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レッスン： 

Christmas Lesson 2「クリスマスレッスン２」 
 
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", "Here you are", "Thank you" 

学習する単語： なし 

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

 

ダウンロードしていただく資料： 

材料： クリスマスカード用： 

 色画用紙／厚紙 

 クラフト用の道具（例：ラメ、絵の具、フェルト、綿、キラ

キラ光るシール、など。） 

 のり 

 封筒 
 

ゲーム「Pass the Parcel（小包をまわせ）」用： 

 小さな飴 

 語彙のレッスン用に、語彙画像 

 包装紙 

*絵カード： Santa, Rudolph, presents, Christmas tree, decorations, roast turkey, 
Christmas pudding [[[ do not translate ]]] 

*ワークシート：  Santa Maze 2 ワークシート 

*歌：  We Wish You A Merry Christmas (alternative lyrics) 
or 
Jingle Bells (alternative lyrics) 

 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
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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」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. クリスマスカードを作る。 

4. クリスマスカードを見せ、「We Wish You A Merry Christmas」を歌う 

5. 「Flashcard Pass the parcel」をする 

6. 「Musical Chairs」または、「Musical Cushions」をする 
 

まとめ： 

1. 宿題を出す：「Santa Maze 2」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. 楽しいクリスマスパーティーをすることを伝えましょう。

クリスマスキャロルを BGMとしてかけてください。前回作

った輪かざりがまだあれば、お教室に飾ってください。 
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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 

授業の前に、これらの語彙の絵カードを教室に隠して

ください。最初は先生が見本となって、サンタの絵カ

ードを探してみます。絵カードを見つけるまで、教室

を探し回ってください。見つけたら、今度は子供たち

に他の絵カードを探すように言います。 

 

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. クリスマスカードを作る 

クリスマスカードは、厚紙と工作道具で簡単に作れる上、みんなで楽しくできます。

授業の前に、厚紙を切って、全員分のカードを用意しておきましょう。 
 

子供たちに、クラスのお友達にクリスマスカードを

作ることを伝えましょう。先生が作る相手をあらか

じめ決めておくか、それぞれ作ってあげたい相手を

選ばせてもいいでしょう。全員、絵を描いたり、フ

ェルトを貼り付けるなど、カードにクリスマスシー

ンを作ってもらいます（サンタ、ひいらぎ、クリス

マスツリー、など）。ラメ、雪を再現する綿、キラ

キラ光るシールなどを使って、更に飾りつけます。 
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上級生たちは、カードにクリスマスメッセージを書いてもらい、初級の子供たちに

は、先生がメッセージを書くのを手伝ってあげましょう（鉛筆で薄く書いてあげ、

なぞってもらうのも良いでしょう）。カードを渡す相手の名前を書くのを忘れない

でください。 
 

出来上がったら、全員にカードを封筒に入れてもらいましょう。 

 

 
 

4. クリスマスカードを見せ、「We Wish You A Merry Christmas」を歌う 

子供たちにグループに分かれてもらい、前回作った松ぼっくりツリーを持って座っ

てもらいましょう。以下の３点の表現を教えましょう。「Merry Christmas」「Here 

you are」「 Thank you」。まずは先生が見本となって、３つの表現を言いながら、作

ったクリスマスカードをある生徒に渡しましょう。次は、子供たちが、表現を言い

ながら、自分たちが作ったクリスマスカードを相手に渡します。 

 

 
 

前回の授業で習った、クリスマスキャロルを歌いましょう。 
 

（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。 
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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て行きましょう。 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

5. 「Flashcard Pass the parcel」をやる 

子供たちは、このゲームが大好きです！レッスン

前に小包の準備をしておきましょう。その前に、

全員に配れるだけの飴と、全員分のクリスマス語

彙の画像／絵カードがあるか確認しておいてくだ

さい。飴を画像／絵カード（例： Santa, Christmas 

tree, など）一枚に貼り付け、それを包装紙で包ん

でください。別の一枚にも飴を付け、最初の包み

と一緒に、新たに包装紙で包みます。他の画像／絵カードについても同じ作業を続

け、最終的には、すべての画像／絵カード＋飴が（何重になって）一つの小包にな

るようにしてください。 

 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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ゲームの趣旨は、生徒たちに小包の包装紙を順番に剥がしていってもらい、出てき

た画像／絵カードの語彙を正しく言ってもらいます。正しく言えた場合は、付いて

る飴がもらえます。 
 

さて、小包の準備ができたらゲームを遊びましょう。 

全員に輪になって座ってもらいます。クリスマスの音楽を再生し、子供たちに小包

を回してもらいます。音楽がストップした時に小包を持っていた子に、包装紙を一

枚剥がしてもらいましょう。画像／絵カードの語彙を言ってもらい、正しければ、

ついている飴をあげましょう。これを全員に順番が回るまで続けます。 

 

6. 「Musical Chairs」または、「Musical Cushions」をする 

これは、椅子取りゲームです。子供たちの数よりも一つ少

ない数の椅子、またはクッションを円状に並べてください。

そのまわりを音楽に合わせて、子供たちにスキップ、また

は歩いてもらいましょう。音楽を止めたら、子供たちは急

いで空いている椅子／クッションに座ります。座れなかっ

た子は、アウトです。椅子／クッションを一つ抜いて、ま

た音楽に合わせてゲームを続けます。最終的には、椅子／

クッション一つと、子供たちが二人残っている状態になり、

最後に座れた子が優勝です。 
 

 

まとめ： 

1. 宿題を出す：「Santa Maze 2」のワークシート。 

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）。 

2. 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。 
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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。 


