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2017 年度スタート！
この度お知らせが遅くなりましたが、4月より毎月
園便りを発行することとなりました。
プリスクールに関するお知らせや連絡事項は
今後こちらの園便りにてご確認ください。

保護者IDをご携帯ください！
保護者IDを各ご家庭へお配りしておりますので
お迎えの際や送迎時は必ず保育スタッフに
わかるように首からかけていただきますよう
ご協力をお願いいたします。
IDは毎回引渡しの際に必要ですので
IDをお持ちでなかった場合は、次回から必ず
ご用意いただけますようお願いいたします。

クラフトのお持ち帰り袋をご用意ください
※エレメンタリーキッズは不要です

クラフトをお持ち帰りいただくA4サイズの袋（レジ
袋のような手提げタイプ）を各ご家庭でご用意
いただくようお願いいたします。
また袋はスクールで保管させていただきますので
何枚かまとめてご用意いただけると助かります。

※尚、オムツをお持ち帰りいただく袋とは別に
ご用意いただけますようご協力をお願いします

アフターキンダーの公園について
毎月3週目に公園へ行くことになりました。
3週目のスケジュールは以下のとおりです。
15:40-16:10 公園 ／ 16:15-16:40 復習

健康診断書のご提出をお願いします
新年度を迎える毎に健康診断の受診をお願い
しておりますので下記期日までに診断書をご提出
ください。尚、受診には事前予約が必要です。

★受診場所：かるがもクリニック 03-5426-2220
（かるがもクリニック以外で受診の場合は有料となりますのでご注意ください）

★提出期日：5月31日
（水）
〜成城校 保護者の方へ〜
成城エリアにて指定医療機関を探しております。
ご案内が出来次第お知らせいたしますので
上記かるがもクリニックにてお願い致します。

New Teachers
Hi, my name is Patrick and I was born
and raised in Sydney Australia.
I have holidayed in Japan many times
before moving here in late 2016.
I have always loved the culture and people of
e
Japan and am very happy to now be living here
in Tokyo.
I love watching movies and listening to music
but my favorite thing to do is travel.
I drove around the UK and Europe for over a year and also drove around
Australia for a year.
In total I have been to about 30 diﬀerent countries and seen some
amazing things and had some fantastic experiences.
I am looking very forward to being a part of the Knock Knock team.
こんにちは、私の名前はパトリックです。オーストラリアのシドニー出身です。
2016年の年末に引っ越してくる前に、何度か日本を訪れたことがあります。
日本の文化や人々が好きで、今東京に住んでいることにとても嬉しく思います。
普段は映画を見たり音楽を聴くのが好きですが、特に旅行が好きです。
イギリスやヨーロッパを1年以上かけてドライブしたり、またオーストラリアも
1年かけてドライブしたことがあります。
今まで30カ国近く訪れ、たくさんの素晴らしいものを見て体験してきました。
ノックノックの一員として皆さんと過ごせることをとても楽しみにしています。

"My name is Alex Clark and I am from Sunny San Diego, California!
I have a passion for music and art and have been singing since before
I can remember. Currently I sing in a band, and I also do commercial
singing work here in Japan.
I have been teaching English in Tokyo for over 2 years prior to working
with Knock Knock and can't wait to get to know all of you!
Because I love people and watching others succeed, I believe teaching is
one of the most powerful and rewarding experiences, which is why I am
so excited to be working alongside like-minded individuals.
If you see me around, please say hello -- but be warned... I smile a lot :D"
私の名前はアレックス・クラークと言います。カリフォルニアの
サンディエゴ出身です。私は音楽とアートが好きで、物心が
ついた頃からずっと歌っています。日頃バンド仲間もいて
そこで歌ったり、日本のCM曲も歌っています。
以前は2年以上、東京で英語を教えていました。
私は人が何かで成功することに喜びを感じるので
講師という職業は最も影響力があり、またやりがいの
ある職業だと思っています。
ノックノックで働けることをとても楽しみにしています。
私を見かけた際は声をかけてくださいね！よく笑います！
！
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Monthly Theme Colors
■ Colors

■ 2 Years Old
What color is it? It is /Itʼ s ____.
Whatʼ s your favorite color?
My favorite color is ____.
What colors do you like? I like ____.

phonics and alphabets: A,B,C

■ 3 Years Old
Red mixed with blue makes purple.
____ mixed with____makes______.
What color is it? It is /Itʼ s ________.
Whatʼ s your favorite color?
My favorite color is _____________.
What colors do you like?
I like _________.
What is it? Itʼ s a green circle.

phonics and alphabets: A 〜 Z

担当講師変更と新サポートスタッフのお知らせ
担当講師の変更がある曜日を以下にお知らせいたします。
【千歳船橋校】
火曜日 アフターキンダー Amelia
水曜日 ハーフ･レギュラー 2歳-3歳クラス Amelia
水曜日 アフターキンダー 年中・年長クラス Amelia
※金曜日のアフターキンダーはしばらく1クラスですが
今後は2クラスで行いますので別途ご案内致します。
【成城校】
火曜日 ハーフ･レギュラー 2歳-3歳クラス Amelia
※月曜日のハーフ･レギュラーコースは新講師の手配が
つき次第、2クラスで行います。
※土曜日のクラスは開講まで今しばらくお待ちください。

新しいサポートスタッフが仲間入りしました！
！
Aya先生

Yukiko先生

ご家庭でも練習してみてくださいね

blue, yellow, red, purple, pink, orange
green, brown, black, white, gray, gold
silver, rainbow

■ Dramatic Play (Half&Regular)
⾊を混ぜることで何⾊が作れるかを学んだり、 ⾝
の回りの物がどういった⾊があるか、 またそれぞれ
の好きな⾊について話し合います。

■ Song
I See Something Blue
I See Something Pink (SSS)
1, 2, 3, 4, 5 JUMP!
Count and Move (SSS)
Hello, Hello
Bye Bye Goodbye

Knock Knock Spring Carnival 2017
毎年恒例の Spring Party を⾏います！！
ご参加希望の⽅はホームページよりお申込みください。

お申込締切： 5 ⽉ 23 ⽇（⽕）19:00 まで
■日程: 5月28日
（日）
■場所: 都立砧公園
■集合場所：さくらのトイレ近く(当校HPよりご確認ください）
■時間：10:30-12：00
■開始時間：10:15
■参加費: 一般：1, 000 円 / 当校生徒*：500円
*お子様１人あたり
（保護者、付添いの方は無料）

■服装：動きやすく汚れてもいいもの、履きなれた靴

■内容：
各種ゲーム。アクティビィティ終了後は自由解散となります。
アクティビティ終了後、公園内にてランチピクニックを行います。
ランチまでいる場合はお弁当、お飲み物等は各自でご持参ください。
- キャンセル料について 5月25日までにキャンセルされた方には全額返金。
それ以降は半額返金＋お菓子をお渡しします。
当日及び前日のキャンセルは返金できません。
（お菓子のみお渡しします）

