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今 だから出来ること。Monthly First Bookは、今月の大事なお知らせです。
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Story Books

Monthly Themes Easter /  Spring

Welcome back, everyone! I hope you all had a wonderful spring 

vacation. April is such a great month for fresh start as beautiful and 

colorful flowers bloom on Spring season. Back in Philippines, April 

is the peak of summer season so it’s a popular time to visit coastal 

beach to lie down on the white sand in Boracay or dive into the 

clear, blue water in Palawan, or go surfing in Siargao. In this month, 

we also observe a Catholic occasion called Holy Week where we 

remember Christ’s passion and resurrection until Easter Sunday. 

My parents would always bring us to our province during this 

season when I was a kid that’s why I never experienced hunting for 

easter eggs. So I am really looking forward to celebrate a month 

full of Easter activities and easter egg hunting with everyone this 

month! Let’s all enjoy this year’s spring together and make more 

amazing memories this year!

春本番を迎え いよいよ新学期が始まりました。プリスクール
クラスの4月はたくさんの子ども達が泣きながら通ってくる月で
す（笑）子どもたちの涙を前に保護者の方も心配な気持ちになっ
てしまうと思いますが 大好きなママの不安な顔は子どもたちに
伝わってしまいます。子どもたちの「はじめの一歩」を笑顔で
そっと背中を押し、送り出して頂けましたら嬉しいです。ママが
お迎えに来てくれることを理解し クラスのリズムに慣れると
子どもたちなりにクラスを楽しめるようになります。個人差の大
きな時期ですので 焦ることなくまずは気持ちが落ち着く場所・
遊びを見つけられるようにそして安心してクラスで過ごせるよう
にサポートして参りたいと思います。何か気になることなどがあ
りましたら些細なことでも構いませんので いつでも講師にお声
掛け下さい。

◎お持ち物に「必ず」お名前のご記入を！

ガイダンス P6, 6-8 ＆ ケアギバーからの「お持ち物についてのお願い」参照

喉が乾いたとき、水筒にお名前がないから、水筒
を受け取るのが後回しになってしまったり。なく
なっちゃったり。持ち主が解らなくなってしまう
事以外にも、子どもが困ることは沢山あるんです。

今月は ROAN先生

今月は HITOMI 先生

●こどもを笑顔で見送ろう●

Picture Dictionary

☆ 4月はまだ使いません
P- ･- /  トラック- （聞いてきてね）

聞かせるのではなく、かけておく。

プリスクールで使うお歌が満載です。お片付けの曲、
英語の体操曲、クリスマスの曲など幅広くカバーしています。
プリで覚えたお歌をお家で一緒に歌ってください。

聞かせるのではなく、かけておく。

Clean Up!
→ Super Simple Songs

「In the light of the moon a little egg 
lay on a leaf.（月明かりの中、葉っぱの
上に、ひとつの小さな卵がのっていま
す）」という出だしで始まる、エリック・
カールの現代の名作。子どもたちが大
好きな虫が蝶にかえる話を通して、数
字の数え方や曜日を学びます。

絵本の紹介The Very Hungry Caterpillar
はらぺこあおむし

5月のARTでご家族の写真を使います。
今月中に写真を4枚（ご家族が全員揃うような写真2枚と
お子様のスナップ写真2枚）をご用意下さい。
写真の裏に必ず子供の名前を書いて持ってきて下さい（ローマ字で！）

5月もまだ使いません。

5月は？ Family / Animals

会員限定公式LINEアカウント

ご登録後、教室からのお知
らせが届いたり、タイムラ
インでお子さまのクラスの
写真や動画をご覧いただく
事ができます。

WEEK PINK ROOM BLUE ROOM
FRIDAY CLASS

※プログラムの内容は去年のものです。子どもたちの興味によって変更があります。詳しい内容は
ドキュメンテーションを通してご報告します。お楽しみに！

Special Choice ART Game Special Choice ART Outdoor Special Choice ART Project

1st 

Sensory Water Play

(Easter Egg)

カラフルなイースターゲッ
ツをお水の中に浮かべて
遊びます。会話を通して

色を学びます。
また、お水遊びは子ども
たちの気持ちを落ち着か
せるのに最適なあそびで

す♪

Easter Dotting

イースタードッツ

Sensory Water Play

Pom Pom

五感遊び：お水とポンポン

Sensory Water Play 

五感遊び：お水とポンポン
Easter Dotting

イースタードッツ
Routines 

お部屋に慣れましょう

Explore the Block Play

(Magnetic Shapes )

ブロックの探求

Colorful Sun Catcher

/カラフルテルテル坊主
Meeting with the 

colors

色との出会い

※子どもたちの興味や学
びのペースによってこの
内容は変更することもあ

ります。

2nd 
Bunny Hand Puppet

バニーパペット
Rolling Eggs

ローリングエッグス

Sensory Water Play 

五感遊び：たまごとポンポ
ン

Easter Chick

イースターのひよこ
Routines 

お部屋に慣れましょう

Explore the Block Play

(Color Blocks )

ブロックの探求

I see colors (CANVAS)

/色が見えるよ！

3rd
Spring Butterfly

春のちょうちょ
Easter Egg Hunting / 

エッグハンティング
Sensory Water Play 

五感遊び：お花
Big Flower Collage

大きなお花
Routines 

お部屋に慣れましょう

Explore the Block Play

(Mirror )

ブロックの探求

Friday Friend’s Photo 

Shooting

/フライデーフレンズの写
真撮影

Little Cloud教室の絵本

お天気の事をやります。


