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The theme for September was Safety and Health. We had a great month with a variety of activities such 

as field trips and role plays. 

9 月のテーマは Safety と Health でした。遠足やロールプレイなど様々なアクティビティを通し充実した 1 ヶ

月となりました。 

 

<Group Art: Fire&Water> Creativity, Fine Motor Skills, Cooperation（ク

リエイティビティ、協調性、巧緻性＝指先の小さな筋肉） 

We made group art showing how to put out the fire related to the 

theme of “Safety” this month. The children crumpled lots of yellow, 

orange and blue tissue papers and glued on the cutouts to make the 

fire and water. They really enjoyed crumpling papers and gluing them 

on. 

グループアートではSafetyのテーマより消火をイメージした作品を作り

ました！グループに分かれてそれぞれホースから水が出ている物と、火を作りました。大きく切り抜いた紙の上

に黄色、オレンジ、青のティシュペーパーを丸めて火や水をイメージして貼りました。皆、楽しんで沢山の紙を

丸めて貼ってくれたりしました。 

 

<Art1: Fire Hose> Creativity, Fine Motor Skills, Expression（クリエイティビテ

ィ、巧緻性、表現力） 

We drew pictures with crayons on a toilet paper core and attached a blue plastic 

string to make a fire hose. After making it, we played as firemen. 

トイレットペーパーの芯の上にクレヨンで絵を描き、青いビニール紐をつけ消化ホ

ースを作りました。作った後には、消防士になり遊びました。 

 

<Art2: My mouth with teeth> Creativity, Fine Motor Skills（クリエイティビティ、巧緻性=指先の小さな筋肉） 

They glued red lips shaped cutouts on the papers, then glued sponge teeth 

in them. Some children had lots of teeth, but others had a few, so it was 

very interesting. 

口の形に切った赤の紙をのりで貼り、その中にスポンジの歯を貼っていきまし

た。たくさん歯の生えているお口やまだ少ししか生えていないお口ができまし

た！ 

 

 

 



<Art3: Healthy Food Collage Lunch Plate> Creativity, Fine Motor Skills, 

Food Education（クリエイティビティ、巧緻性、食育） 

We put paper plates on a colored construction paper lunch mat and had 

them choose their favorite food cuttings to put on it. They were 

fascinated with picking out their favorite things from the many clippings. 

色画用紙のランチマットの上に紙皿を貼って、その上に自分の好きな食べ物

の切り抜きを選んで貼ってもらいました。沢山ある切抜きから自分の好きな

物を選ぶことに夢中になっていました。 

 

<Math1: Food matching game> Matching pictures, Vocabulary（絵合わ

せ、語彙力）  

We used a lot of picture cards such as hotdog, spaghetti, hamburger, 

etc. for matching pictures. They enjoyed calling their names and finding 

same pictures. 

ホットドッグ、ハンバーガー、スパゲティなどが描かれたカードを使い、

食べ物の名前を言いながら絵合わせを楽しみました。 

 

<Math2: Sorting items into two categories: Doctor or Firefighter> Classification（分類） 

They enjoyed sorting the items into the two boxes for doctors or fire 

fighters. They chose their favorite toy tools, then they sorted them saying 

“Doctor” “Fire fighter”. 

おもちゃの道具を医者と消防士のどちらの道具か分類してもらいました。自分の

好きな道具を一つ選び、 “Doctor” “Firefighter” と言いながら箱に分類していき

ました。 

 

<Science1: The toy bear is sick> Role play, Imagination, Expression（ロールプレイ、想像力、表現力） 

They enjoyed becoming doctors and taking care of the toy bear which 

is popular in our class room. They checked the temperature, gave a 

shot, put the bandage on etc. They wore a doctor costume and looked 

like real little doctors. 

子供達がお医者さんになり、クラスで人気の熊のぬいぐるみを患者に見

立てて治療してもらいました。体温を測ったり、注射をしたり、包帯を巻

いたり皆小さなお医者さんになりきっていました。 

 

<Science2: Hot&Cold> Classification, Recognition, Sense of touch（分類、認識力、触覚） 

They were so excited to touch the hot and cold water. They were happily 

shouting “Hot” “Hot” or “Cold” “Cold”. Then they chose the hot or cold 

picture which water they touched. 

お湯とお水をさわって “Hot” “Cold” を確認してもらいました。冷たい水やお

湯を触り“Hot, Hot” “Cold, Cold” と皆大喜びでした。また自分が触っている

のが水なのかお湯なのか、それぞれのものが描かれた絵を選んでもらいまし

た。 



 

<Worksheet: Edible or Inedible> Classification, Recognition（分類、認識力） 

We did a worksheet to separate edible and inedible items into edible and 

inedible items. We asked them to put the edible items on their plates and the 

inedible items on their toy boxes. 

食べられるものと、食べられないものに分けるワークシートをしました。食べら

れるものはプレート上に、食べられないものはおもちゃ箱に貼ってもらいまし

た。 

 

<Game: Safety walk> Sociability, Recognition, Rule（社会性、認識、規則） 

They enjoyed learning how to across the street as we were asking what 

we should do when the traffic light is red or green. 

信号が赤のときは？青になったらどうするの？と確認しながら安全に道路

を渡る練習を楽しんでもらいました。 

 

 

<Special activity: Field trip to Kamichiba Sunahara Park> Sociability, 

Cooperativeness（社会性、協調性） 

This is the day of the field trip that everyone was looking forward to in the 

morning. We went to Kamichiba Sunahara Park by bus for the first field trip of 

JK class. It was a great experience for all of their excited. 

朝から皆が楽しみにしていた遠足の日です！上千葉砂原公園にバスで行きました。

JK クラスの初めての遠足にワクワクドキドキしたお友達ばかりで、とても素晴ら

しい経験になったと思います。 

 

 

The theme of October is “Halloween.” Let’s have fun this month too!! 

10月のテーマは Halloweenです。今月も沢山楽しみましょう！！  


