MEK English Preschool

７月号

梅雨明けも間近となり、じっと汗ばむほどの陽気です。MEK 菜園ではお野菜もすくすくと育ち、
きゅうりやピーマンを持ち帰ったりトマトを園で食べたりしています。採れたてのトマトを見て、トマト嫌
いな子供たちも思わずぱくっ。楽しそうです。スルスルと伸びたゴーヤには黄色い花が咲き、
「この花がゴー
ヤになるんだよ」
とゴーヤの写真を見せながら説明すると、子どもたちはゴーヤの実が早くできないかなと、
待ちきれない様子でした。
【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した）
【６月の工作】

時計（
『時の記念日』に持ち帰りました）
スポーツデーT シャツ作り（参観日、ママと一緒に作りました）

＜Bear クラス＞

担任：Thomas（トーマス）先生

Story Book:

“Tiny Boppers”

Reading:

“The Three Little Pigs”

Phonics:
Vowels
June was another great month of progress for the Bear class. We are now thoroughly settled into a daily
routine, and I am pleased to see that tasks we undertake every day such as cleaning up the classroom
and brushing our teeth now occur quickly with no time wasted. This allows us to spend more time
learning and having fun, which is great! Some of the students are still struggling to eat their lunch in
reasonable time. However, so we are going to try and work on into the classroom. I would really like
to thank everyone for their help on the day! The sports day t-shirts were all excellent, and we couldn’t
have done it without all the help from the parents. I am also really pleased with the behavior of the
students while the parents were with us, they were mature and respectful. One thing I was really happy
with during June was the progress through the Let’s Chant, Let’s Sing 2 chant book. I understand that
some of the Bears are practicing these chants at home. That is really great, and it’s definitely showing
some excellent results in the classroom. On another positive note, I’ve noticed a definite increase in
both the quantity and quality of English conversation between students. It appears that everyone is
now communicating a lot more easily using their English. Throughout July, we aim to continue our
current rate of improvement, keep learning, and of course, keep having lots of fun!
6 月もまたたくさんの成長を見せてくれました。毎日の生活習慣はすっかり身についたようで、クラスでの
片付けや歯磨きもすばやくできるようになりました。そのため、レッスンやゲームにもっと時間を使うこと
ができます。時間内にお昼を食べるのに苦労している子もいますが、みんな協力してがんばっています。毎
日のみんなの協力に感謝です。スポーツデー用の T シャツはすばらしい出来でした。お家の方の協力なしで
はできなかったと思います。また子供たちもママたちの前でふざけることなく、しっかりと行動できていま
した。一番うれしい成果はチャンツでした。何人かはお家でチャンツ CD を聞いて練習してくれているよう
ですが、そうでない子もみんな上手になりました。また生徒間での会話のレベルにも成長が見られます。子
供同士で普通に英語の会話を交わしています。7 月にはますます成長がみられるようレッスンに力を入れ、
また楽しんでいきたいと思います。
毎日楽しそうな声がベアクラスから聞こえてきます。時には歌声、時にはゲームで興奮している子
供たちの声に、思わずのぞきたくなる楽しいクラスです。

＜Panda クラス＞

担任：William（ウィリアム）先生

Story Book:

“Me Myself”

Reading:

“Water”

Song:
“The Pinocchio”
This month was very productive. From gardening to Parent’s Day, every week had a new event to
prepare for. Most notably was the start of our math lessons. Last month we had practiced counting
with our fingers in preparation. This month we focused on writing numbers and adding them together.
We will continue to practice with plans to increase the difficulty of the math problems. Everyone also
continues to improve their reading ability. Using their fingers to follow along with our storybook
“Water”, most students can tell where one word begins and another ends. Next month the Panda class
will be introduced to their Christmas concert songs and we will begin practicing soon. Already everyone
looks forward to and requests to sing the Doraemon theme song in class. Again, thank you for your time
and effort during Parent’s Day.
今月の成果はすばらしいものでした。おいもの植え付けや参観日など、毎週新しい事で忙しい中、みんなよ
くがんばりました。特に数のレッスン。先月、準備段階として指を使って数を数えましたが、今月は数字を
書き、またそれらを足したものを書くことができました。さらに難しい問題も加えて数のレッスンをしてい
きたいと思います。また、英文を読む練習も続けています。英語の文字を指でなぞりながら『Water（水）』
の本を読み、ほとんどの子が文字の始まりや終わりの音が分かるようになりました。来月にはクリスマスコ
ンサートの曲を聴き、練習を始めていきたいと思います。すでにドラえもんの歌を楽しみにしているようで
す。最後になりましたが、保護者の皆さま、参観会ではご協力本当にありがとうございました。
この間まで“No Japanese.”と子供たちで言い合う声が聞こえていたのが、いつの間にか”What
are you doing?”“No toilet paper? I’ll tell Mr. Will.”“Everyone, let’s hurry!”など、ふつうに英
語が飛び交うようになってきました。英語で話さなければいけない状況を作ったことで子供たちの意識が変
わったのだと思います。その状況に対応できる子供たちならではの柔軟性はすばらしいですね。
＜Koala クラス＞

担任：Lesle（レズリー）先生

Story Book:

“A Teddy Bear”

Math:

Counting 1-10

Song:
“Five Little Monkeys”
This month, the Koala Class did animals. We learnt their names, and if they are big or small. We also
learnt a few of the animal sounds. They are all sitting up straight and using chopsticks well. We can
walk to the playground nicely. Toilet time also takes less time now. I am very happy with their
progress. Next month, I want to do more Earthquake evacuation practice. The children don’t put their
toys down immediately. I also want them to get ready for playground, music, etc. faster (ie. grab hat,
bottle, find a partner).
今月は動物について学びました。動物の名前や大きさ、またその泣き声もいくつか学びました。おはしの練
習ではみんな姿勢よく座りおはしを使っています。プレイグランドにもきちんと並んで歩いて行くことがで
きています。トイレもだんだん早く行けるようになってきました。子供たちの成長を嬉しく思います。今度
は避難訓練できちんと動けるようにしたいです。おもちゃをすぐ置いて非難してくれるよう、練習が必要で
す。またプレイグランドやミュージックへの準備（帽子をかぶって水筒を持ち、パートナーと手をつなぐ）
がもっと早くできるようにしたいです。
ママと別れるのがさみしくて朝からずっと泣いていた入園当初が遠い日のことのように、園ではす
っかり落ち着いています。Good morning!とクラスへ入ると、自分でリュックから物をだして片づけ、お友
達に混ざって遊び始めます。参観会で少しは泣くものの、お昼にはすっかりいつもの様子で元気に食べ始め
る姿に本当に成長を感じました。

【7 月のテーマ】 交通機関（交通機関に関連した単語や会話パターンを学習します）

