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 12 月に入ると、毎日のようにクリスマスコンサートの曲

が各クラスから流れてきました。練習しては気分転換に

Playground へ。しばらくすると歌いながら帰ってくる声が聞こえ、

園へ戻ってまた練習。本当にみんなよくがんばりました。本番は少

し照れながらも、立派にできました。お母さんたちが作ってくれた

衣装姿、みんなとてもかわいかったです。保護者の方々には色々と

お手伝いいただき、ありがとうございました。クリスマスコンサー

トの後は楽しい事ばかり。クリスマスパーティではサンタの登場に

おおはしゃぎ。歌ってゲームして絵本を読んでもらって工作し

て・・・にぎやかな一日でした。みかん狩りはお天気にも恵まれ、

楽しそうにみかん畑を探索しながら大きくて甘いミカンを選んで

採っていました。 

 

 【12 月のテーマ】  クリスマスコンサート 

 【12 月の工作】  クリスマス工作   

 

＜Bearクラス＞  担任：Thomas（トーマス）先生 

 Story Book: “With My Eyes” 

 Reading: “Rose and Her Clock” 

December in the Bear class was a very fun month for everyone!  For the first half of the month, 

we mainly focused on practicing for the Christmas Concert. All the Bears stayed focused on 

practicing, even though we were doing it for a long time each day. I was very happy with their 

persistence and their endless energy! The biggest event of the month was of course the Christmas 

Concert itself. I feel as though it was a great success. Thank you very much to the parents for 

your hard work and dedication in helping with the concert. The costumes were great and 

everything ran smoothly back stage. I hope everyone enjoyed the show!  

Another exciting event during December was the Christmas Party. The Bear class was very 

excited to get a visit from Santa, especially because there were presents involved! Everyone 

looked very cute in their costumes, too. We also had fun making the Christmas wreath craft, 

although it was quite complicated! On the same day as the Christmas party, I also received a 

birthday gift from all the students. I was very surprised and happy to receive birthday cards from 

every student, I didn't expect it at all, so thank you everyone! 

Throughout January, the Bear class will be returning to our normal routine. We are going to put 

a focus on writing sentences with correct punctuation, and we are also going to be learning about 

different occupations! We are looking forward to the parents' day at the end of the month, which 

will be the last parents' day for this class. 

12 月はみんなにとって楽しい月でした！前半はクリスマスコンサートの練習。毎日長い時間の練習

でしたが、集中して元気に続けられるみんなの姿を見てとてもうれしく思いました。園の一大イベン

トでもあるクリスマスコンサート、大成功に終わったと思います。お手伝いいただいた保護者の方々

のおかげでもあります。ありがとうございました。みんな楽しんで頂けましたでしょうか。また、ク

リスマスパーティも楽しいイベントでした。ベアのみんなはサンタの登場に大喜び。プレゼントをも

らってさらに大喜びでした！みんなのコスチューム姿もかわいかったです。パーティではクリスマス

リースも作りました。少し難しかったですが楽しかったです。パーティの日、みんなから誕生日プレ

ゼントをもらい、驚きました。バースデーメッセージ、本当にうれしかったです！ありがとうござい

ました。1 月は通常のスケジュールに戻ります。正しい発音や書きの練習に加え、色々な職業につい

て学びます。今年度最後となる参観会も楽しみです。 

【１月のテーマ】 仕事（仕事に関連した単語や会話パターンを学習します） 


