
 

 

 

 

♪ ♪

年生はいろいろな動詞を学習しました。動物のでき

ることやできないことについて話し合ったり，学校のい

ろいろな場所でしてよいこと・してはいけないことにつ

いて確認したりしました。 の歌にあわせて体

を動かすことや，先生の指示の通りに動くゲームなどを

通して，いろいろな動詞を聞いて理解できるようになり

ました。

 年生は乗り物の名前を学習しました。乗り物の音クイズ

や，乗ったことのある乗り物についてのやり取りを通して，

いろいろな乗り物の名前に慣れ親しみました。啓明には電

車やバスで来ている人が多いですが，もし「どんな乗り物

で来てもよい」と言われたら，何に乗ってくるでしょうか。子

どもたちからは「ヘリコプター」や「ボート」などのユニーク

な考えがたくさん出ました。

♪ ♪

 年生は様々な形容詞を学習しました。昔話に出てく

るいろいろなキャラクターについて，浦島太郎は ，ガリ

バーは ，うさぎは など，形容詞を使って説明する

ことができました。また，いろいろな選択肢を用意して，

「住むなら か のどちらが良

いか」のようなやり取りを楽しみました。

年生は ヶ月の言い方を復習し，文字で書くとどうな

るのかをテキストで確認しました。音声ではたくさん慣れ親

しんだ月の名前ですが，文字で見るとまだ見慣れない月も

あるようです。これからも繰り返し出会いますから，少しず

つ慣れていきましょう。月の名前を復習した後は，生まれた

季節について のようにやり取りを

しました。

♪ ♪

年生は と を学習し

ました。単数と複数については，４年生のときに 度学習

していますが，日本語にはない概念のため定着には時間

がかかります。何度も出会う中で，少しずつ上達していく

ことが大切です。テキストの内容は太陽系について，高

学年らしい知的な内容も英語で理解できるようになって

きています。

テキストの ・ 冊目を通して様々な疑問詞

など を学習してきました。そして， 冊目の

ではそれらを整理する学習を行いました。これまでに学

習した疑問詞が混ざって出てきても，対応できる力をつけ

ることが 年生の学びです。初等学校での英語の学習も残

り ヶ月，冬休み明けからはいよいよテキスト 冊目を使っ

ての学習です。

【 英語】

月の予定 ， ，

【学習発表会ありがとうございました】

先日はお忙しい中，学習発表会にお越しいただきありが

とうございました。 学期は， 木 に ・ 年生希望

者がスピーチコンテストに参加， 金 には ・ 年生

の英語劇発表会がございます。どうぞお楽しみに！

【冬休みの宿題 ・ 年生 】

学期の英語劇に向けて， を聞くことが宿題です。物

語を想像しながら聞いたり，まねをして言ってみたりしまし

ょう。たくさん聞くことが上達の近道です。 は本日，また

は明日配布いたします。万一不具合がございましたら，終業

式の日までにお知らせください 大変申し訳ございません

が，冬休み中は対応ができません 。

家庭数



【Year 1】   【Year 2】 

Ms. Atkin’s class enjoyed the last of their days 

reviewing sentences and playing some review games. 

Mr. Okori’s students enjoyed following directions 

and ended with a Christmas lesson. 

 Ms. Atkin’s students worked on super sentences, using 

compound words and had a Christmas lesson. 

Mr. Okori’s students did reading exercises, 

comparisons and ended the term with commas in a 

list.  

   

【Year 3】  【Year 4】 

The students completed their study of the five 

senses and had a great time tasting some food 

combinations: salt on carrot, lemon juice on bread, 

pizza sauce on apple, jam on bread, etc. 

 The students ended the term with a study of how to 

replace a noun with either a personal or compound 

pronoun. In addition, Ms. Atkin’s class had a 

Christmas themed lesson. 

   

【Year 5】   【Year 6】 

The students completed studying adverbs and 

adverbials, and how to use them correctly in their 

sentences. They ended the term with a review game 

in which for each point they individually earned went 

towards the class points for a prize.  

 Our students learned how to prepare for, and 

participate in a debate. They learned that the 

deference between a debate and the essay they have 

been writing is just that the former is spoken while 

the latter is written. They had a great time debating: 

Santa Claus, Real or Not. 

   

【Volunteers】 

Thank you for all your help this term, see you next 

year. 

 

【MobyMax】 

Students can begin working on Term 3 MobyMax on 

Dec 26th. 

 

【Library】 

Please return any library books you are not currently 

reading so others can enjoy them. 

 

 【English Club】 

All the students, International and Domestic were split 

into two groups for their end of term activity which 

lasted two days. Day 1: one group cooked “Garlic 

Cheese Bread Twists” with Ms. Atkin and the other 

group played a game and watched a video with Mr. 

Okori. The next and last day, the groups reversed 

roles. The students enjoyed both sessions. 

 

【Culture Corner】 

Thank you all for always making it a great time at the 

Culture Corner. I wish you all “Merry Christmas and a 

Happy New Year.” 

 

【Winter Homework】 

All students will be given winter break homework which 

is due the first day of English class.  


