東京コミュニティスクール＜プレ初等部＞
テーマ学習 プログラム
2021年度運用版
TCS International Preschool 〜 Program of Inquiry 2021
4月12日〜6月4日

6月7日〜7月22日

updated: 2021/04/01
8月30日〜10月15日

10月19日〜12月4日

12月7日〜1月28日

1月31日〜3月17日

Term
ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ: 6月4日（金） ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ: 7月22日（木） ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ: 10月15日（金） ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ: 12月4日（土） ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ: 1月28日（金） ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ: 3月17日（木）
探究領域：共存共生

探究領域：万象究理

探究領域：意思表現

探究領域：自主自律

探究領域：時空因縁

Sharing our planet

Finding mechanisms around us

Expressing ourselves

Being oueselves

Adapting ourselves to space and time Organizing our community

私たちはいかにして葛藤を乗り越え 森羅万象の性質・法則から私たち
て共に幸せになるのか？
は何を学びとるのか？
Life themes How can we overcome conflict in
（探究領域） order to achive optimum
happiness?

ﾃｰﾏﾀｲﾄﾙ

ｾﾝﾄﾗﾙ
ｱｲﾃﾞｨｱ

探究の
戦略

私たちはどうしたら気持ちや考えを 私たちはどのように自分らしく生き
わかり合えるのか？
続けるのか？

What can we learn from the laws of How can we come to an
nature?
understanding of each other?

探究領域：社会寄与

私たちは環境と時代の変化にどの 豊かな社会生活を実現するために
ように適応していくのか？
私たちは何ができるのか？
What can we do to realise a
thriving community?

How can we be true to ourselves? How can we adapt to change?

資源、権利と責任、紛争と平和、自 自然界の性質と法則、自然界と人
然と人間の共生、生態系、多様性 間社会、科学技術の発展と影響、
の探究
設計と構築、アートとデザイン、数
理科学の探究

鑑賞、発見、受信、編集、創作、発 自分自身、認識と価値観、心身の 現在地、風土と歴史、家、旅行・冒 社会制度、組織の構造と機能、人と
信の探究
健康、人間関係、意思決定、生きる 険・移住、文明と文化、宇宙と未来 人とのつながり、社会的意思決定、
意味の探究
の探究
経済活動とその影響、仕事の探究

Green Thumb

All Aboard!

Life is But a Stage

My Story

Do the Dishes

On a Role!

Central Idea:
私たちは植物と共に生きている。
We live alongside plants.

Central Idea:
交通は人間と環境に影響を及ぼ
す。
Transportation impacts people and
the environment.

Central Idea:
私たちは様々な方法で経験や感情
を表すことができる。
We can express our experiences
and emotions in different ways.

Central Idea:
己を知ることが、世の中とのつなが
りの第一歩になる。
Learning about ourselves helps us
to understand and connect with
ourselves and others in the world.

Central Idea:
食は嗜好と文化を反映する。
The food we eat and share reflects
our personal tastes and
backgrounds.

Central Idea:
私たちはコミュニティの一員としての
役割と責任がある。
A community is organized around
the jobs and roles of its members:
we all have roles and
responsibilities.

Strategy of Inquiry:
# my and others’ stories
# the place of family and the place
of community
# the similarities and differences
between my life and others’

Strategy of Inquiry:
# what people eat in different
places
# ways people eat food
# the food we can grow in a garden

Strategy of Inquiry:
# what communities need
# role and responsibilities of the
community
# the way that children can
contribute to their community

Strategy of Inquiry:
Strategy of Inquiry:
Strategy of Inquiry:
# arts of a plant
# transportation connects places
# verbal and non-verbal
# changes that occur in plant
and people
communication
growth
# transportation requires particular # stories that are told with and
# taking responsibility for plants as structures
without words
they grow
# people create systems of
# stories told with the body
transportation for predictability and
safety

(C) Tokyo Community School

