How was your winter vacation? What did you get for Christmas?
楽しい冬休みを過ごしたかな？

２０１8 年も Starry をよろしくお願い致します★

Thank you for coming to Starry Christmas Party

この１月から毎月ランキングのトップ１０名にキラキラスティッカーをプレゼント！
なんと１位のお友だちにはキラキラ１０枚！集計は毎月４回目のレッスンの土曜日。
一回目の集計は 1/27（土）です★詳しいルールは１２月１日のブログを見てみてね！
それとは別に、みんなが毎回ゲームをするたびに集めているスターは各学年 300 集まれば、
これまで通り、賞をお渡しするので、「300 スター集まったよ！」と先生たちに教えてね！
「もう 300 スター集まったし～」と少しやらなくなっていたお友だちも、
キラキラスティッカーをもらえるように頑張ろう！

今後の予定
1 月 4 日(木)
年明けレッスン & 英検講習スタート
１月２1 日(日)
英検試験日
※詳細はまた後日お知らせします。
2 月 3 日(土)
英検 Jr.試験日
３月３日(土)
英検 Jr. オンラインコース申し込み締め切り（3/17～スタート）
３月２0 日(月・祝)
スターリー発表会 (若林区文化センター)

http//www.kotoba-starry.com/

３月２１日（水・祝）に発表会が行われます。そのときに歌う曲を紹介します！

You’ve got a friend / Carole King
タイトルどおり友情ソングです。もし困ったことや助けが必要ならすぐに駆けつけるよ、友だちだか
ら・・・という内容の歌詞になっています。歌詞の意味も理解しつつ歌っていきたいと思います。自分の
大切な友だちを想ってぜひ歌ってください♪

When you're down and troubled
And you need some love and care
And nothing, nothing is going right
Close your eyes and think of me
And soon I will be there
To brighten up even your darkest night
You just call out my name
And you know wherever I am
I'll come running, to see you again
Winter, spring, summer or fall
All you have to do is call
And I'll be there
You've got a friend
If the sky above you
Grows dark and full of clouds
And that old north wind begins to blow
Keep you head together
And call my name out loud
Soon you'll hear me knocking at your door
You just call out my name
And you know wherever I am
I'll come running running to see you again
Winter, spring, summer or fall
All you have to do is call
And I'll be there
Yes, I will

Ain't it good to know that you've got a friend
When people can be so cold
They'll hurt you, and desert you
And take your soul if you let them
Don't you let them
You just call out my name
And you know wherever I am
I'll come running running to see you again
Winter, spring, summer or fall
All you have to do is call
And I'll be there Yes, I will
You've got a friend
You've got a friend
Ain't it good to know, You've got a friend
Ain't it good to know, ain't it good to know
Ain't it good to know
You've got a friend

３月２１日（水・祝）に行われる Starry 発表会で Kinder クラスは Starry ダンスを、
1～3 年生は Starry ソングを歌うよ♪上手に踊れる・歌えるように練習しよう♪

