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レッスン：  

Christmas Lesson 1「クリスマスレッスン１」 
 
概要： 

所要時間： 40 分から 1 時間 

目的： ８つのクリスマスに関する語彙を認識し・識別する。クリスマス

キャロルを歌う 

基本文： "Merry Christmas" 
"What color is it?" 
"Who is this?" 

学習する単語： Santa, Rudolph, sleigh, presents, Christmas tree, decorations, roast 
turkey, Christmas pudding  

復習する単語： Colors [色] 

 

ダウンロードしていただく資料： 

材料： 輪つなぎデコレーション用： 

 のり 

 色んな色の紙／画用紙（短冊状に切る） 

 

松ぼっくりのクリスマスツリー工作用： 

 のり 

 松ぼっくり（全員分） 

 ラメ 

 わた 

 紐、またはデンタルフロスに通したビーズ 

 てっぺんにつける星（全員分） 

*絵カード： Santa, Rudolph, sleigh, presents, Christmas tree, decorations, roast 
turkey, Christmas pudding 

*ワークシート：  Christmas Match Up ワークシート 

 Decorate the Christmas Tree ワークシート 

*リーダーズ:  Santa Gets Stuck 

*歌：  We Wish You A Merry Christmas (替え歌の歌詞) 

または、 

Jingle Bells (替え歌の歌詞) 

 クリスマスソングＢＧＭの CD 

教室備品：  CD プレーヤー、カセットデッキまたは音楽を再生できる機器 
*上記の資料は http://www.kodomoeigokyozai.jp/esl-kids-lesson-plans.html からダウンロードできます。 

http://www.kodomoeigokyozai.jp/esl-kids-lesson-plans.html


www. kodomoeigokyozai.jp | 児童英語指導者用レッスンプラン 

 

 

こども英語教材 レッスンプラン 
Christmas Lesson 1 

「クリスマスレッスン１」 

Page 2 of 7 (C)こども英語教材 
All rights reserved 

 

レッスンの概要 

ウォームアップと復習： 

1. 子供達を向かい入れ、レッスンの前に行われる通常のルーチンをやりましょ

う。 

2. クリスマスレッスンを始める前に、「Santa（英では、「Father Christmas」）」

を教えましょう。 

 

新出内容とレッスンの実施方法： 

1. 新しい語彙を教える: Santa, Rudolph, sleigh, presents, Christmas tree, decorations, 
roast turkey, Christmas pudding 

2. 「Flashcard Touch」と「Missing Flashcard」をやる 

3. 「We Wish You A Merry Christmas」を歌う 

4. リーダーズの「Santa Gets Stuck」を読む 

5. 「Christmas Match Up」ワークシートアクティビティをする 

6. 色の復習 

7. 「Paper Chain Decorations」を作る 

8. 「Pine Cone Christmas Trees」を作る 
 

まとめ： 

1. 宿題を出す：「Decorate the Christmas Tree」のワークシート。 

2. レッスン後の通常のルーチンを行い、生徒にさようならをしましょう。 

 

 

レッスンの流れ： 

ウォームアップと復習： 

1. 通常通り、レッスンを始めてください（例：

Hello song, 「What's your name?」, 「How are 

you?」, 宿題の確認など)。 
 

2. サンタクロースの絵カードを見せ、誰だかを子

供たちから引き出しましょう（「Who is this?"」）。
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この日と次の授業は、クリスマスレッスンだということを知らせましょう。クリス

マスキャロルなどの BGMをかけて、クリスマスの雰囲気を出してください。 

 

  
 
 
 
 

 

新出内容とレッスンの実施方法： 

1. 新しい語彙を教える： Santa, Rudolph, sleigh, presents, Christmas tree, decorations, 
roast turkey, Christmas pudding 

Use flashcards or pictures. Hold up each picture and chorus x3. 

絵カードや画像を使います。絵カード／画像を上にあげ、その絵の語彙を３回言っ

てもらいましょう。 
 

2. 「Flashcard Touch」と「Missing Flashcard」をやる 

絵カードタッチ：絵カードを床に広げます。子供たち

に両手を上にあげてもらいましょう。先生は、一枚の

絵カードの語彙を言ってください（例：「Christmas 

Tree! 」）。子供たちは、急いでそのカードを見つけタ

ッチしなくてはなりません。 

全ての絵カードが読み上げられるまで続けましょう。 

 

消えた絵カード：子供たちに目をつむってもらいましょう。その間に、絵カードを

一枚抜き、全員に目を開けてもらいます。「Which picture is missing?」と聞いてくだ

さい。子供たちに、無くなっているカードを大きな声で言ってもらいましょう。数

回行ってください。 
 

注意：人数が多い場合は、６〜８人づつのグループに分けて、グループごとに、こ
のゲームを遊んでもらいましょう。 
 

3. 「We Wish You A Merry Christmas」を歌う 

ほとんどのクリスマスキャロルには、難しい語彙や現

在の英語には使われていないような語彙も多くありま

す。それは、初級レベルの英語を教えるのに非常に困

難となります。ただし、歌詞をやさしい英単語に替え

て教える事はできます。ここでは、クリスマスキャロ

ル「We Wish You A Merry Christmas」を取り入れました。 

 「 What would you like for Christmas?」 

上級生の生徒を教える場合は、ここで、クリスマスに何が欲しいか話し合いましょう。最初

は先生が見本を見せてあげてください（「For Christmas I would like (a bike)」）。 
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（こちらのキャロルと歌詞は、「こどもえいご教材」のウェブサイトよりダウンロ
ードできます。） 
 

以下が替え歌の歌詞になります。 
 

Chorus: 
We wish you a Merry Christmas, 
We wish you a Merry Christmas, 
We wish you a Merry Christmas, 
And a Happy New Year. 
 
Verse 1: 
Santa and Rudolf, 
Will fly in their sleigh, 
We'll open our presents, 
And have a great day! 
 
Chorus 

Verse 2:  
Our Christmas tree's up, 
With decorations, 
We'll eat a roast turkey, 
And Christmas pudding.  
 
Chorus 
 

Verse 1 を繰り返す 

 
Chorus 
 

Verse 2 を繰り返す 

 

 

歌を再生する前に、絵カードを床、または白／黒板に並べてください。それから歌

を再生し、歌に出てくる語彙に合わせて当てはまる絵カードを指し、子供たちに歌

の内容を教えましょう。子供たちにも参加してもらいましょう。理解を示し始めた

ら、歌を再生せずにやってみるのも効果的です。 
 

最後には、全員で歌いましょう。 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. リーダーズの「Santa Gets Stuck」を読む 

この物語は、上記で学習した歌「We Wish You A Merry 

Christmas」と同じフレーズや語彙を使っているので、う

まくリンクしています。授業の前に、「こどもえいご教

材」のウェブサイトより、物語「Santa Gets Stuck」をダ

ウンロードし、印刷しておきます。ページごとに、絵を

指し、何が見え、何が起きているのか、言ってもらいま

しょう。 

 「Jingle Bells」 

クリスマスキャロル「We Wish You A Merry Christmas」の他にも「Jingle Bells」もありますの

で、ご利用ください。「こどもえいご教材」のウェブサイトよりダウンロードできます。 
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先生: Who is this?  (１ページのサンタとトナカイを指して） 

生徒: Santa and Rudolf! 

先生: Yes, that's right!  (物語を読んで) " It’s Christmas Eve night. Santa and Rudolf are 

flying in their sleigh." What color are Santa's clothes? 

生徒: Red! 

先生: That's right.  Santa always wears red.  (ページをめくる) ... Oh look!  What is this boy 
doing? 

生徒:  He's sleeping! 

先生: Yes, that's right!  Look, how many stockings does he have? 

生徒:  2! 

先生: Yes, 2! He has 2 stockings for his presents from Santa. 

など。 
 

たくさんの質問をして、子供たちに物語に引き込みましょう（例：物体や色を引き

出す）。それから、男の子と女の子のプレゼントの包装紙の中身を想像してもらい

ましょう。 

 
5. 「Christmas Match Up」ワークシートアクティビティをやる 

子供たちにワークシートを配り、上記のレッスンやキャロルで

習ったアイテムを合わせてもらいましょう。その作業中に、子

供たちに順番に質問を投げかけてください（例：Who's this?  

What's this? など。） 
 

6. 色の復習 

色んな色を使って、輪つなぎを作ります。授業の前

に、色んな色の紙を短冊形に切っておきます。それ

ぞれの色を子供たちに聞き、答えを大きな声で言っ

てもらいましょう（「What color is this?」, 「It's 

red」）。子供たちをいくつかのグループに分け、そ

れぞれに紙切れのたばを渡し、それを広げておいて

もらいます。ここで「Slam」をやりましょう。先生

がある色を叫んだら、生徒にその色の紙を手で叩い

てもらいます。 
 

7. 「Paper Chain Decorations」を作る 

グループになったまま、子供たちに、上記の紙と

のりを使って下の絵のようなくさりを作ってもら

いましょう。 
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全員輪つなぎができるまで５分〜１０分待ちましょう。出来上がっ

たら、それで教室を飾りつけるのを手伝ってあげます。できれば、

次の授業まで、飾り付けを残しておきましょう。 

 
 
 
 

8. 「Pine Cone Christmas Trees」を作る。 

松ぼっくりでクリスマスツリーを作ります。松ぼっくりが拾え

る場所があれば一番良いのですが、そういった場所が近くにな

い場合は、クラフトショップなどでも買う事ができます。松ぼ

っくりの他に、綿とラメも用意してください。 
 

以下が作り方の説明になりますので、子供たちに作ってもらい

ましょう。 
 

 

1.  松ぼっくりの下に、のりで綿をつけましょう。これは、雪の代わりになる他、松

ぼっくりをしっかりと立たせる土台になります。 
 

2.  松ぼっくりの先端各所にのりをたっぷりつけ、そこにラメをおとしましょう。 
 

3.  ビーズを紐／デンタルフロスに通し、端を結びます。それを松ぼっくりツリーに

からめ、のりで数カ所貼り付けます。 
 

4. 最後にツリーのてっぺんに、星、リボン、またその他のデコレーションを付けて、

出来上がりです。 
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まとめ： 

1. 宿題を出す：「Decorate the Christmas Tree」のワークシート。 

2. 通常の授業後のルーチンを行う（片付け、かばんに収納、「Goodbye song」を歌

う、など）。 

3. 子供たちが退室のためドアに向かう時、絵カードを見せて、その語彙を言っても

らいましょう（例：Santa）。正しい答えであれば、無事に教室から出られます。

間違っていれば、例の最後までまわり、再度チャレンジしてもらいましょう。 
 

 

 

 このレッスンプランで使用した絵カード、ワークシート、工作シー

ト、リーダーズ、歌は全て kodomoeigokyozai.jp/esl-kids-lesson-

plans.html からダウンロードできます。 

 kodomoeigokyozai.jp/esl-kids-lesson-plans.html には無料でご利用いただ

けるレッスンプランが多数あります。 

 

サイト上にミスがあった場合は http://www.kodomoeigokyozai.jp/contact.htm にご連絡く

ださい。  

このレッスンプランはこども英語教材(http://www.kodomoeigokyozai.jp)が作成したも

ので、著作権の保護下にあります。 


