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3 月号

2 月にはお店屋さんごっこをし、”May I help you?”から始まる対話や１００、２００
といった大きな数を学びながら、おりがみやおりがみのこまを買って持ち帰りました。
卒園式、終了式まであとわずかです。この 1 年、一緒に笑ったり泣いたり、とても楽しく過ごすこ
とができました。保護者の皆様には、いろいろご協力いただき本当にありがとうございました。
【２月のクラフト】 バレンタインカード
【3 月のクラフト】 ひな飾り
＜Bear クラス＞

担任：Tom（トム）先生

This month’s report is the last report for the 2017-2018 Bear class at MEK. It is sad for me to
say that because it means that all my wonderful Bears will be graduating to elementary school
at the end of March, so I will have to say goodbye to them all. Although this will be very sad, I
wish each and every Bear the best of luck at elementary school, and I am sure they will all
continue to learn and grow into excellent students and lovely people.
The Bears and I have had a great year together, full of fun and learning. I enjoy every day
spent with them, and they are all so unique and interesting. We have had many fun events
throughout the year, and a lot of those events would not have been possible without the help of
the parents. So, I would like to say a huge thank you to all the parents for your support and
time that you have given over the past year! It has been so nice to have your help. And of
course thank you all for raising such wonderful children!
Throughout March, we will be working on finishing everything that we started during the year
with a main focus on the textbooks. We will also be doing some preparation and practice for
the graduation to make sure everyone is ready for the big day!
Although it will be sad, I am looking forward to seeing the Bears graduate and begin the next
stage of their lives I am also looking forward to seeing everyone together one more time at the
teacher party.
Again, to all the Bears and their parents, thank you so much for a wonderful year!
これが今年度最後のえんだよりとなります。すばらしいベアクラスの仲間たちが 3 月末にはみんな
卒園していってしまうと思うとさみしくなります。しかし小学校でも学習を重ね、みんな立派に成
長していってくれることでしょう。ずっと応援しています。
ベアクラスではみんなと一緒に楽しく学ぶことができました。ひとりひとり個性があり面白く、楽
しい毎日でした。1 年を通して数々の行事がありましたが、楽しく行うことができたのは保護者の
方々のお手伝いあってのものだったと思います。本当にいろいろとお手伝いいただきありがとうご
ざいました。また、すばらしい子供たちを預けてくださりありがとうございました！
3 月にはテキストを中心に 1 年の復習をします。また、しめくくりとなる卒園式を立派に終えられ
るよう練習していきます。さみしくはありますが、卒園して次のステージへと進んでいくベアのみ
んなを見るのは楽しみでもあります。本当に、すばらしい 1 年をありがとうございました！

