
 

 

 

 

K1 friends have been learning about food. They tried food stamping with their names and made 
their own artwork using vegetables like okra, bitter melon, komatsuna, carrots, cabbage, etc.  

K1の子どもたちは今、食べ物について、実際に触れる経験もしながら様々なことを学んでいます。オクラ、

ゴーヤー、小松菜、人参、キャベツなどの野菜スタンプで、自分の名前や自由な絵を表現しました。 
 

 

We also made a survey and almost everyone in class love/like eating curry. So they learned its             
ingredients through our “original curry song”. Now, they are interested in learning the benefits of   

eating vegetables like carrots and potato. As the days go on, we will continue researching on other food 
and vegetables too. 

 K1の子どもたちのほとんどがカレーが大好きです。そこで、オリジナルの「カレーの歌」を作りそれを通してカ

レーの材料について考えました。今、子どもたちは人参やジャガイモといった野菜がどのように体に良いのかという

ことについて学んでいます。今後さらに、他の食べ物や野菜についても調べていく予定です。 

「ニンジン食べたことある。 

ニンジンシリシリとカレーと

シチューに入ってるよね！」 

ほんとだ！なんか見え

る！ちっちゃ！ 



After summer, K2 friends studied about extinct animals. They also learned 

which country they lived in. As they used the world map, they became more 

interested in the world. Since our theme this month is about food, they also got 

interested with food from different countries. 

 

 

 

 

 

 

 

Through these activities, we also learned the importance of eating 

food. Now, children are researching what nutrients they usually get 

from the different food/vegetables that they eat. 

 

Lemon is good for your skin. 

Bangladeshの言葉であいさつは”アッサ

ラームアライクム“って言うんだよ！ 

 Nepal の言葉で あいさつ

は “ナマステ”  って言う

んだよ！ 

「タイの食べ物って何だろ

う？Sweetかな？Bitterか

な？」 

自分の苦手な食べ物もアクティビティーで学んだことから、「ナ

スって目に良いからがんばって食べる！」と自分の体のために挑戦

して食べている子どももいました。 
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K1 Open class 

Thursday, December 5th, 2019 

at AMICUS Kinder 

10:00 ‣P.E. 

          ‣Parent and Child Activity  

11:15  ‣Parent-Teacher 

          Conference/ 懇談会  

 

K2 Open class 

Wednesday, December 4th, 2019 

at AMICUS Kinder 

10:00 ‣Circle time 

          ‣Activity  

11:15  ‣Parent-Teacher 

          Conference/ 懇談会  

12th    Keito Y. 

23rd    Erin & Vianna 

25th    Ani 



Christmas Party 

Date：Friday, December 20th, 2019 

Time: 10:00 ~ 12:00 

Place: Gym 

Dress code: Green or Red color clothes.  

Please bring your inside shoes. 

★Please bring one dish to share (potluck) with everyone! 

(We will be sharing everyone’s dish so please don’t let your child bring lunch and snack on this day.  

School lunch will be cancelled.)   

日付：１２月２０日（金曜日） 

時間：１０：００～１２：００ 

場所：体育館 

服装：緑や赤の服装 

保護者の皆様は、上履きをご準備ください。 

★一家族、一品持ち寄りでお願いします。 

当日は、保護者の方が持ち寄った一品を頂きながら楽しい一時が過ごせればと思っています。ぜひご参

加下さい。 

（当日は、持ち寄って頂いた一品でクリスマスパーティーをしますので、お弁当、スナックは持たせないで下さい。 

 スクールランチはこちらでキャンセルさせていただきます。） 

On Thursday, December 19th, K2 friends 

are going to Izumi Nursing Home to     

attend their Christmas party and to   

perform few songs for them.  

12月19日(木)は、近隣のいずみ園からのお

招きがありクリスマスパーティーに参加し

ます。おじいちゃん・おばあちゃんに歌の

プレゼントをして、園に戻る予定です。 

（K2 の子どもたちのみ参加予定です。） 

On Thursday, December 12th, K1 & K2 friends are   

going to see a play “Puss in Boots” at Uruma Citizen’s 

Art Theater. We will eat lunch in Kinder at 13:30 so 

please make your child bring a brunch such as rice 

ball or sandwich to eat at the theater around 10:00. 

 12月12日(木)は、うるま市民芸術劇場へ行き、“長靴をは

いた猫”の観劇をします。終了が13:30 頃になる為、10:00

頃に会場にて軽食をいただきます。軽食には、おにぎりや

サンドイッチなどを持たせてください。 

On Wednesday, January 8th, K2 friends will have the calligraphy performance at the 

gym from 9:45. If you have time, please come and enjoy their performance. 

 1月8日(水)にK2の子どもたちと書道の先生による書道のパフォーマンスを行います。場所は体育館

で、9:45 頃開始の予定です。お時間のある方はぜひお越しいただき一緒に楽しんでください。 


