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Afterschool Class 

Summer Vacation Homework 2021 

 

 

Hello Afterschool friends! Here’s a little homework for you to try during the 

long summer vacation. Let's work together with your family to practice 

English while we are away from school.  

Afterschool のお友達、こんにちは！夏休みの宿題です。おうちの人に助けてもらい

ながら取り組んで、英語を練習しましょう。 

 

 

◆Practice English Phrases and Vocabulary 

Please practice English at home with your families, and practice new 

vocabulary that we will learn in August. Our new unit is about food and 

nutrition!  

８月の新しい単語を学びましょう。今月のユニットは食物と栄養です！ 

 

Vocabulary: grain, sugar, dairy, beef, pork, poultry, salt, oil, vitamins, 

nutritious, unhealthy  

 

    
grain     sugar     dairy     

 

 

 

 

 

 

 

Beef    pork    salt 
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    poultry       

  oil 

 

 

 

 

 

 

 

 

vitamins     nutritious     unhealthy  

 

 

 

 

◆Practice Self-Introductions  

Let’s practice the self-introductions we have been doing in class!  

クラスで行っている自己紹介の練習をしましょう！ 

 

● Everyone: Hello, my name is __. I am __ years old. I live in __.  

● 2nd and 3rd grade: I go to__. I like __. I want to be a __. I wish I could __. 

My skill is __. My best feature is __.  

 

 

◆Food Journal 

With the help of your family, let's draw and write a journal about something 

you eat every week over summer vacation. Please try to write 2-3 

sentences. Families, please help your child to write, and maybe you will 

learn some new English as well!  
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毎日食べている朝食・昼食・スナック・夕食、どの食事で

も良いです。 

絵日記をつけてください。 

上に絵を描いて、下には２～３文の英文を書いてくださ

い。 

英文が難しい場合は単語のみでも良いです。または、お家

の人に手伝ってもらいながら新しいフレーズを勉強して書

いてみましょう。 

書いた文章は読んでみてくださいね。新しいフレーズを覚えるチャンスです! 

 

 

◆Drama 

Please practice reading your drama at home with your family! 

Sui に行っている「Drama」を練習しましょう！ 

 

● 1st Grade - The Three Little Pigs  

● 2nd and 3rd - Ali Baba Jr. and the Four Thieves  

 

 

◆Science Activity 

以前 School で経験したことがあるお友達もいるかもしれませんが、材料からすべてを家族と一緒

にそろえ、是非トライしてみてください。新しい発見や知識を得ることができるでしょう!  

固くゆでたゆで卵（卵の殻だけを使用しても OK）を、コーラや炭酸ジュース、お酢、そしてお水に

それぞれつけておくとどうなる？卵の殻は歯の構造と似ている

ことから、この実験を通して、虫歯が起こる過程を観察するこ

とができます。 

結果は観察シートを作って、絵で記録しましょう。できれば、

どんな様子だったか、何を学習したか、言葉で書けると◎。

観察記録は、次回 Sui にもってきてください。 
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Materials to prepare 

● 3 (or more) hard boiled eggs or enough eggshells to do this 

experiment. It depends how many kind of liquid you use.  

● Transparent jars. 

● Vinegar 

● Cola (or other kind of soda)  

● Water    

● + more liquid that you want to try!  

● Paper and pencil to record.  

用意するもの 

● 固ゆでのゆで卵もしくは卵の殻 

＊いずれにしても、実験を行いたいと思う液体の種類に応じて、十分な数や量を準備しま

しょう。 

● 透明な容器。 

● お酢 

● コーラ（もしくは類似の炭酸飲料） 

● 水 

● ＋他にも試してみたい液体があれば。 

● 観察記録用の紙と色鉛筆. 

 

★There are some notes for the parents!  

1. It will take at least over a night to see clear results. You can leave 

them soaked for several days and observe the progress everyday 

preferably.  

2. Please ask your child what will happen they think while preparing for 

the experiment.  

3. After getting the results, you can also ask him/her why that happened 

they think. You can discuss that acid and sugar can dissolve the 

minerals that is similar to our teeth.  
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4. Please actually observe well taking out the eggshells from the liquid! 

How does it feel?   

 

1. わかりやすい結果を得るため、一晩以上液体に浸けておきましょう。できれば数日間浸けて

おき、毎日観察しましょう。 

 

2. 実験準備をお子さんと行いながら、どうなると思うか、彼・彼女の予想（また、どうしてそう思

うのかもあわせて）を聞いてみましょう。 

 

3. 結果が出たら、観察記録をつけながら、なぜそのような結果になったと思うか聞いてみましょ

う。お子さんの考えを聞いたあとで、「お酢やコーラの成分（酸や砂糖）が殻を溶かしてしま

うんこと、歯磨きをしなくても同じことが起こるということについて話してあってみましょう。 

 

4. 液体から出して、よく観察してみましょう。どんな感触かな。 

 

 

◆Singing Songs 

You can enjoy your favorite songs on vacation, too! Let's sing and dance 

with your families at home. 

たくさん歌って踊ってね！ 

 

 

 

 

 

 

Walking In The Jungle - SuperSimp 

Today is Monday - Alan Smithee 

 


