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 5 月は始めての参観会で子供たちもわくわくどきどき。ママたちの視線を感じながら頑張

っていました。ママと作る工作もまた、いつもと違って楽しいイベント。上手にできたかな？雨が心

配だった日本平動物園への遠足も晴天にめぐまれ、青空の下楽しそうな子供たちの笑顔を見てとて

もうれしく思いました。ご家族と一緒の行事が続き、子供たちにとってはうれしい事ですが、ご父兄

の方々は大変だったと思います。ご協力ありがとうございました。 

 

 【５月のテーマ】  家族（家族に関連した単語や会話パターンを学習しました） 

 【5 月の工作】  家族図、母の日カード、参観会での工作 

 

＜Bearクラス＞  担任：Thomas（トーマス）先生 

 Story Book: “A Teddy Bear” 

 Reading: “Goldilocks and the Three Bears” 

Phonics:  Ending sound -at 

Math:  Addition 1-10 

I am very happy with the progress the Bear class has made in the month of May.  We have really 

been working hard on making sure we don’t get too noisy in the classroom.  I am pleased to see 

that every Bear is able to control how much noise they make while still having lots of fun, and 

this really helps all our activities run smoothly because everyone can concentrate on the task at 

hand.  Everyone is still doing a great job at being kind and respecting each other, and I am happy 

to say that everyone is acting maturely on a daily basis and that we rarely have anyone cry in our 

classroom.  The Bear class was happy and excited to welcome the parents into our class this 

month.  I am proud of all the Bears for doing a great job and not being silly while the parents 

were in the classroom, I think they did a great job.  I am also happy that the craft was a success, 

so thank you to all the parents for your help!  I think the children had a lot of fun.  Speaking of 

fun, I had a great time seeing all the animals on our field trip to the Nihondaira Zoo, and from 

what I saw, the children had a lot of fun too!  I am now looking forward to the month of June in 

the Bear class, because I believe it will be as full of learning and fun as May was…maybe even 

more so! 

5月は、クラスでは騒ぎすぎずに声を落とすことに気をつけましたが、子供たちの成長ぶりはとても

うれしいものでした。楽しみながらも状況をふまえて声の音量をコントロールすることができ、その

ため、集中して、かつスムーズにアクティビティを行うことができました。みんな変わらずお友達を

大切にしお互いにやさしく接することができており、クラスで泣いている姿などほとんど見られず

嬉しく思います。今月はママたちをクラスに迎えた参観会もあり、子供たちはとてもうれしそうでし

た。ママたちが見ている中、悪ふざけする子もなく、みんなとても立派にできたと思います。工作も



ママたちのご協力のもと、とても上手にできました。ありがとうございました。とても楽しかったで

す。楽しかったと言えば、日本平動物園への遠足もとても楽しいものでした。たくさんの動物を見る

ことができ、子供たちも楽しんでいたと思います。また 6月も、5月以上にたくさん学び楽しんでい

きたいと思います。 

 

＜Pandaクラス＞  担任：William（ウィリアム）先生 

 Story Book: “Tiny Boppers” 

 Reading* “Kites” 

 Math:   Counting 1-25 

 Song:   “If You’re Happy” 

This month everyone did very well to learn their family vocabulary and to respond correctly when 

using language patterns such as “Who is he/she?” or “Is he/she your _____?”  Surprisingly, 

everyone is excelling at reading this early in the year.  Most students can read our first book 

“Kites” without any assistance.  Next month we will learn about the water cycle when reading 

“Water”.  Everyone is now settled into a routine and daily tasks such as using our workbooks, 

completing crafts and transitioning from one activity to another has become much easier and 

quicker.  Again, thank you mommys and daddys for your time and effort during our field trip to 

the zoo.  I hope you enjoyed it as much as we all did. 

今月は家族に関した単語をみんなよく勉強し、”Who is he/she(彼/彼女は誰ですか？)”や”Is he/she 

your _____?（彼/彼女はあなたの＿＿＿ですか？）”といった会話でも、きちんと答える事ができるよ

うになりました。まだパンダになってまだ日も浅いのに、英語の読みもよくできています。初めての

本『Kites（凧）』をほとんどの子供たちが、自力で読めるようになりました。来月は『Water（水）』

の本を読みながら水の循環について学ぶ予定です。テキストを使ったりクラフトを完成させたり、ひ

とつのアクティビティから次へ移るなど、毎日の日課をこなすのも早くなってきました。動物園の遠

足ではママやパパたちのご協力ありがとうございました。一緒に楽しんで頂けたと思います。 

 

＜Koalaクラス＞   担任：Lesle（レズリー）先生 

 Story Book: ”Me Myself” 

 Phonics:  Alphabet 

 Song:  “Open Shut Them”  “Row Row Row Your Boat” 

This month, we learnt 2 songs.  “Open Shut Them” and this week, “Row Row Row Your Boat.”  

We learnt “Mama, papa, brother, sister, baby.”  Almost everyone can ask to go to the toilet.  The 

children are now learning to All help clean-up.  They understand to unpack and pack notebook, 

bottle, lunch box and hat everytime.  They can sit and eat quietly now too.  This month (June), 

I want to focus on tracing the ABC’s. 

今月は、”Open Shut Them”と”Row Row Row Your Boat”の歌 2曲と、”mama(ママ)、papa（パパ）、

brother（兄弟）、sister（姉妹）、baby（赤ちゃん）”を学びました。ほとんどの子供たちがトイレに

行きたいと言えるようになり、片付けも練習中です。登園したら連絡帳や水筒、お弁当、帽子などを

所定の位置に置き、帰るときにはかばんに戻す事も分かってきました。お昼もきちんと座って静かに

食べられるようになりました。6月は ABCを書く練習もする予定です。 

 

【6 月のテーマ】 動物（動物に関連した単語や会話パターンを学習します）」 


