
 

 

  

Announcements

  1 年のたつのは早いものですね。今年も残すところ 1 ケ月となり

気持ちも師走に向けて気ぜわしくなる季節です。今月は「師走（し

わす）」の語源について書いてみます。師走とは旧暦では 12 月末

から 2 月上旬の頃までを指していましたが今では年末の準備で慌た

だしくなる 11 月下旬から 12 月中旬を示すことが多いようです。語

源は年末になるとお坊さんが忙しく走りまわるところから「師が走

る」12 月は 1 年が終わる月なので四季が終わるという意味で「年

果つ」としかつ→としはす→しはす→しわすと変化したという説も

多く言われています。 

ところで、オルコットでは新しい取り組みとして来年 1 月から「プ

リスクール生ママの英会話クラス」を始めます。実際にその月に授

業で使う Phonics ｶﾘｷｭﾗﾑや Word card を使っての楽しいﾚｯｽﾝとなる

予定です。詳細はまたご案内しますので乞うご期待ください 

 

 

 

 

気温も下がり、あたたかい服装で登校する子どもたちが増えてきま

した。トイレに行く時など子どもたちが自分で着脱しやすい衣類を選

んでいただければと思います。 

また、感染症が流行る季節になりました。手洗いうがいをし、体調

管理にはお気を付け下さい。 

 

アフタースクール 

今月より日本語クラスがお引越しをしました！ 

子どもたちにとっても新しいお部屋が新鮮なようで、靴を脱い

で畳の上に敷かれたお布団でお昼寝したり、正座でおやつを食べ

る子も見られたりと今までとは違った純和風な雰囲気のなか楽し

く過ごしています。 

 また、スクールトリップで訪れた平和公園ではどんぐり拾い、

日々の公園遊びでは落ち葉拾いをして遊んだこともあり、拾った

葉や木の実を使って制作を楽しみました。 
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今月のうた 

・もみじ 

・きのこ 

・松ぼっくり 

今月人気の絵本 

「ばばばあちゃんのやきいもたいかい」 

「どんぐりころころ」 

「どうぶつ図鑑」 

 

 

Ｋazumi Ｋobayashi 



 

 
Bubbly Butterflies 1 and 2 

This month was amazing! We 

learned about dinosaurs! The kids 

had so much fun learning about the 

different kinds of dinosaurs and 

they were so good and was able to 

memorize all of them! I am so 

proud of them! We are almost done 

with our phonics and they are 

getting so good and used to the 

chant and conversation skills. We 

are so excited for next month! We 

are busy preparing for our 

Christmas party now, dances, 

songs, and poems! We are ready! 

   Miss Sarah 

Lovely Ladybugs 

The theme for this month is “Family 

and Home”. The kids were able to 

appreciate their own family and the 

good manners they learn from home. 

They also became familiar with the 

different parts of the house. In 

Phonics they were able to review 

short /i/ sound and learn new words 

from –og and –op word families. 

Moreover, they reviewed the pre-

primer level sight words (40 words). 

In Math, they were able to learn 

about money and how it is used to 

buy goods or avail services. They 

enjoyed their “shopping activity” 

where they were able to simulate 

buying grocery items. In a nutshell, 

the kids have truly shown a notable 

progress not only in speaking 

English, but also in writing, reading, 

and in Math.                    - Miss Gail  

 

Week 29 30 Winter School 
Phonics Vv Ww 

Math 8 recognition and quantity 
 

Week 29 30 Winter School 

CVC -ot/ -ox -ot/ -ox 
Math Fraction 

 

Month: December 

Theme: Christmas 

Color: Purple 
 

Month: December 

Theme: Christmas and toys 

Color: Purple 

Shape: Star 

Number: 8 

  

 


