予告

Snow Festival

スノーフェスティバル

〜雪で遊ぼう〜
Letʼ s play with the snow

今月のオススメ図書（１月 -２月）

図書コーナーにあります。ぜひ読んでみてください。
The recommended books of the month are in the library.

エミリーと犬のクリフォードは、初めて一
緒にバレンタインデーを迎えます。紙やリボ
ンを切ったり貼ったり、カードを作ります。
出来上がったカードをおばあちゃんに送るた
めに郵便局へ。そこでハプニングが起こって
しまいます。

Cliﬀord Loves Me!

英語で書き初め 今年の抱負は？

“Kakizome” in English - What are your aspirations for this year?
書き初めのための単語例

クリフォードシリーズ

みなさんの作品は、一月一六日から
二 四 日 ま で、当 ス ク ー ル の 多 目 的
ホールにて展示いたしました。
スクールを訪れた方々にも見ていた
だきましたが、大変高評価でした。

クリフォードは、赤くて大きな犬。クリ
フォードには大好きなものがたくさんありま
す。住んでいる島、友だち、砂浜や公園で遊
ぶことや誰かの役に立つこと・・・。
バレンタインデーが近いこの時期に、あな
たも大好きな人や大好きなものについて考え
てみては？

※ 悪天候の場合は、屋内でレクリエーション
を行います。

Guess How Much I Love You
愛の大きさを一生懸命表そうとする親うさ
ぎと子うさぎ。お互いを「どれだけ大好きな
のか」
、身の回りのもので表現します。
「目いっ
ぱい両手を伸ばしたくらい」
、
「目いっぱいジャ
ンプした高さくらい」
・・・。競いあうような
かわいらしいやり取りが展開していきます。
「すき」と表現する大切さをあらためて実感で
きるお話です。
優しい水彩画で描かれたこの絵本は、全世
界で 150 万部以上までに売上を伸ばした大ベ
ストセラーです。

■今月のひとくち英会話

〜カジュアル編〜友達の間で使ってみよう

Whatʼ s up?/ ワッツァップ ( 元気？ )
Nothing much./ ナスィン・マッチ
( 特に変わりないよ / まあね )

Whatʼs new? / ワツニュー ( 最近何かあった？ )
Join in!/ ジョイニン（
（仲間に ) 入りなよ / 一緒
に遊ぼうよ）

編集長の
オススメ

日本語と英語でくらべて読んでみよう
You can read it in both English and Japanese!

世界的に評価されているポップアー
ティストの奈良美智（ならよしとも）さ
んの個性的な絵にお話がついた見るだけ
でも楽しい絵本です。その絵本が英訳さ
れて世界で読まれています！
スクールの図書コーナーに日本語と英
語の両方がおいてあります。読みくらべ
て「なるほど、こう訳せばいいんだ」
「英
語 で は こ う や っ て 言 う ん だ」
・・・と、
「ともだちがほしかったこいぬ」
新しい発見をしてみましょう。
「the Lonesome Puppy」

今月のおたんじょう日 Birthdays this month
2/25 Miyu Ito
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気に入りの言葉を見つけて英語で覚え
１月１４日（土）
：年明け最初のイベン
てもらうこと」
「英語を書くこと」
「日
トである新年会では、みんなで英語の
本の文化である書き初めに親しむこと」
書き初めに挑戦しました。
「自分
小学校ではお習字の授業があります 「筆や墨になじんでもらうこと」
が、
みんな英語を書くのははじめて。１， のイメージをふくらませてのびのびと
２年生はまだお習字の授業もないので、 文字を書いてもらうこと」など。
みなさん、筆の質感がよく出ていた
筆を持つこと自体が初めてという生徒
り、バランスや構図もよく、初めてと
さんも。
は思えないすばらしい出来でした。
書き初め用の文字は、先生たちがリ
ストアップした単語例から選んでもら
いました。自分の好きな言葉を選んだ
ら、いよいよ挑戦です。練習用の用紙
に何度か書いてから、本番に挑みます。
大きなサイズの用紙を好きな大きさや
形に切って、バランスを見ながら書い
ていきます。うまく書けたら自分のサ
インを入れて出来上がりです。
「英語で書き初め」には、いくつかの
ねらいもありました。子供たちに「お
みんな真剣。中には極太の筆や特殊な
柔らかい筆、薄墨などにも挑戦したり、
何種類ものことばを書いた生徒も。

積雪量が非常に多い今年の江別ですが、先日全
国的なニュースにもなりました。みなさん雪かき
で大変な思いをされたことでしょう。
さて、第３号目となるニューズレターですが、
今回は３つのイベントを掲載しての２ヶ月合併号
となり、イベントで活躍する生徒さんたちや作品
などの写真を多く掲載しました。残念ながら参加
できなかった生徒さんたちもこれを読んで、みん
なと一緒に参加した気分になってもらえたら嬉し
い限りです。
スタッフも新年度へ向けて、各プログラムの内
容をより充実させていこうと、張り切っています。
それではみなさん、本年もよろしくお願い申し
上げます。
（２０１２年１月末）

JAN-FEB, 2012

Cliﬀordʼs Valentineʼs Day

みんなでデラックスな
雪だるまを作りましょう。
その後は豚汁を食べて
あたたまりましょう！
（雪中レクリエーションもあります）

編集後記

EIS COMMUNICATION

クリフォードシリーズ

２月１８日（土）
１：３０pm 〜３：３０pm

カタカナの読みは、あくまでも参考にするだけにして
くださいね。きちんとした発音は、先生やスタッフに
聞きましょう。

Monthly Report
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Harmony「和」
Happiness「幸せ」
Joy「喜び」
Imagine「想像」
Chance「チャンス」
Luck「幸運」
Believe「信じる」
Fantasy「ファンタジー」
Love「愛」
Peace「平和」
Dream「夢」
Hope「希望」
Wish「願い」
Health「健康」
Eﬀort「努力」
Friendship「友情」
Sunrise「日の出」
Japan「日本」
Dragon「辰」
シャンパン（ノンアルコール）で乾
杯した後は、
ボウリングです。ナタリー、
カロリーナ両先生がデザインしたカラ
フルなペットボトルのピンを倒して点
数を競います。ボウリングのレールは
廊下です。最初は難しいかと思われま
したが、少し慣れると皆さん大健闘。
入賞者は、終了後に表彰されました。
みなさんお疲れ様でした。

冬休みオプション企画

12 月 17 日（土）のクリスマス会は、短いアニ
メ映画鑑賞から始まりました。アニメーション
の タ イ ト ル は、「Frosty the Snowman」
。ア メ リ
カではクリスマスに観るアニメとして長い間親
しまれてきました。主題歌は、聴けば「あの曲」
と分かるほどクリスマスの曲として日本でもな
じみがあります。
アニメ鑑賞のあとは、いよいよ生徒たちによ
る 歌 の 発 表。曲 は「Santa Claus is Coming to
Town」。ナタリー、カロリーナ両講師が考えた
振り付けに合わせて歌います。決して簡単な歌
詞ではありませんが、授業の中で練習し、本番
に挑みました。いつもより緊張気味のスタート
でしたが、すぐに気分ものってきて、練習の成
果が出せたようです。

カレンダー作り＆トレジャーハンティング
宝探し - 英語のヒントをたよりに
﹁あれ？どこにある
んだろう︒ここか
な・・・﹂

Treasure Hunting - following the hints written in English

マップを渡されて説明を
受ける生徒たち

分からない単語は
電子黒板の辞書機能
でチェック

描いて、ぬって、切って、貼って・・・
Original Calendar - draw, paint, cut and paste
冬休み特別企画のトレジャーハンティ
ングと平行して行ったオリジナルカレン
ダーづくりの講座。自分の作品がカレン
ダーとして残ると同時に、暦に関係のあ
る英語を覚えようという企画。
まずは１２ヶ月の名前、曜日、季節、
などを英語でレッスン。
「January (1 月 )」
か ら「December (12 月 )」ま で、復 唱
して更に自分で書いてもらいます。
画用紙にそれぞれ好きな素材を使いま
す。色紙やセロハンなどを切って貼った
り、鉛筆やクレヨン、絵の具など、自由
に使って思い思いのデザインをしてもら
いました。
はじめは何を描こうかと真っ白い画用
紙としばしにらめっこでしたが、描き始
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めてみると、それぞれとても素敵な絵
に仕上がりました。中々あじのある作
品もあり、才能が発揮されていた様子。
印刷機にかけて製本したら、本格的
なカレンダーの出来上がり。
冬休みの宿題に提出する生徒さんも
いました。
家でぜひ使ってくださいね。

サンタが街にやってきた
﹁フルーツバスケット！﹂

オリジナルカレンダーづくり

Santa Claus is Coming to Town!

あら不思議！
ヒジからミルクが・・・

１月５日、６日の二日間にわたり、冬
休み中の特別企画として行ったトレ
ジャーハンティング。目的は、楽しみな
がらゲーム感覚で英語を覚えること。
各教室やコーナーをを「山」
「森」
「海」
「洞窟」などになぞらえると、スクール
内は宝島へと化します。みんなに地図を
渡し、英語で書かれたヒントをたよりに
記号や文字を集めていってもらいます。
正しいキーワードにたどりついたら、海
賊たちの宝のありかに通されて宝物の分
前がもらえます。
途中には伏線としてくじ付きのカード

がいたるところに落ちていて、当たりが
出たら、そのカードと引き換えにキャン
ディーをゲット。中には１等、２等のカー
ドも隠れています！たまに、宝物の番を
している怪人が現れることも・・・。
英語のヒントの中で分からない単語は
電子黒板のディクショナリー機能を使っ
てそれぞれ自分で調べます。
宝探しの旅に疲れたら、
「村」（ロビー）
でひと休み。与えられたコインを使って
村人（スタッフ）から飲み物を買います。
何回かのチャレンジの末、全員が正し
いキーワードを集め、宝物にたどり着く
ことができました。幸運にも１等２等の
カードを見つけた人には更に小さなギフ
トが！
２日間とも楽しい宝探しになりまし
た。参加してくれた生徒のみなさん、あ
りがとうございました。
「トレジャーハンティング」は、今後
も度々企画していく予定です。
ボランティアで手伝ってくださった丸山さん（右端）

最後は、プレゼント交換。生徒がそれぞれ用意したプ
レゼントを音楽に合わせてまわします。曲が止まったら
そこでストップ。お友達からのプレゼントは何だろう。
ワクワク感も手伝って盛り上がりました。
これでクリスマス会も終わりと思ったところで、思い
がけないゲストが・・・。サンタクロースがプレゼント
を持ってやって来ました。思わぬ追加のプレゼントをも
らうことができました。
日もすっかり暮れ、クリスマスの雰囲気が漂う中で
パーティーは終わりました。

１つ目のゲームは、サンタクロース早着替え競争。サ
ンタクロースの衣装を先に着替え終わったチームの勝ち。
衣装に着替える生徒は各チームに一人。他のみんなはそ
れをサポートします。慌てて着替える子供たち、一生懸
命着替えを手伝う子供たち・・・見ている方はつい顔が
ほころんでしまいました。
第一部の最後は、当スクールのイベントでも定番にな
りつつある坂本一魔・暁奈親子のマジックショー。鳩を
使った華やかなものや、客席の子供たちをステージ上に
呼んで一緒に楽しむ愉快なマジックなど、盛りだくさん
でした。
ティータイムのあとのゲームは、「英語版フルーツバス
ケット」。みんなフルーツのお面をかぶり輪になって、椅
子を取れなかった人が輪の真ん中で次の命令を出します。
更に、スタッフ扮するトナカイが邪魔をするという設定。
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