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

7 MONTHLY FIRST BOOK
Summer & Milky Way

Monthly Themes

To the Parents

Our goal of this month

保護者の皆様へ
今月は AI先生

◆ Bilingual 講師から

●自分に自信を持ち、他者を尊重する●

いよいよ7月！暑〜い夏がやって来ますね！でも、私は夏大好きなんです！ お祭りや花火、出店で食べ
るかき氷。夏ならではの楽しいことがいっぱいの季節ですよね。特に、私が住んでいたイギリスでは、夏
は１日が長くなり日が沈むのは10時頃！なんだか得した気持ちになりましたよ。さて、今月のテーマは
「Summer & Sea Animal」です。みんなは海に泳ぎに行ったことはあるかな？私が小さい時は、家族やい
とこと毎年海水浴に行ってとっても楽しかったのですが、一つだけいや〜なことが。。。それはJellyfish（ク
ラゲ）に刺されること！うっかり足の間に挟んでしまい、両腿の内側がヒリヒリ。とっても痛かったのを覚
えています。 今年の夏はいつもよりもお家で過ごす時間が多くなりそうですが、アイスクリームやかき氷
を食べたり、冷たい氷で遊んだりして、お家の中でも夏を満喫しましょうね！

◆ Native 講師から

★ Caregiver から

クラスが始まり１ヶ月、 おうちの方と離れることに寂しさや不
安を感じていた子どもたちが、少しづつ安心した様子でクラス
を楽しむ姿が見られるようになりました。
最初はバラバラに遊んでいた子どもたちでしたが、一緒に過
ごす中でクラスの仲間を認識し、声をかけ合うようにもなって
きています。遊びを通し、お友達の行動に反応し、笑ったり、
真似をしたり、時には怒ったりしながら、それぞれがアイディ
アを膨らませ、成長しているのだと感じます。
自分の思いも大切にしながら 相手の気持ちにも気付き尊ぶ
ことができますよう引き続き見守って参りたいと思います。
靴を脱ぎ下駄箱にしまう、お弁当・水筒・ノートを所定の場所
へ整える、おもちゃを元の場所へ戻す、ランチの準備、お帰り
のお支度など クラスの流れを理解し 自分たちでできるよう
になりました。 おうちの方と離れた場所で、 一人一人が自
信を深めています。
これから暑い夏を迎えます。夏は子ども達を大きく成長させ
てくれる季節です。残念ながら、今年はサマースクールを行
えませんが、クラスの中で、夏を感じながらたくさんの経験が
出来るよう働きかけていきたいと思います。

今月は Fern 先生

Happy Independence Day! In July summer is in full swing and the days are long and hot. When I was
young I would play outside all day and into the night catching fireflies to light up my bedroom. July also
has a very special holiday, July 4th. It is a very special day in the U.S. because it’s the day we
celebrate the birth of our country. The day starts early with parades filled with marching bands and
local groups on decorated floats throwing out candy to all the people lined up along the streets. The
day continues with family BBQs cooking Ribs, Hamburgers, Hot Dogs corn on the cob, potato salad
and so many other things! All leading up to the big finally of the day when the sun goes down,
everyone grabs a big slice of watermelon and watch big beautiful fireworks fill the night sky. So this
July try to stay cool, eat some watermelon and enjoy some fireworks together with your family!

SPOT CARE

プログラム終了後のおもちゃの消毒にお時間が必要な為、当面はご利用
頂くことができません。アフタースクールと合わせて、ご兄弟で通われてい
る方にはご不便をおかけしておりますがご了承ください。

ART CRAFTS

! お持ち物

&
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ART

Outdoor / Project

Special Choice

Game

Icy Cold つめた～い

1st
2nd
3rd

4th

?

※最終週のみアートを持
ち帰ります！

Ice Water World #2
/ 氷水の世界 #2
今月は氷と水について探
求！
Colorful Ice Cube
例えば、大きな容器に
Painting
入っている様々な形の氷
を手で溶かしたり、色水を / アイスキューブペイント
スポイトで氷の上にたらし
溶ける氷と色水変化を観
察します。次の週で使う
氷を作る工程も一緒に行
うので氷が出来上がるプ
ロセスも学べます！

Native / Project
Outdoor

ART
Stained Glass Sea Animal

Ice Water World #1
/ 氷水の世界 #1

Sensory &
Cognitive

ステンドグラス（海の動物）
※共同制作ですアートのお持ち
帰りはありません。

Collect Some Stars
星を集めよう
暗くなったお部屋の中で
光る星を探して天の川に
貼って星を集めていきま
す。いつもとちょっと違う
お部屋の雰囲気になるこ
とで子どもたちは大興奮
です！

・家族写真２枚（お子様のみでもいいです）
・Family Photo card（ART）

※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&M / Literacy

Special feature

今月は HITOMI先生

Special Choice

Group ART

Friday Friend
Rainbow

Clay Mixing

Project

(EXPLORE)

Clay Mixing

Let’s play in the park
Clay mixing
Animal Sorting
Water Color ”Ocean
公園で遊ぼう
(CANVAS)
今月はフライデーフレンズ
色と色を混ぜるとどうなる
Sea animal &
Animal”
たちの虹のオブジェを作り
※共同制作ですアートの
の？プリスクールでは教
Land animal
海の生き物 （水彩画）
※季節、子どもたちを通し ます。ご家庭で小さなマテ お持ち帰りはありません。 える前に子どもたちは実
海の動物と陸の動物
て遊びを選択します。
リアルや廃材、使わなく
体験を通して色を混ぜる
Stained Glass ”Ocean
Clay Mixing
クラスによって遊びが異 なったおもちゃなど、どん
こと色が変わることを発見
海にすむ動物と陸に住む
Animal”
なるので、各クラスの担任 なものでも良いのでお子
(INDIVIDUAL)
します。今月はねんどを
動物の名前を覚えながら 海の生き物ステンドグラス
講師から内容をお伝えし 様と話し合いながら赤、黄
混ぜるとどうなるのか子ど
それぞれの動物を海と陸
ます！
色、緑、青いものを持って
もたちと一緒に新しい発
に分ける遊びをします。
ください。
見と探求に入ります。
※マテリアルは返却でき
なくても大丈夫なものでお
願いいたします。

教材の使い方

Story Books

How to use your textbooks

今月は教室の
絵本から星や
海の生き物に
ちなんだ絵本
を読んでいき
ます♪

●MUSIC & MOVEMENT CD
Toddlerfic

Super Simple Songs
Animals

お勧めの本

A Whole New World

Hickory Hickory…Crash!
お天気のアクティビティ！

●Text Books

8月は？

Picture Dictionary

24 Playtime at Home

暑い暑い夏到来！

☆ 23 Underwater World
The wheels on the bus
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