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

8･9 MONTHLY FIRST BOOK
Transportation & Vacation Safety /Health & Plants

Monthly Themes

今月のファーストブックは8・９月合併号となります。6月から始まった2020年度。すでに2か月が経とうとしています。密を抑えるために少人数でのクラス編成を行い例年と異なる体制
となりました。講師は2名であるもののそれぞれのクラスの子供たちの活動の様子を見ていると、一クラス最大8名の子ども達一人一人にしっかりと活動の時間や場所が提供できていると感
じています。そして、毎年この時期につよくかんじるのが、ひと夏を越えた子どもたちの成長です。10月から、後半の6ヶ月に突入しますが、後半の半年は更にお子様のいろいろな成長を
目にすることになるでしょう。月のテーマは8月が夏休み・輸送機関 9月は交通安全/健康・植物 と進んでいきます。例年であれば9月には参観日のご用意がありますが今年度は密集を避
けるために開催はできなと思います。教室から発信できることはLINEやYOUTUBEでしっかりと発信していきますので、ぜひ我が子の成長を感じ取れる機会にしていただきたいと思います。
教室でやっている歌をMr.RodのオンラインM&Mなどで一緒にやってみたり、日常の子どもたちの遊び方に注目してみてください。この2か月の経験から得た心や想像力の成長、物事に取
り組む積極性や発展させていく意欲、そしてこぼれ出す英語など、少しの工夫で大きな成長を目の当たりにして頂けるのタイミングではないかと思います。

To the Parents

Our goal of this month

保護者の皆様へ

◆ Bilingual 講師から

今月は Miho 先生

●クリエイティブである ･ 身体能力が発達している●

Hello everyone! This is Miho😊
早いものであっという間に8月(August)ですね！夏と言えば ice creamやかき氷(shaved ice), スイカ
(watermelon)や蕎麦(Soba)など暑い夏にぴったりのおいしい食べ物がいっぱいありますね！皆さ
んは何が好きですか？私はお祭りの時に食べた焼きとうもろこし(grilled corn) の味が忘れられま
せん‼好きな物と言えば、子どもさんが好きな乗り物(Transportation)も8月のthemeの１つです。car,
train, bus, plane, truck, bicycleなど、お散歩に出かけた時に見つけた乗り物についてお話してみる
のも楽しいかも知れませんね！”I see a red car!” “I see a green truck!”など、色と組み合わせて
言ってみても楽しそうですね！

◆ Native 講師から

今月は ROD 先生

It's that time of year again and all need to take a break and go somewhere nice for this summers
vacation. I would love to hear about all the place's that you will go to and how you will get there. Traveling to
your destination is great fun there are so many way to go. how will you be getting to you summer vacation this
year? Maybe you are going camping and have a long drive to the camp site or taking a plane to somewhere
beautiful. Wherever you are going or have gone to please let us know . But remember no matter where you go
this summer don't forget to slop on the sunscreen ,wrap on some sunglasses and slip on a shirt so you don't get
too burnt in the sun. This summer break I will be taking my son to the countryside where we will have lots of fun
together and we will meet up with the rest of the family . Happy summer break !!

ART CRAFTS

★ Caregiver から

夏も終盤を向かえ、秋の訪れがすぐそこに迫ってきました。夏
の暑さにも負けず、子ども達は教室でも元気いっぱいです！
教室が始まってから 約3ヶ月、初めは不安そうだった子も今で
はお友達と仲良く遊べるようになりました。サークルタイムやア
クティビティにも積極的に参加し、日々子ども達の成長を感じて
います。2歳は身体能力が著しく発達し、手先の細かい動作や
バランス感覚が養われる時期です。今まで大人に手伝っても
らっていたことも自分で出来るようになったり、朝の準備やラン
チの用意などのルーティンを着々と身につけています。教室で
は１人１人の成長に合わせて、サポートしていきますので引き
続きよろしくお願いします。
休み明けは朝のお別れが寂しくなってしまう子もいるかもしれま
せんが、講師一同笑顔でお向かえするのでいつも通りのお見
送りをお願いします。

! お持ち物

&

※イレギュラーでレッスンが行われているので、子どもたちに合わせて内容を変更することもあります。

WEEK

1st
Driving In My Car
運転するよ
2nd

3rd

4th

1st

2nd

3rd

4th

?

8月から教室の床が道路
に大変身！こどもたちは
両手を使ってトラックや車
のおもちゃを道路に沿って
走らせます。傾斜を上る
下る、コーナーを曲る、お
友達の車を待つなど、手
や腕の力だけではなく体
全体を使って乗り物をコン
トロールすることで大きな
筋力の強化、スペース感
覚のスキルを身に着ける
には最適な遊びです♪

Game

Special Choice

ART

My Original Car
僕（私の）の自慢の車

Car Push
カープッシュ

OHP Play
いろいろな乗り物

Freight Train
貨物列車

Let’s Go For A Drive!
ドライブに出かけよう！

Car and Train Wash
洗車場あそび

Wheel Painting
車輪のアート
(ジャーナルブック）

Car and Train Wash
洗車場あそび

Vehicle Stamp
乗り物スタンプ

Car Push
カープッシュ

My Handle
僕の（私の）ハンドル

Fire Drill
避難訓練

Traffic Light
信号機

Brush Your Teeth
歯みがきできるかな？

また、信号機がBlue light
Mouth & tooth
Go! Red light Stop!など遊
お口と歯（歯磨き）
びやお歌を通して交通
ルールを学びます！
Learning The Body Parts
体のお勉強

Street Safety
交通安全
Street Safety
交通安全

各クラスの担任の先生から告知します。

Outdoor / Project

ART

Going My Way
どこに行こうかな？
(共同）
Car Race
カーレース
(共同）

9月お子様の歯ブラシをもってきてね♪

※フライデークラスは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

M&L / Literacy

Special feature

今月は Yui 先生

Friday Class
Outdoor

Special Choice

ART

Project

Purple, Green, Orange
色実験
Let’s play in the park
公園で遊ぼう

Friday Teru Teru Boyz
テルテル坊主のお友達 World Made By Colors
Using OHP to Discover
世界は色でできている。
※季節、子どもたちを通し and Create the Color Water Color Tie Dye
Driving In My Car!
Going My Way!
新しい色の始まり
て遊びを選択します。
(CANVACE)
車でドライブ！
我が道を行く！
クラスによって遊びが異な カラーセロファンや透明の
色と色を混ぜると新しい
Playdough
Summer sculpture るので、各クラスの担任講 チップなどを重ねて新しい What Color Do You 色が誕生することを発見
Like? (CANVACE) してきました。その実体験
粘土遊び
サマースカルプチャ― 師から内容をお伝えしま 色の発見をします。重ね
す！
たセロファンをOHP（オー
を通して、赤と青を混ぜる
Fire Drill
バヘッドプロジェクタ）の上
Exploration of Senses
Overlap The Colored と紫になるなど、色は変わ
避難訓練
に置くと壁に大きくセロ
Foil (Group)
五感の探求（視覚）
るという事を画材を変えて
※アートは行いません
７月はフープ遊び！ ファンの色が映し出されて
深めます。また、全てのも
飛んだり、並べたり、転が 色がはっきりと見えるので
Exploration of Senses
Body parts
Overlap The Colored のには色があることに気
したり、お歌を歌ったりと 子どもたちは夢中で色を
が付き、色＋物（名詞）を
Foil (Individual)
五感の探求（嗅覚）
ぼく・わたしの体
フープ遊びからいろんな 重ねて遊びます♪
つなぎ合わせて言葉を作
Black Board and Marker 遊びに発展しながらみん
る習慣に発展していきま
Exploration of Senses
Mixing
the
color
なで遊びました。
※アートの持ち帰りはあり
す。
(Experiment)
五感の探求（聴覚）
ません
Exploration of Senses Leaning The Five Senses
五感の探求（触覚）
五感のお勉強

My Favorite Color
bottle (Individual)

教材の使い方

How to use your textbooks

8月・9月はみんな大好きなこの絵本。
ジャズのリズムがとっても心地いいので、是非
お子様と御一緒に聞いて下さい。

「Jumping Jack」を収録
毎年秋のヒット曲になります。
先生も、子どもたちも大好きです！

10月は？

●Text Books
Picture Dictionary

Halloween

お休み ヒヒヒ ‼

8月☆ 24 Playtime at Home
P54･55 / トラック77

Dry Bones

9月☆ 5 Is that you, Grandma?
P16･17 / トラック20

FUN CREATIVE INERACTIVE
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Kiba

お勧めの本

The wheels on the bus

●MUSIC & MOVEMENT CD
Get a Good Start

Story Books
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