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

6 MONTHLY FIRST BOOK
Animal & Friend

Monthly Themes

To the Parents

Our goal of this month

保護者の皆様へ
今月は JANE先生

◆ Native 講師から

● 学習を楽しめる ●

Hello everyone! Can’t imagine it’s already been half a year. That was fast! Time flies
when you are having fun and it’s nice to see that we are able to find new friends here at
Playgroup! It’s always more fun to play together right? Way back in my country, I spent a
lot of time with my friends. They are my friends since high school and we often go hiking
and swimming. We love climbing mountains and going to the beach during summer. I
remembered when we climbed a twin mountain, that took us more than 12 hours to
reach the peak! Also, the Philippines is famous for beautiful beaches and we try to visit
famous places at least once a year. There are many beautiful islands there, too! I love
taking photos of the places we’ve been to and capture memories which I can look back
when I’m older. Two years ago, my friends visited me in Japan and we went hiking at
Mount Takao. It was tiring but it was a lot of fun! I rode a cable car to see the view of the
mountain. But, I’ve never been to any beach in Tokyo before so, I’d like to go to
Okinawa with my friends in the future! I’ve seen it in photos and it’s stunning. Have you
been there before? What water sports activities do you recommend? If you visit my
country, I would definitely recommend Boracay island! It’s famous for its white sand
beach and many tourists go there, too! I went there twice and the experience was
awesome!

コース①7月27日～29日

コース②7月28日～30日

毎日、英語に触れる夏
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今月は特になしです。が、暑くなってきました！

FRIDAY CLASS

BLUE ROOM

Special Choice

Game

※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！

ART

Explore the Dramatic Play
(Building Social)
Making A Zoo! They Are My Friends!
秘密
ドラマチックプレイの探求
私のお友達！
（社会性を育むあそび）
子どもたちはみんな
They Are My
Journal Book
Animal Puppet Explore the Dramatic Play で大きな模造紙に
Friends!
PlayGroup動物園を
僕の私の日記帳
ドラマチックプレイの探求
動物のパペット
※子どもたちの作品をコレクショ
描きます。
私のお友達！
（道具の使い方）
A）ドラマで遊ぶ
ンしていくノートです
自分の好きな動物に
Making A Zoo
好きな色をぬって、そ
Let’s Feed The
クラスメートのお顔が載っ
Explore the Dramatic Play の動物は何を食べ
動物園をつくろう！
Animals
ているアートを作成します。
ドラマチックプレイの探求
どこで遊ぶの？寝る ※グループ製作です。アートの
ご自宅に持ち帰ったら、 動物にエサをあげよう
お持ち帰りはありません。
の？誰が見に来るの
ぜひご家庭でお友達につ
かな？一緒に考えて
いて話してみてください。
Who
am
I?
/
This
is
作る動物園がどんな
My Favorite Animal
Feather Art
my friend …
形になるのか、今か
羽のアート
お気に入りの動物
私のお友達
らとても楽しみです♪

Outdoor

Special Choice

ART

Project

Hoops

Mixing Colors

Teru Teru Bozu #2
テルテル坊主

Encounter With Colors
色との出会い

公園で遊ぼう

Hoops
公園で遊ぼう
Hoops
公園で遊ぼう

Hoops and Balls
公園で遊ぼう

教材の使い方

色まぜ

様々なものを通して子
Finger Paint
Encounter With Colors
どもたちは色が混ざる
色との出会い
様子を体験します。お フィンガーペイント
水の混ざる様子と粘
土が混ざる様子は全く
Fresh Verdure
違うことを感じ取る事
一色の探求
新緑を感じる
でしょう。光の色も混
※みどりにも濃い・薄いなど、
ざることに気が付くで
ちがう色があることを葉っぱ
しょう。また、色が混ざ
やお友達が作った色など身
Fresh Verdure
りあうことで新しい色
近なもので体験しながら探求
GREEN CANVAS
を発見し、自分で新し
していきます。
新緑・グリーンキャンバス
い色を作り出します。

Story Books

How to use your textbooks

I Went Walking

●MUSIC & MOVEMENT
お薦め！
CD

今月は AKEMI 先生

! お持ち物 汗拭きタオルと着替えのご準備をお願いします。
水筒が小さい方は中身の予備もご用意ください。

PINK ROOM
ART

◆ Caregiver から

吹く風は心地よく、若葉のまぶしい季節になりました。新しい環
境・クラスに、わくわく、ドキドキしながらの日々をお過ごしだっ
た事でしょう。成長の息吹あふれるこの季節・・・心も体も伸び伸
びと過ごしてまいりたいと思います。新しいクラスになり朝泣いて
いた子も、ママが必ず迎えに来る事を理解し始め、徐々に教室での
生活も落ち着いてまいりました。好きな遊びを見つけ、楽しそうな
笑顔をいっぱい見せてくれています！お弁当も講師と一緒にひとつ
ひとつ確認しながら一生懸命準備していますよ。ここで改めてラン
チについてお願いしたいと思います。「できるだけ自分で食べられ
るように」とランチの時間を過ごしております。おにぎり、サンド
イッチなども、小さな一口サイズにして頂けたら、子ども達も食べ
易くなります。「自分で食べられたよ！」「全部食べたよ！」とい
う気持ちは、とても大きな達成感を味わい、大きな成長につながり
ます。まずは「ちょっと少なめかな？」という量で大丈夫です。子
ども達の様子を見ながら、「そろそろ増やしても大丈夫！」という
お子様には、講師より随時お伝え致しますので、どうぞ宜しくお願
い致します。まずはゆっくりと、無理のないスタートにしていきた
いと思います。なにか心配がございましたら、いつでも声をかけて
下さいね。どうぞ「楽しんできてね！」とお子様を笑顔で送り出し
て下さい。そしてお迎えにいらした時は思いっきり抱きしめてあげ
て下さいね！！

（3days)

ART CRAFTS
Special Future

「いいね！」で新着情報ゲット
「いいね！」で新着情報ゲット

Mr.Rod Online M&M
> Walking to the Zoo!

今月は動物がたくさん出てきます！
お家でもたくさん聞いてください。
Lineのトーク画面から見にいけます♪

お薦め！なんか似てるぞ！
Bowen Bear Brown Bear
What Do You See?

●Text Books

５月の本です月のテーマ（動物）にそって絵本
やアクティビティーで盛り上がります。いろんな
色の、いろんな動物達が絵の中に隠れています。
一緒に探してからページをめくるのも楽しいです
”I went walking. What did you see?”
“I saw a black cat looking at me.”
韻を踏んだフレーズで覚えやすいです。
CDを聴くも良し！リスミカルに読んであげるも良し♪
ママ頑張って！

6月は？

Picture Dictionary

会員限定公式LINEアカウント

☆ 26 ALL Abord!!

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。

P58･59 / トラック83
聞かせるのではなく、かけておく。
ボリュームは会話が成立する程度。大きくなくて結構です。耳に残るようにやさしめに。
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