The Goal of Our Curriculum is to Help Children Become Enthusiastic Learners

Thanksgiving / Foods

Monthly Themes

To the Parents

【重要】同報メールの登録はお済ですか？

Our goal of this month

保護者の皆様へ
今月は Maki Y先生

◆ Bilingual 講師から

●自分で意思決定をする●

楽しく賑やかなHalloweenが終わり、11月にはとても大切なお祭りが待っています！Thanksgiving（感謝祭）で
す！日本ではあまり馴染みがありませんが、毎年11月の第4木曜日（2020年は11月26日）にアメリカやカナダで
盛大に行われます。Thanksgivingは、1621年にイギリスからアメリカに移住したPiIgrimsたちがアメリカでの初
めての収穫を神に感謝し、 冬を越す知恵を教えてくれたNative Ameicansを招待し祝宴を催したことに由来して
います。特にアメリカでは一年の中でとても重要なイベントで、ごちそうを食べたり、Amercan footballを観たり、
Shoppingを楽しんだりします。特に「Thanksgiving dinner」の文化がとても興味深く、七面鳥（roasted turkey）、
マッシュポテト（mashed potatoes）や、カボチャのパイ（pumpkin pie）、クランベリーソース（cranberry sauce）な
ど、日本で言うお正月の「お節」の様な「我が家の伝統のレシピ」などが多く紹介されています。 YouTubeなどで
「Thanksgiving dinner」と検索すると、バラエティに富んだ豪華レシピを多く観ることができます！（でも、観るだけ
でお腹が空いてくるので要注意！）

◆ Native 講師から

★ Caregiver から

今月はサンクスギビング。普段当たり前に食事をしている私たち
ですが、今月は食に関心を持ち感謝の気持ちを表していきたいで
すね。木場校では、通年、ランチタイムを通して食育に取り組ん
でいます。みんなで一緒に準備をし、いただきます♪のお歌で感
謝を伝え、ランチ中は立ち歩かないことや、終わったらお片付け
することなどたくさん頑張っています。はじめは促されしぶしぶ
取り組んでいた子も、段々と自立し、少しずつ進んで出来るよう
になってきました。食育は「好き嫌いなく何でも食べる」ことだ
けでなく、食を通して正しい生活習慣を身に着けることや、心の
成長につながる教育でもあります。
今月のゴールは“自分で意思決定をする”そのためには、まずは
自分でできる事は自分でやる。です。プリスクールの子ども達は
「自分で！」が口癖になってくる年齢です。どうか時間にゆとり
がある時は、自分でトライする時間をたっぷりとあげてください。
その自分でやろうとする気持ちとチャンスを見逃さないでくださ
いね。大人が手を出しすぎてしまうと、やってもらうのを待つ子
になっていってしまいます。自分でできることや、ちょっと手伝
えばできることはどんなことがありますか？そして、それらは
日々変わってきます。子ども達の成長速度に負けぬよう、私たち
大人も関わり方を変化させることが大切です。
手を出さないことも愛情です♪ほっとくのではなくて見守る。愛
情いっぱいに見守ることが、子ども達を大きく成長させてくれま
す。

今月は Roaｎ先生

November marks not only the beginning of the dry season but also the start of the long Christmas holiday celebration in the Philippines.
Aside from observing All Saints’ Day and All Souls’ Day on the first 2 days of November, there are various festivals and celebrations that
are held throughout the month. One of the known local festival on a nearby city in the province where I grew up is called Higantes
Festivals. It may not include huge and juicy Turkey, unlike the Thanksgiving in the west, but this festival has a parade for “Higantes” — a
Spanish word which translates to “Giants” in English. Towering at ten to twelve feet, with diameter of about four to five feet, Higantes
are made of paper mache for their heads, and bamboos and colorful textiles for their trunks. Other than the parade of the Giants, you
would find yourself drooling over scrumptious local foods during the festival. My personal favorites are the sweet and cold Halo-Halo —
which is a dessert with shaved ice mixed with milk, sweet beans, purple yam, sweet custard, and more; then there’s local rice cakes
called Bibingka and Puto-bumbong — which are both sweet and colorful delicacies; lastly, would be the Seafood Rice. Some local
restaurants in the area also serves exotic food like duck eggs and frog dishes. This is just one of the many festivals you could see around
the country during the month of November. It may seem far fetched to see this kind of celebrations happening sooner. But let’s still try
to celebrate occasions and festivals virtually!
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「いいね！」をクリックで新着情報ゲット

Sandwich Lunch Partyをやります！
毎年11月4週目にサンドイッチパーティーを
やっていますが、今年はコロナによりできま
せん。少しでも雰囲気を楽しめたらと思い、
最後の日（4週目の水曜日or木曜日のお弁
当をサンドイッチの日にします

ページ
facebook で「プレイグループ木場校」を検索。
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Special feature

1st

2nd
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Little beans
for
Little hands
お豆遊びは五感を
使った代表的な遊
びです。色々な種
類のお豆で感触を
感じたり、目で色
や形の大きさを確
かめながら分類を
して遊んだりももし
ます。また、手先
指先、認識力（量、
数、違い）、パター
ンなども学べます。

Native / Project

ART

Game

Special Choice

ART

Outdoor

Handprint Turkey
ハンドプリント ターキー

Food Matching
フードマッチング

Nature Museum
自然博物館

Beans Play
(Every week)
お豆遊び （五感）

Let’s play in the park
公園で遊ぼう （ボール）

Fall Tree
秋の樹木

Let’s eat yummy
pumpkin!
このかぼちゃ、おいしい
ね！

Nature Museum
自然博物館

Autumn Playdough
秋のねんど遊び

Let’s play in the park
公園で遊ぼう

Sandwich making
(cooking)

Tray sensory for beans

サンドウィッチを作ろう おまめであそぶよ 1.2.3！
教材の使い方
サンドウィッチパーティー

・お外にお出かけした時に、面白い形やきれいな色の
木の実や落ち葉を見つけたら持ってきてください
・4週目の水曜日or木曜日のお弁当はサンドイッチ弁
当を持ってきてください

Outdoor / Project

Sandwich making
Taste (Nutrition)
(ART)
Tray sensory for beans
食感 （食育）
サンドウィッチを作ろう おまめであそぶよ 1.2.3！
どんな味？なんの味？
サンドウィッチパーティー

Taste (Nutrition)
食感 （食育）
どんな味？なんの味？

Special Choice

Autumn Leaves
秋の樹木

Let’s play in the park
公園で遊ぼう
（ウィンドワンド）

Observation Drawing
インディアンコーン

Let’s play in the park
公園で遊ぼう

Nature Walk
自然の探査
Taste
(Five senses)
食感と味あそび
Find the
living things
（生き物を探そ
う！）

ART

Project

Nature Shaker
ネーチャーシェイカー

Cooking Dried Fruits
(orange)

Pop Corn (cooking)
ポップコーン
（クッキング）

Cooking Dried Fruits
(grapes)

Dried Fruits Garand
ドライフルーツの
ガーランド

Cooking Dried Fruits
(lemon)

Flavor Collage
フレーバーコラージュ

Cooking Dried Fruits
(banana)

Story Books

How to use your textbooks

お勧めの本

●Growing Vegetable Soup.

●MUSIC & MOVEMENT CD

今月はThanksgivingにち
なんで、食べ物や、穀物
の絵本を導入して行きま
す。また、日本の絵本で
すが、サンドイッチパー
ティーに向けてサンドイッ
チの本も読みますよ。

If You'Re Happy And You Know (Hello Mr. Turkey)
→Holiday Piggyback Songs

今月導入のターキーのお歌が収録されています。
イベントごとのお歌がたくさん入ったCDです。

みんな大好きお豆のセンサリー!!!

●Text Books

12月は？

Picture Dictionary

18 The Night before Christmas

☆ 12 Vegetable Fun
P30･31 /

今月は HITOMI 先生

トラック41（聞いてきてね）

FUN CREATIVE INERACTIVE

秋。過ごし易くなりました。
今年はキノコをたくさん食べたいです。
子供たちとはかぼちゃとサンドウィッチを食べます～

来月はいよいよクリスマス。
ことしも、ウィンタースクール、
やりまーす！
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