の活動】 

・冬の絵本読み聞かせ 

・雪の結晶あそび →Little Snowflake（雪の結晶のうた) 

・雪の中の動物かくれんぼ Who was in the snow? 

 →白い動物の紹介 

・Find and match the mitten!（手袋マッチング） 

・雪玉さがし Hidden snowball game 

・ペンギンあそび 

 →5 Little Penguins song （5 羽の小さなペンギンのうた） 

 →I can hop（ペンギンアクションあそび） 

・反対語 Opposites 

 →反対語絵本の読み聞かせ 

→リアルサイズペンギンとの背比べ Tall or Short 

→動物の大きさ比べ  

Penguin size sorting, Animal sorting (Big/Small, Mommy/Baby) 

→Long and short（リボンの長さ比べ） 

→We go up and down（エッグシェーカーあそび） 

→Opposite song（反対語のうた） 
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・好きな英語の歌であそぼう   

 

【終わりのルーティーン】 

・おわりのうた“If you are happy”／ “Goodbye song”、英語でさようなら 

・1 人ずつ言葉の確認と英語でじゃんけんなど 

5 歳児 【始まりのルーティーン】 

・あいさつ “Hello” 

・はじまりのおうた “Hello song”→今日の気分に変えて歌ってみよう 

・日にち、曜日、天気の確認 

・The Days of the Week （一週間のうた） 

・友達とあいさつをしよう！(What’s your name? How are you?)  

・フォニックス（音のブレンディング、似ている発音の聞き分け） 

 

【1 月の活動】 

・冬の絵本読み聞かせ 

・雪の結晶あそび →Little Snowflake（雪の結晶のうた) 

・雪の中の動物かくれんぼ Who was in the snow? 

 →白い動物の紹介 

・雪玉さがし Hidden snowball game 

・ペンギンあそび 

 →5 Little Penguins song （5 羽の小さなペンギンのうた） 

 →I can hop（ペンギンアクションあそび） 

・反対語 Opposites 

 →反対語絵本の読み聞かせ 

→リアルサイズペンギンとの背比べ Tall or Short 

→動物の大きさ比べ Penguin size sorting 

→We go up and down（エッグシェーカーあそび） 

→Opposite song（反対語のうた） 

・BB カードあそび 

・好きな英語の歌であそぼう 

   

【終わりのルーティーン】 

・おわりのうた“Goodbye song”、英語でさようなら 

・1 人ずつ言葉の確認と英語でじゃんけんなど 


