for 6+ yrs
6 歳以上

for 3-6 yrs
3 歳～6 歳

for 4-6 yrs / for 6+ yrs
4 歳～6 歳 ・ 6 歳以上

芸術家でありながら、発明家としても有名なレオナル
ド・ダ・ヴィンチ。飛行機がない時代に、彼が考えた
ヘリコプターや空を飛ぶ装置を実際につくりながら、
飛行距離や滞空時間の実験をしてみましょう。

Da Vinci’s Sketchbooks

ScienceArts

北アメリカのネイティブアメリカン文化のひと
つであるトーテムポール。鳥や人の顔が積み重
ねられたユニークな彫刻を、様々な素材を使っ
て表現します。

Iconic and unique in equal measure, the
totem poles of North America are instantly
recognizable. This project sees the students
create their own Totem Pole using mixed
media techniques and three dimensional
sensibilities to make an impressive
representation of this cultural symbol.

Totem Pole

Arts & Crafts 6+

大胆で色鮮やかなアンディ・ウォーホルの作品を
モチーフに、版画でカレンダーを制作します。
もうすぐやってくる新しい年を、素敵なオリジナル
カレンダーで迎えましょう。

To say our farewells to the old year and celebrate
the coming of a new year; the students will be
making their own unique calendar, based around
the works of Andy Warhol. During this month the
students will be introduced to and impersonate
the bold and brilliant images created in Warhol’s
“Factory.”

Arts & Crafts 3-6
Calendar
Calendar

Visual Arts

Soap Boat

Outdoors

My House

What Time Is It?

One of a kind

Unit 6

Make a difference!

<L7> Meet the New World

Unit 6

<L6> Prime Mind

Unit 6

<L5> Explore More

Unit 6

<L4> Star Shine

Unit 6

<L3> Star Steps

<L2> Hop Up

Harry and the Wicked Water Witch

<L1> First Steps

Language Arts
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◆Next projects start on 1/６(Wed).
次のプロジェクトは 1/６(水)より始まります。
◆There will be no classes from 12/27 (Sun) thru 1/4(Mon).
12/27(日)〜1/4(月)は年末年始のお休みとさせていただきます。
◆メイクアップ（クラスの振替）は、お休みされる日のレッスン開始時間までに必ずご連絡下さ
い。その場合のみ、同月（同プロジェクト）内での振替が可能です。なお、同月に２回目以降
のメイクアップは有料です。
詳しくは規約をご覧下さい。
In the event of an impending absence
from class, please inform our office in advance to reserve a complimentary “make-up” class.
(Additional absences beyond the first will incur an additional lesson fee)

Last Day

21

8

12/1

First Day

TUE
24

7

30

MON

December 2015

遊んだり、考えたりすることの原動力は、おいしく楽しく
食事すること。元気なからだ・楽しい 1 日は、食べることからはじま
ります。口から入った食べ物は、からだの中でどのようにして
「原動力」に変わっていくのでしょうか？
食べることと私たちの生活の関係を学んでいきましょう。

As the saying goes, an apple a day keeps the doctor away.
Stretching and growing with regular exercise and having a
healthy diet are the concepts explored during this theme.
This is an introduction to exercising and healthy eating.

Healthy Habits

SmartStart™ - Kindergarten

BrightBeginnings™ - Preschool

Early Learners

All regular Classes start on 11/24(Tue)
全てのクラスは 11/24 (火)より始まります

December 2015
12 月のプロジェクト

