
WINTER PROGRAM 2021
December 20~24

DAY 1

Christmas Carol

Students will

learn different

Christmas carols

using musical

instruments.

Cookie
decorations

Living the sweet

life! The students

will design their

own cupcakes by

going through a

step-by-step

process selecting

different cookies

colors, frosting,

sprinkles and

toppings!

クリスマスキャロル

楽器を使って様々な
クリスマスキャロル
を学びます。

クッキーの
デコレーション

甘い生活を送ろう 生
徒たちは、さまざまな
クッキーの色、フロス
ティング、スプリンク
ル、トッピングを選ぶ
ステップを踏んで、自
分のカップケーキをデ
ザインします!



DAY 2

Winter

Spelling-bee

contest

Bee-live in

yourself!

Students will ask

to spell a broad

selection of

words according

to their grade

level. This will

develop their

self-confidence,

communication,

and the ability to

thrive under

pressure.

Christmas Bingo

YELL BINGO!

Engaged students

with their learning

while having a lot

of fun!

ウィンターの
スペリング・      ビー・

コンテスト

生徒は自分の学年に
応じて幅広い選択肢
の単語のスペルを尋
ねます。これにより、
自信、コミュニケー
ション、そしてプレッ
シャーに負けない力
を養うことができま
す。

クリスマス・ビンゴ

ビンゴ!
生徒たちが楽しみな
がら学習に取り組め
るようになりました。

DAY 3

Fieldtrip

Kobe Animal

Kingdom

Visiting a zoo

helps children

understand the

importance of

taking care of the

environment as it

has a significant

フィールドトリップ

神戸どうぶつ王国

動物園を訪れると、
動物の生活や福祉に
大きな影響を与える
環境を大切にするこ
との重要性を子ども
たちが理解できるよう
になります。



impact on the

lives and welfare

of animals.

DAY 4

Winter Math

Challenge

Math is fun!

Unleash your

knowledge and

math skills and

win this

challenge.

Winter Clothes

making

Sharing is caring.

The students will

use their

creativity skills by

making and

designing winter

clothes. They will

choose two small

kids from the

kindergarten and

they will give it to

them.

ウィンターの算数チャ
レンジ

数学は楽しいもので
す。
あなたの知識と数学
のスキルを発揮して、
このチャレンジを勝ち
取ってください。

冬服作り

生徒たちは創造力を
発揮して、冬服を作
り、デザインします。
幼稚園から2人の子
供を選び、彼らにプレ
ゼントするのです。



DAY 5

Talent Show

MIS KIDS GOT

TALENT

Each of the

students will

showcase their

own talents on

stage. This

provides

opportunities to

build confidence,

creativity and

style.

Exchange gifts

Gift giving and

getting is a simple

but effective way

to teach children

about gratitude

and appreciating

what they receive-

big or small. It’s

all about being

thankful.

タレントショー

ミス・キッズ・
ガット・タレント

それぞれの生徒がス
テージ上で自分の才
能を披露します。これ
により、自信、創造
性、スタイルを身につ
ける機会となります。

ギフト・
エクスチェンジ

プレゼントを贈ったり
もらったりすること
は、子どもたちに感謝
の気持ちや、受け
取ったものの大きさに
関わらず感謝するこ
とを教える、シンプル
で効果的な方法で
す。感謝の気持ちを
持つことが大切なの
です。


