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September| 9 月

リンク集（復習にご利用ください）
Student Resources

各クラスの動画・プリント

Let's Go Videos

小学生用の動画・単語

Quizlet

フラッシュカード

Instagram

公式アカウント

Learning and Forgetting
ご無沙汰しております。フィリップです。
最近日本語を使う機会が減ってしまい、日本語で自分の考えを表現することがだんだん難し
くなってきました。omg

考えが「以前より深く、知的な内容だから伝えにくくなった」なら

まだ良かったのですが、残念ながらただ話す機会がないから日本語を忘れてきているだけです。
そもそも家庭ではバイリンガル子育てをしているため子供と英語でしか会話しないし、自宅
勤務しているから、会社の同僚と会話したりすることはありません。よく考えたら今英語しか使
う機会がありません。

日本人と真逆ですね。

英語学習者で「教室以外で英語を使う機会が全くない」という悩みを良く耳にします。覚え
たとしても、
「数学と同じぐらい日常生活で使わない（笑）」と嘆き悲しむ方もいます。友達を作
ればよいのですが、日本に住みながら日本人の友達ができない僕がそのアドバイスをしても。。。
そもそも岡山に外国人が少ないし、子供が変な出会い系サイトで誰かと知り合う訳にもいかない
し。。結局友達を作る代わりに海外ドラマ、洋画、洋楽、とにかく海外の文化を知り、それに興
味を示すことが大切です。まずそのインプットが、英語を忘れない一つの鍵になると思います。

僕もちゃんと NHK ニュース見ようと。。。ちなみに友達も募集中です。笑

店を経営している皆さま
教室のハガキ、名刺サイズのカードをお店に置いてくださる方がいらっしゃいましたら大変あり
がたいです。日本語だけでなく、デザインのセンスも失ってしまいましたが。それでも良ければ
お願いいたします。私たちも積極的に宣伝してあげます。^o-

September: Stationery
9 月 文房具

Vocabulary

単語 ここで発音を確認！

Kangaroo

・Paper かみ

・Crayon くれよん

・Book ほん

Koala / Step 1

・Glue のり

・Scissors

・Bag かばん

Step 2

・Desk つくえ

・Ruler さし

・Sticky tape テープ

Step 3

・Stapler ほちきす

・Map ちず

・Eraser けしごむ

Preparing for School

はさみ

学校の準備

Don’t forget your bag かばんを忘れないでね！
Put your lunchbox in your bag
Do you have your hat?

帽子もった？

Take out your pencil case.
Put away your pencil case.
Have fun!

お弁当をかばんに入れてね

筆箱出して
筆箱片づけて

楽しんできてね～

Did you have fun?

楽しかった？

オンラインフラッシュカード

9 月の手遊び
Mummy and Me 1 Kangaroo
Row Row Row Your Boat

動画はこちら (CD と異なります）

Row row row your boat,
Gently down the stream
Merrily merrily merrily merrily
Life is but a dream.

Mummy and Me 2 Koala
Round and Round the Garden

動画はこちら (CD と異なります）

Round and round the garden
Like a Teddy bear
One step, two steps, tickle under there!

Step 1 and 2
Ten Little Fingers

動画はこちら (CD と異なります）

1 little 2 little 3 little fingers, 4 little 5 little 6 little fingers
7 little 8 little 9 little fingers, 10 fingers on my hand.

Step 3
One Little Finger

動画はこちら

One little finger, one little finger, one little finger.
Tap tap tap.
Point your finger up. Point your finger down.
1. Put it on your head. Head!

2. Nose

3. Chin

4. Arm

5. Leg

6. Foot

9 月の歌
Mummy and Me 1 Kangaroo
I Can Jump

動画はこちら (CD と異なります）

I can jump, I can jump
I can jump and jump and jump.

I can run, I can run
I can run and run and run.

I can walk, I can walk
I can walk and walk and walk.

Mummy and Me 2 Koala , Preschool Step 1
Peter’s Hammer

動画はこちら (CD と異なります）

Peter plays with one hammer, one hammer, one hammer
Peter plays with one hammer this fine day.
※ two, three, four, five hammers で繰り返す
Peter’s going to sleep now, sleep now, sleep now
Peter’s going to sleep now this fine day.
Peter’s waking up again, up again, up again
Peter’s waking up again this fine day

Step 2
Do The Twist

動画はこちら

Can you point your fingers and do the twist?
Well were gonna go up, then go down
Get back up and turn around
Can you point your fingers and do the twist?
Can you stand on one foot and shake your hands?
Well we're gonna go up, then go down
Get back up and turn around
Can you stand on one foot and shake your hands?

Step 3
Clap, Clap, Clap your Hands

動画はこちら (CD と異なります）

Clap clap clap your hands, everyone together
Comb comb comb your hair, everyone together
Blink blink blink your eyes, everyone together
Pull pull pull your ears, everyone together
Pinch pinch pinch your nose, everyone together
Touch touch touch your mouth, everyone together
Nod nod nod your head, everyone together
Swing, swing swing your arms, everyone together
Shake shake shake your legs, everyone together
Stomp stomp stomp your feet together
Wave wave wave goodbye, everyone together

Elementary 低学年
Looby Loo

動画はこちら

Here we go looby loo, Here we go looby light,
All on a Saturday night
You put ○○ in, you put your ○○ out.
You give your ○○ a shake shake shake and turn yourself about.

1. Right hand

2. Left hand

3. Right foot

4. Left foot

5. Head

6. Whole self

