
ШＬくつ＜ゆ一〇Ｎ◎や〓型』ゝＱｏＯ

（回ｏこ照颯♀ミーミ．Ю

Ｋ鯉
含検ヨコｅ

雁や６゛£終晏姜

■）ヽシー（ヽ・ヽ２

『卜）ｔく↓ハ測ＣＯ後

いヽ「一月月一日アヽい０』

「餓熔憔削朴Ｃ駅漏」ｘ

嗽絲・ヽ終
柵Ｓ頓′ヽ

ｍゝヽ′くη⊃江ｔ珊本・

粟眠ヾｆ

室無十ＫＳ・

檬壼２に総

エＩＲ轡篠●６・

憮撫８・

（Ｃ尽駅じ〉鶏）く

颯Ｄ丑２混蹄２毅抑図

［́純中０̈′撫叫翠一い］憔漱堅

杓響墾ＲＣヾ”測製０／５一ぱ↑　くｃき網↑

『卜）ｔ後↓⊃剰ＣＯ後（純通Ｊ月一せ桑午Ｄ』

やく肛ぐ編◆

轟編掏終２■０■９壼゛製ρ純中貧

。ミ製⊃いデ像ぐ。■部Ｄペミ゛Ｋ′゙役Ｒ編案―

。卜椰ぐ棉せ薬雛。卜椰ｓ純つせ撻′）０北掏終Ｃ）

。■部絶幽伸Ｋ華―く１／Ｒ姜くで′）測総。卜椰ぐ襦枷Ｋ後凝０後黙月

一ｔ掏〉２掟　。卜）■ヽ３後響くく枷―■ヽＫＨへ）

↑⊃全↑く拘〉製　↑３姜全↑‘ヽ力０つ楚ＫＣ堰鰤図

。卜椰ｓ総篠Ｋせ月やく（⇒理掏一ＬＣ尽製て料勲Ｋ墾Υい

る卜椰ｓ総終こせ鯉抑図百

条製Ｄ榔杓に利維ト̈

る卜い■）０最′鯉抑図百含

）セ恒せ朴眠堰鰤図Ｃｍ罫◆

純姜ｓ麟ヽミヘ′⊃終拘笹利Ｊ¨（こ壼２に総）駆郎貧

語Ｃ総べ
，

ｏ総へ含

終冬ｏ６◆

く０伸”領Ｃ）堰撫図

ζ側轟◆

ｐｓ迎製椰）⊃卿枷終↑珈棉′Ｃ應伸腟沐脚編′Ъ興掏く３

（ЮぺＬい弓Ю卜笹黙£篠駆楓）ζく惚Ｏく堰′〉睡掏祀ＣЩ韻抑図貧

浴郷含

）鯉抑図◆

し姜Ｏ枷＝測゛製柊′後料星尽′ヾ拠伸拠「螺̈耕〉Ｌζく３

〉縄）０こζゝヽ工貧

総選掏（■姜ＤムＱセ

■終拘瀧）紙■“Ｋ／♪姜゛梨）区累Ｃ和測やヽ一ミョ′ぺ単掏判月〉にζ鯉抑図含

）側椰◆

檬く
じ睡枷祀総・

。ヾ卜霜製′ぐ

編′Ъ幽枷Ｋ）念側・

。つ最伸

ミーミф鴨拇く）く―・

。つぺ単

却）Ｒ棉せくベヤＪポ・

。■四掏皿

′Ъ幽掏Ｋ製ｏくせば・
０〉

証掏縫ＣくＱ鯉榊図・

３つ應

珈⊃緊せ朧゛ヤＫＳ

ヾ卜総に）念皿′ぺや

）象皿″）ＯＳ星ハ―ヽミ

Юう鱒せ〕へ掏堰榊図

ぶ最掏ミーミＣ毅榊図

（回ｏＦ畑）照運♀ミーミ．Ю鵬器駆▲―ヽヽＫ▲ヽШＬ＜「＜



Шαくつくゆ）ｏＮ◎一‘炒ゝゝＱｏＯ

（嶼榊毅榊鯉）

墾―経Ｃ寒

せ吠褒国郎

『∈Ｏｙｏ壼椰ぐこ

（題抑壇拒鯉）

回―肥鵬十

『ャハ（純う』

（騒ヨコｅ

雁ヾ６゛£終ミ姜

■ヽヽシーヽヽ・ヽ２

『卜）式晏為Ｄ劇ＯＯａ

い知い一同月一日常ドヽ⊃』

（曇ョヽ―口ヽへヽ）

『Ｃ´■く測く拘く農総』

民―民．。（卸雑枢）

『い理姜椰勲句Ｑ壼２』

（興伸埋枷鯉）

鯉＜薬暉

単担典≦

『卜Ｑ部勲ＱｔｙＲ６

に椰¨ｘ太ｋ^誕利・

Ｌ「

一２１べ姜後０６・

條撫８。

粟ｓ事。

純終柵傘頓´ヽ

円ヽヽ′く「Ｄ江ｔ柵釈・

単罪＜・
に

い′こヤ¨業ヽ（ヽ譴渕・

Ｌ゛′Ｌや

″エーミ轡後０６・

憮撫８・

２１Ｒ卜胎掏）中鯉。

。ヽ

―卜
″ヽ

ヽキκン・

『∈Ｏｙ壼́椰Ю〉「ャつい知う』

やミ肛ヽ経◆

語Ｃ総Ｒ９♪くへ貧
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＋枢測笹島Ｊ９♪）０最・
０蛉

卜朧選棘ミーミ熙黙・
０珈

Ｄ来掏Ｓ量Ｃ）Ｃ尽・
ＯЮ

卜臣楓゛測月■姜０鳥Ｃ・
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おくミＣせ祇―ミヽＣ〇一廷０身３ヽ冬癒く）いに掏〉ヾ句卜Ｔ

器稲Ｃミーミ・ＲｓとＣ〉Ю句卜３
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０薬■Ｃ７月

■ζ（ＪＯ後（褐ハ』′トパ
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凝く姜６一粟ｓネＱ

ｓ照選５後ラｏ刑肛３

『ｓＯ榔終６ＣＤ煙Ｃ』やる肛ぐ稲貧

卜濡）■０せい照姜０（゙篠姜やば伸―ヽヽゝへ×Ｈ

ｓ窯冬６◆

（）痛榊８ア一編笹測Ｊ貧

縣Ｃ総ぺ９総́へ含

姜後●６◆

駆遜Ｃ≪駆口皿Ｇ

せ■Ｃミや２ヽヽ③

２■Ｏ無糾〇

せ「Ｃ尽⑤

■部ｓ総後２　　　日一側椰〇

↑Ю総後Ｆ↑ヽ

代杓ｔＣζ郷小◎５蠍■岬肛⑤′識利ＯＣ■Ｃく朧引３

７りＯζい●ｏ笏安い場⊃』

やく肛ぐ編貧

馬月Ｃ褻訃〉Ｌ巧月Ｃ郷朴そ　卜濡）■０星朴眠郷朴く含

い０同匈姜Ｑ短）０毬絆ヽ′マ◆

計饉奪杓笹£心

純轡ゝヽ工′緩紅雄′側型賦側́鰤図′側部抵回側́郷Ｃ↓デ限沐朴眠

ぐ緊回皿′Ｏ拘■総

ζ榔朴そ樹任

眠部４ヽ（ヽ

杓榊ｓや姜３

卜）月りｏ′代卜）月純ＪＯ

和纏〇

（道稀≦体）秦後０６Ｃ「２１後＼２１ス絆枢貧

絲Ｃ縫Ｒ９一£へ含

終笏代６６◆

Ｙ側枷「根椰場Ｌ（力終ｓ£」》壇一掏墾

〉抑枷粟昨ＣパタＯｓ総穴Ｎ

↑製■後維　↑製ｏ総後こ　↑製ＯＬζＪ純

ｓ凶ｓ緊Ｏ朴眠貧

ｓ騒ｓ蝉絆眠軽朴く◆

↑製０後ぐＤρ総後こ

紳く

。（品¨調゛

製侭０後姜‘尽伸椰Ｌ。

ジ肛掏腔総・

。Юぺ≦

）駅胆伸調月。Ｃρ製眠・

。●最枷中軽Ｏ邸朴く。

〉謳傲鯉Ｒ・

Ю晨叶掏判月■

製ヽ最′利用■姜０鳥Ｃ・

つ卜勲ぐ

巽口側′つ卜傘郷２ｄポ

理０鮮）０尽）邸絆そ・

卜憔掏゛北琢Ｃ驀無・

Ю卜せ笹測月掏延朧・

ＯＲ単勲Ｓ網・

■゛晨

島ハ邸せ朧ＳやＫＳ
脚

ハ来掏晰ＬＣ終咀）中緊

Ｏｔ掏

起瞭里駆則Ｃｐ軽絲‘

Ｏ糞伸

に騒せ颯ｄＣｐ経絆そ

に飛せ颯則ＣｐIミ

（回ｏ畑）経訃‘）卜いギ．０冊器騨▲―ヽヽＫ▲ヽШＬくっく
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（興榊鯉撫鯉）

回α”機週

祀障中ヽ展田く

『後く姜枷総総』

く鰹剥＜

（騒ヨ堰瀧制）

胚■ζい●ぐЮ楚

鷺鞍（ヽヽ・―ヽヽト

メーヽ―ヽへ
″やミ長・ヽ―″ヽ

『）ＣＤ製£』

（暖連）⊃怪彗煙■
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゛
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田ゝヽ′くηＤ選′柵ぶ。

粟暖守ギ

２１Ｒ響ミ∠ＩＲ＝メ・

２１ミＳ続・

くηＤ澪′酬ぶ。

２１ミ伸無・

２１ミ鯉羅級。

羅熟ミ■

χ二ヽおヽＳ３■檀・

終了朴く′卜）ｄ↓】

工ヽ（祇ｓ館姜「島劇貧

卜椰ｓ£

′卜椰杓にζ郷朴く駅ヾ′終ヾＣＬ眠枢／０鯉笹幻Ｊ含

姜“Ｒ●６◆

↑和政築く知＼後こ貧

騨Ｓ）０運掏２１へＣＳ編Ⅸ́獣′Ｓ畔含

↑¨取後こ◆

紫採６

いＪ理熱墾ＣＤ祀総３

↑通Ｃ製０薬■旧↑製０彼杓壊後月純百

い胆掏曇無↑

∈製Ｄ枷こ　↑製■後維　↑製０製Ｄ経総響く純Ｊ
祀障３

『後桑姜和Ｒ総』やく肛ぐ編貧

卜製■部、熱旧ＦＣｐ紅Ｌ「）測）■‥　↑ヾ）ぺ斌含

「鱒ミ轡“Ｒ総一◆

↑）民や　↑０薬黙）

■禦姜後゛６Ｃ維螺↑工Ｋいヽ３

や£ぐ２１ミ）０選勲２１ミ゛総貧

縫ＮＣＳ総含

姜後６６◆

ヾ）２　↑燭）０こ′ぐ

６̈後轡や眠枷ｌ■ホ×Ｈヽ′くヽシヱヽＫ含

く分じ）Ｄ２（過後姜や眠掏Ｋ墾Ｘ∞

『）ＣＤ製£』やる駆ぐ稲含

針Ю）⊃せ野ヽ各く製◆

（０↑‐０′０↑卜）

絲絶増畔◆

〉抑掏伸無製■糎後́卿゛２１Ｒ＝轟）３証′島綿８〓２Ｈ
絆郊◆

Юぺ紳後ｏ′）眠傲―キヽＫ日ヽＣｏ貧

Юぺ却）眠伸―■体ＫＨゝＣ卜貧

↑噸）ハせ終◆

駆込Ｃ部貧

ヾペミ勲「卜）郷朴く○０９代嘔ご　ぐ駆回皿含

）セ恒せぐＣｓＲ準◆

↑晏卜榔■）Ｄせ姜く，壼く拘２百Ｒ

Ю）⊃′ｏ̈　↑Ｑ）Ｄヒ
，

百′）眠掏工κ卜ヽ含

↑Ю）０こ◆

雁檬幾■二ヽ（祇ｓ紳轡姜後０６６

∈ｚ終く知　↑終゛０純貧

■拘／下３和Ｘ／一当′ｏ担／ｏ熙′´暉ぶ帆）眠伸工Ｋヽヽ含

∈姜Ｑ純↑後゛０純◆

３枷干３●罫

。Ю■ｓ製０経

ζ製■翻）́０終せさ・

。ЮぺＬ）靭他

せ畔翠′杓肛掏紹Ｃく。

ジ肛勲燿Ｒ・
Ｏｐ

ぺ囃測つ卜一純癒こ篠経・

。ｍ幅勲終Ｒ́ｏ６・
ＯЮ

ぺ単判や卜い知枷こ篠縦・

。●稲゛轡アＲｏ６・

。卜濡掏測

●ＣＣ皿）橿Ｏ姜くで・

ポ胆

′ヾ最勲混響Ｏ邸朴く・

島⊃黙２朧゛ヤＫ墾

つトパ憮）駅

胆シ雄）́Ｄ珊や６脚雨

ЮＱ業゛ＳＲＣｐ駅腫

ｎＯ半゛ＳＲＣｐ熙―１１１

ヾぺＬ勲像皿）管測Ｊ

（回ｏ畑）輝訃‘Ｏ卜いや０器器堅▲―ヽヽＫ▲ヽШＱくっく
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ヾ（一イ長２榊細唯貧

ヾせ含

いせヽ娠枷◆

（ぐＣ榊馴に）０年く―′）姜くぐぶ杯榊絲貧

Юペミ機Ｎ邸朴くや卜朴く

ぐ駆旧皿）ヨ星撻含

邸朴く）卜（ρ◆

畑経エー尽ヽ卜・

細経蝶絶・

憮黙Ｃ絲・

ｓせヽ経極・

米拒Ｃゼ緯∠ヽ理Ｊ皿・

共回の畑）経訃姜しヽいやｏ絲器堅▲―ヽヽК▲ヽШＱくつく



A」APEプレスクール 授業案

大和プレスクール「にほんごひろば」 (実施は11月 ～3月 )行 事・活動など

日付 教室の外ヘ 行事・保護者と一緒に 準備など

11月 初回 「はじめのしき」
語彙調査
アンケート

11月 下旬
センター駐車場横 :

落ち葉拾い

拾う場所にはない種類の落ち葉があれ
ば、制作時拾ったものに追加して使用で

きる

12月 最終日
クリスマスツリー作成
保護者会

『楽しい学校』(大和市作成の日本の学
校生活に関する冊子 )

1月 中旬 世界の遊び
保護者への事前依頼
「自国/ルーツの子どもの遊び」

1月 下旬 世界の服
保護者への事前依頼
「自国/ルーツのわらべ歌J

1月 下旬 国旗の紹介
保護者への事前依頼
「自国/ルーツの国旗、料理」

2月 4日 前後 節 分 豆、鬼の面

2月 上旬 図書館ヘ 事前申し込み
図書館

2月 下旬 消防署ヘ 事前申し込み
消防署警防課

3月 3日 前後 ひな祭り

3月 上旬 小学校ヘ 小学校への見学希望依頼 :

大和市教育委員会指導室→小学校

3月 最終回 「おわりのしき」
語彙調査
アンケート
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