MEK English Preschool

５月号

GW が開けた今週、久しぶりの園生活に戸惑う姿が多々見られました。連休中よっぽど楽し
く遊んだのでしょうね、園では眠そうにあくびしていたり実際に寝てしまったりする子も。気温変化
が激しく体調をくずしやすい時期ですので、規則正しい生活に戻し体調管理に気をつけていきまし
ょう。
【４月のテーマ】 オリエンテーション
（新しい先生やお友達との交流、クラスでのルールや行儀についての指導）
【４月の工作】 こいのぼり（GW 前に持ち帰りました）
＜Bear クラス＞

担任：Thomas（トーマス）先生

Story Book:

Me Myself

Chant Book:

Unit 1

April was a fun month in the Bear class! Throughout the month, the children and I grew to
know each other very well, and each school day we definitely had lots of fun. The whole class is
making really good progress in making sure only English is spoken in the classroom.

The

children are great at reminding each other of this fact, and although sometimes they forget,
almost all of the time they are speaking English during school time. However, the class still has
some trouble with being too noisy. Occasionally during the day, usually just before lunch, the
noise level in the classroom gets too loud. During May, we are really going to work on keeping
the classroom noise down to a normal level, while still having lots of fun of course! On another
positive note, the children are making great progress in being kind to each other and respecting
each other, especially with the new students, which is great to see. Everyone seems to be getting
along really well, and it helps the classroom run smoothly when everyone is kind to each other.
I look forward to May being another month full of learning and fun!
4 月はベアクラスにとって楽しい月でした！子供たちと交流をはかっていく中でお互いを知ること
ができ、毎日が楽しい一日でした。クラスでは英語を話すということを徹底し、子供たちもお互いに
気をつけながら積極的に英語で会話をしていました。時々忘れてしまうこともありますが、ほとんど
英語での生活を送れていると思います。問題点としては、クラスにぎやか過ぎてしまうことでしょう
か。時折、たいていお昼前の時間帯ですが、クラスの中がにぎやかすぎてしまいます。5 月にはもう
少し音量を普通のレベルに下げ、なおかつ、さらに楽しくやっていきたいと思います。もう 1 点、ク
ラスとして向上された点は、子供たちがお互いに優しく接することができるようになってきたこと
です。特に新しい子に対して、思いやりを持ってお互いを尊重する行動がとれるようになってきたこ
とはとても嬉しいことです。みんなが仲良くすることで、クラス活動もスムーズに進みます。5 月に
さらに新しいことを学んでいくのが楽しみです。

ミュージックレッスンに加え、増田先生による文字のレッスンも行っています。かずのレッ
スンは引き続き橋本が担当します。小学校入学に向けて、きちんと準備していきたいと思います。
＜Panda クラス＞

担任：William（ウィリアム）先生

Story Book:

A Teddy Bear

Chant Book:

Unit 1

Song:

Hello Hello! Bye Bye Goodbye

The pandas this year are all getting along well and making new friends. Everyone is eager to
learn, sing and color every day. Everyone follows instructions well and respond to questions with
loud and confident voices. Taking the next step to writing and reading is difficult, but with
practice and time, I’m confident that everyone will improve. Next month will be very busy for
the panda class and we all look forward to your attendance during Parents’ Day.
今年のパンダさんは、みんな好調で新しいお友達とも仲良くやっています。みんな毎日熱心に学び、
歌い、お絵かきをしています。指示をきちんと聞くこともでき、質問にも大きく元気な声で答えてく
れます。次のステップは読み書きです。難しいとは思いますが、時間をかけて練習をしていけば、き
っとみんな上手になるでしょう。来月は学ぶことがたくさんで忙しいですが、参観日にその成果を見
てもらうことを楽しみにしています。
ミュージックレッスンはクラスを 4 グループに分け、少人数で行っています。また増田先
生による文字のレッスンも始まりました。正しいえんぴつの持ち方から始まり、少しづつひらがなの
書き方を教えていきます。Tommy 先生による英会話のレッスンも行っています。学ぶことが満載の
年ですね。
＜Koala クラス＞

担任：Lesle（レズリー）先生

Story Book:

Tiny Boppers

Song:

Hello Hello! Bye Bye Goodbye

This month, many of the children started out crying at the beginning of the day. Now, they are
all okay to leave their parents in the morning. I focused on sitting down and playing nicely
together, without fighting over toys. My other main focus was to be able to walk close together
in pair to the playground. This still needs a lot of practice. Next month, I want to work more
on toilet training and also perfect walking to the playground. If there is time, I would like us to
learn to clean up and pack away faster.
今月、子供たちの多くが朝泣くところから始まりましたが、もう泣かずにバイバイできるようになっ
てきました。クラスではきちんと座り、おもちゃの取り合いをすることなくみんなで仲良く遊ぶこと
ができるように指導しました。また、ペアになってきちんと並んでプレイグランドまで歩く練習もし
ましたが、これはまだまだ練習が必要です。来月にはトイレトレーニングと共に、プレイグランドへ
きちんと並んでいけるようにしたいです。できれば、片付けや支度などを早くできるよう練習もした
いと思っています。
入園当初、靴を脱ぎ散らかして入っていった子供たちも、下駄箱へ靴を片付け手を洗う習慣
がついてきました。
「トイレ、一人で行けるよ！」という子も多く、とても優秀です。

【５月のテーマ】 家族（家族に関連した単語や会話を学習します）
」

