
実施日：10月３日（土) 
５級・４級・３級 
　　　入室時間：８時１５分集合 ( 時間厳守 ） 
　試験開始時間：８時４５分 
　終了予定時間：５級　 9時40分 
　　　　　　　　４級　 9時55分 
　　　　　　　　３級　10時10分 
　　　　　　　 
準２級 
　　　入室時間：１３時００分集合  ( 時間厳守 ） 
　試験開始時間：１３時３０分　 
　終了予定時間：１５時１５分 

持ち物 
・筆記用具（HB黒鉛筆またはシャープペン、消しゴム） 
・待ち時間に勉強する場合はテキストなど。 
※時計は各教室に備えてありますので不要です。 

試験当日までに 
・必ずマークシート記入練習をおこなってください。 
当日、Fun Fun スタッフは試験開始後一切お手伝い出
来ません。（試験開始前の住所等の記入についてはフォ
ローいたします。） 

・過去問等で本番を意識した時間配分の練習をしておい
てください。 

第56号 
発行日：2020年9月7日

今年の夏休みは短く、大人気のサマーキャンプも中止となってしまいましたが、Fun Fun では日替わりイベン
トをはじめ子供達の笑顔でいっぱいでした！　英検集中レッスン、午後のレッスン、各習い事も暑さに負けず 
みんな頑張っていました！

　　　　第53号 
発行日：2020年3月4日

QRコードからファンファンのFacebookがご覧頂けます。日頃のレッスン内容、レッスンの様子を→ 
撮った写真をご覧頂けます。（Facebookのアカウントがない方でもご自由にご覧頂けます。）

Facebook
←LME教材をご覧頂けます。 
　日々のレッスンで使用しているものもあるので、ご自宅で復習/勉強できるようになっています。

LME

キンダークラスの様子もこちらからご覧頂けます→

お知らせ

＊４月４日（土）新入生歓迎会
　現サタデースクールの子供達は午前中より飾り付け、
昼食作りなどパーティーの準備をし、午後からは新入生
のみなさんを迎え、ビュッフェスタイルのランチパー
ティーにゲーム大会などを予定しています。
（コロナ感染防止のため、場合によっては変更になるこ
ともございます。）

＊新スタッフ
３月中旬から新しいスタッフが増えます。
小学４年生の娘さんがいて、音楽が得意なニューヨーク
にも住んでいた経験もある先生です。お楽しみに！

＊３月２５日（水）
　　　春休みスケジュールスタート
　春休みスケジュールは予定通り3/25（水）からの
スタートになります。また春休みのイベントについ
ては別途お知らせいたします。

　　　　　　～１０：００　フリータイム
１０：００～１０：３０　宿題タイム
１０：３０～１１：００　フリータイム

１１：００～１２：００　ムービー OR  アクティビティー 

１２：００～１３：３０　ランチ準備&ランチタイム
１４：３０～１５：１５　フリータイム　
（１４：００～１５：００　お迎え）
１５：１５～１５：２５　スナック

１５：３０～１５：４０　Welcome レッスン＆アナウンス
１５：４５～１６：２５　レッスン
１６：２５～１６：３５　きゅうけい
１６：３５～１７：１５　レッスン
１７：１５～１７：２５　きゅうけい
１７：２５～１７：４５　オールイングリッシュタイム
１７：４５～１８：００　そうじ＆アニマルケア
１８：００～　　　　　　フリータイム

＊３月２日（月）～　特別スケジュール
　Comiruでお知らせさせていただきましたが、再度お伝えいたします。（多少時間に変動がございます。）

＜ムービー＆アクティビテーについて＞ 
人気映画を見たり、ゲームを毎日変えて、子供達に楽し
んでもらえるように工夫いたします。具体的に、工作、
簡単なクッキング、ゲーム大会などです。 

＜レッスンについて＞ 
グループ人数を通常時の半分程度に減らし、４つのグ
ループに分け少人数レッスンを行います。 
（結果としていつもより濃い内容のレッスンになってい
ます）実際に、月曜火曜日は1クラス4～７人の少人数
クラスで、子供達が発言する機会が多く、みんな積極的
な姿勢で、とても内容の詰まったレッスンになりまし
た。

これから少しの間は、手洗いうがい手指消毒を徹底し、
子供達に毎日楽しんでもらえるよう、フリータイムでも
いつもと違った遊びを取り入れたり、同じ遊びでもより
広い場所で遊べるように、心掛けいたします。

突然学校が休校になり、戸惑っている子供もいたしします。そんな中でも楽しめるよう、Funに溢れ
たことをたくさん盛り込んでいきたいと思います♩
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　日々のレッスンで使用しているものもあるので、ご自宅で復習/勉強できるようになっています。

LME

キンダークラスの様子もこちらからご覧頂けます→
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　現サタデースクールの子供達は午前中より飾り付け、
昼食作りなどパーティーの準備をし、午後からは新入生
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＊新スタッフ
３月中旬から新しいスタッフが増えます。
小学４年生の娘さんがいて、音楽が得意なニューヨーク
にも住んでいた経験もある先生です。お楽しみに！

＊３月２５日（水）
　　　春休みスケジュールスタート
　春休みスケジュールは予定通り3/25（水）からの
スタートになります。また春休みのイベントについ
ては別途お知らせいたします。
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１６：２５～１６：３５　きゅうけい
１６：３５～１７：１５　レッスン
１７：１５～１７：２５　きゅうけい
１７：２５～１７：４５　オールイングリッシュタイム
１７：４５～１８：００　そうじ＆アニマルケア
１８：００～　　　　　　フリータイム

＊３月２日（月）～　特別スケジュール
　Comiruでお知らせさせていただきましたが、再度お伝えいたします。（多少時間に変動がございます。）

＜ムービー＆アクティビテーについて＞ 
人気映画を見たり、ゲームを毎日変えて、子供達に楽し
んでもらえるように工夫いたします。具体的に、工作、
簡単なクッキング、ゲーム大会などです。 

＜レッスンについて＞ 
グループ人数を通常時の半分程度に減らし、４つのグ
ループに分け少人数レッスンを行います。 
（結果としていつもより濃い内容のレッスンになってい
ます）実際に、月曜火曜日は1クラス4～７人の少人数
クラスで、子供達が発言する機会が多く、みんな積極的
な姿勢で、とても内容の詰まったレッスンになりまし
た。

これから少しの間は、手洗いうがい手指消毒を徹底し、
子供達に毎日楽しんでもらえるよう、フリータイムでも
いつもと違った遊びを取り入れたり、同じ遊びでもより
広い場所で遊べるように、心掛けいたします。

突然学校が休校になり、戸惑っている子供もいたしします。そんな中でも楽しめるよう、Funに溢れ
たことをたくさん盛り込んでいきたいと思います♩

お知らせ

英検について
ハロウィンイベント

毎年大盛況のお祭、Fun Fun ハロウィン (10月31日）は 
残念ながら今年は新型コロナウィルスの影響で中止と 
させていただきます。 
楽しみにしていたFun Fun Kids アフタースクール、 
キンダーの子供達には　 
『ハロウィンウィーク』(9/26(月)~ 9/31(土)) 
を設け１週間室内の装飾など何かワクワクしてもらえるよ
うスタッフ一同計画中です。楽しみにしていてね。 
10月31日（土）サタデースクールは通常どおり行います。

オータムキャンプ
今年のオータムキャンプは　奈良県御杖村　 
廃校後宿泊施設として生まれ変わった小学校に宿泊！ 
新型コロナウィルス対策とし宿泊施設はFun Fun Kids 
After School  貸切となっております。 

         　※10月上旬に詳細チラシを配布します。 

日時：2020年11月21日（土）・22日( 日）１泊2日 
参加費：28,500円 
   定員：３０名 
申し込み開始日： 10月11日（日）AM ８：００開始 

毎年お申し込みが殺到します。 
先着順での受付となりますので 
必ずコミルにてお申し込みください。 
                               （定員になり次第締め切り） 

9月のFun Fun テストについて 
毎年９月末に実施されているFun Fun 英語達成度 
確認テストは来年２月末～３月実施に変更となります。

2020年第１回英検で合格された方へ
合格された方は割引が適用されますのでお申し出くださ
い。申し出がない方は適用となりません。 
どうぞよろしくお願いいたします。



＿＿＿ ＿＿＿

夏休み日替わりイベント

エッグソープ作りパフェ作り

サタデースクール

夏休みの午前中は日替わりイベント！　いろんなことにチャレンジしましたよ！

スイカ割り 
＆ 

流しそうめん 
＆ 

流しスーパーボール 
キャッチ 

レース＆ゲーム大会

ウォーターゲーム

いろいろレース

カ
ッ
プ
ゲ
｜
ム

みんなびしょ濡れ！

先生も
本気で
勝負！

みんな集中して頑張り
ました！夏期英検対策レッスン

午後 
の 
様子

オールイングリッシュタイムは先生
やお友達と英語でのアクティビティ

パフェ作りや
スイカ割りも
しました！

想像する、リサーチする、自分の意見
を話す！それがサタデースクール！



ピアノ(月)

ダンス（火）

空手（水）

ダンス（土）

習い事　

ウィンターフェス用の曲が決まりました。 
例年は特にリクエストがない場合は、私が選曲していました。今年は生徒さん自ら、弾きたい曲、
みんなに聴かせたい曲を選んでもらいました。聴いている人も楽しくなる、みんなの知ってる曲 
ばかりです。リズムや臨時記号など難しいところがたくさんありますが、みんな一生懸命頑張って
譜読みしています。

どーも！！！ 
サタデーダンスクラスです！！！ 
まだまだ熱い日が続きますが、ダンスもさらに熱く盛り上がっております！！！ 
1人1人の個性全開！！！ 
今年はお祭りもないですが、心はお祭り騒ぎでレッツ ダンシ～～～ング♪

稽古再開から３ヶ月が経ちました。 
まだまだ普段通りの稽古はできませんが、対策をしながらできる事をしっかりやって
います。 
夏の昇級審査は、本来なら合宿に参加した人のみが受験可能ですが、今年はコロナの
影響で合宿も中止となりましたので、審査も中止にする予定でした。 
しかし、自粛期間中にZoom稽古にたくさん参加してくれた子や、自宅で練習を頑
張っていた子など、できる事をしっかりやっていた子も沢山いました。 
その子たちの努力のためにも、条件付きでの受験を許可し実施することにしました。 
今回、受験できなかった子もそれで問題はありません。 
それが悪いわけではないです。 
この異例の状況ですので、できるできないも様々な環境が影響してきます。 
審査は来年もあります。 
今からできる事をしっかりやり続ければ、必ずチャンスは巡ってきます！ 

8月後半からはミットも少しづつ開始し、９月以降は状況を見ながら組手なども開始
できたらいいなと考えています。 

引き続き、マスクや手洗いなどコロナ対策のご協力をお願い致します。

8月も終わり、9月に突入しました！ほんっと早いですね～。 

さて！最近の火曜ダンスはといいますと、いつもに増してみんな元気いっぱいです！レッ
スン前にみんな側転をするという、、流行りなんでしょうか？(笑) 
ダンスも、ルーティンよりリズムトレーニングに重点を置いてやっています。 
だんだんコツを掴んでくると、楽しんで踊れるようにもなると思うので、あまり難しいこ
とはせず、ベーシックを大事にこれからも地道にやっていきたいなと思っています！ 

まだもう少し暑い日が続きます。お体には充分にお気をつけくださいね＾＾ 
毎週みんなに会えるのを楽しみにしています！



書道（木・金） 

一年生は、筆の練習もボチボチ始めています。 
初めての筆の感覚にワクワクしているようで、硬筆よりも筆がしたい！と毎回、筆を要望してきます^ ^ 
でもごめんね！筆、硬筆と交互に実施していきます。 
初めての昇級審査の結果も出ました！説明しても？？？な顔ですが、徐々に理解すると思いますので 
大丈夫です。 
2年生以上の子たちも最近、グッと上達した子がチラホラ！ 
おしゃべりせずに集中している子はやっぱり上達も早いです。伸び悩んでる子は、おしゃべりせずに集中で
きているかな？丁寧に練習できているかな？自分自身を見つめ直して練習してみてね。 

　キャリアスクール（日）※月1回程度開催 

８月に開催した子供のキャリアスクールの様子が媒体各社に取り上げられました！ 
詳しくは別紙にて！

清水太智くんと間島彩心ちゃんが 
不二誌の写真版に掲載されました！  
おめでとう♪（ｖ＾＿＾）ｖ

書道

鹿子澤　笑花　9級
玉置　桂理奈　5級
下元　紗弥　　3級
藤谷　花　　　8級

硬筆

鹿子澤　笑花　8級
相原　麗香　　9級
北川　新　　　9級
若林　奏太　　9級
足立　千奈美　9級
乾　玲奈　　　3級
玉置　桂理奈　5級
★間島　彩心　　1級（写真版）
藤谷　花　　　7級
★清水太智　　　4段（写真版）
川田彩加　　　3級

昇級おめでとう！



 

 

                                                          2020年 8月 26日 

株式会社イー・ラーニング研究所 
 

小学生がゲームを通して 21世紀型スキルを実感！ 

アクティブ・ラーニング学習教材「子ども未来キャリア」体験会を実施 

～2020年 8月 23日(日)に導入施設である大阪の学童ファンファンキッズにて開催～ 
 

 ｅ-ラーニングに関するサービスの様々なコンテンツを提供する株式会社イー・ラーニング研究所（代表取締

役：吉田智雄、本社：大阪府吹田市 以下、イー・ラーニング研究所）は、小学生から“夢”や“目標”を持ち、“社

会で必要な力”を育む疑似体験型ゲーム教材「子ども未来キャリア」を開発しており、8 月に新しい教材の追加

を行いました。これに伴い、すでに本教材を導入している大阪の複合型学童ファンファンキッズでは、新しい教

材を使った体験会を 2020年 8月 23日(日)に開催いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 昨今新型コロナウィルスによるニューノーマルなど、将来の予測が難しい世の中において、自分自身の答え

を考える力や自分の意志で結論を導き出す力、それを表現する力といった 21 世紀型スキルがこれまで以上に

求められています。また、今年から開始された新学習指導要領では、一方的に知識を得るだけでなく、「主体

的・対話的で深い学び」いわゆるアクティブ・ラーニングの視点からの授業改善を行い、子どもたちが生涯にわ

たって能動的に学び続けることを目指しており、公教育においても様々な取り組みが始まっています。 
 

 ファンファンキッズは、キャリア教育への関心度が高く、子どもたちが前のめりに主体的に学べるツールとして、

小学生から“夢”や“目標”を持ち、“社会で必要な力”を育む疑似体験型ゲーム教材「子ども未来キャリア」を導

入しております。「子ども未来キャリア」は、使用する教材やオリジナルゲームが緻密に考えられており、子ども

たちが楽しく学べる要素がちりばめられています。ファンファンキッズは、英語が学べる複合型学童として「楽し

く正しく学ぶ」ことをモットーに、英語のカリキュラムを制作しレッスンも工夫しているため、子どもへの学びの姿

勢が合致し「子ども未来キャリア」の導入並びに、体験会の実施を行ってきました。これまでも 3 回の体験会を

実施しており、保護者からは「子どもの意識が変わった」など好評をいただいております。 
 

 2020 年 8 月 23 日(日)に実施した「子ども未来キャリア」体験会では、120 分を通して「友達と協力する大切さ

を知る」ことをテーマにした新しい教材を用いたゲームを行い、ファンファンキッズに所属している小学 2 年生か

ら 6 年生までの計 9 名が 2 チームに分かれて参加しました。ゲームではまず、それぞれの子どもが自分の担

当する国にいる病人を治療するために、畑を開拓し、薬草を育て、クスリを作っていきます。ゲームが進むと、

自分の国で開発できるクスリでは治療できない病人がいることに気付き始め、他の子どもたちと薬草やクスリを

交換することで、自分の国の病人を治療していきます。チーム全員の国から病人がいなくなるよう、チーム全員

で協力していきます。今回の体験会は特に子ども達が意見を出し合う場面が多く、今まで以上に盛り上がりを

見せました。通常のゲームでは勝ち負けを競うことが目的となり自分本位になりやすくなる一方で、体験会では

「みんなで協力すること」によって得られるメリットの大きさに気づくことができました。さらに、独り勝ちによる優

越感だけではなく、みんなで目標をクリアする達成感を得られました。 
  

 今後もイー・ラーニング研究所は、子どもたちがより自由な発想や学びを得られる場の提供や、夢や目標を描

けるようなサービスを展開し、一層の教育・社会・経済への貢献を目指して参ります。 



 

 

 

【ファンファンキッズ スクール長 若林泰孝様よりコメント】 

 他の体験型学習イベントは過去にも何度も参加したことがあります。「きっかけ」という意味ではどれも貴重な

体験になりました。 しかし、残念ながら多くは「体験」で終わってしまうことが多いように感じます。 「子ども未来

キャリア」では、体験会での学びを継続するための工夫もきちっとされており、体験からさらに深い学びへと誘

導することが可能だと感じます。体験会で終了ではなく、体験会を入り口として子どもたちのキャリア教育に繋

げられたらと思います。 

 今後も「子ども未来キャリア」の教材を使い毎月 2〜3 回の体験会を実施できたらと考えています。また、スク

ール としては、「子ども未来キャリア」を一つの入り口として、さらに深い学びや体験ができるサービスを提供で

きるように準備中です。子どものキャリア教育は、これからの時代を生きるために本当に大事な教育です。しか

し、学校でこのキャリア教育をしっかり取り組むことができるまでにはまだ１０年ほどかかると私は考えています。

その間も子どもたちは成長していきます。教育の環境が整うまで子ども達の成長を止めることはできません。今

こそ私たち民間のスクールが先頭に立ち、日本のキャリア教育を引っ張っていく必要があると考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「子ども未来キャリア」体験会概要】 

■日時：2020年 8月 23日(日)10：00～12：00 

■場所：ファンファンキッズ  

■住所：大阪府箕面市如意谷 4-3-11 

■主催：ファンファンキッズ 

■URL：https://www.funfun-kids.com/ 

 

 

【「子ども未来キャリア」概要】 

「子ども未来キャリア」は、小学生から“夢”や“目標”を持ち、“社会で必要な力”を育む疑似

体験型ゲーム教材です。夢・目標を持てるための「キャリアビジョン」と、夢・目標を叶えるた

めの「ビジネススキル」の両輪を育みます。「QMI メソッド」と呼ばれるアクティブ・ラーニング

型の独自メソッドを用いて授業を実施します。 

■URL：https://force-academy.jp/kodomo-mirai-career/ 

■教材対象年齢：小学 1年生～小学 6年生 

■販売対象：全国の子ども向けスクールや学習塾など教育関係の組織・企業 

■カリキュラムの特徴： 

キャリア教育とは、本来社会人が教わるもので、とても難しいものです。そのため、子ども未来キャリアでは、

「QMI メソッド」と呼ばれるアクティブ・ラーニング型の独自メソッドを用いて授業を行います。使う学習ツールは

子どもたちに具体的想起をうながす「スライド投影」と学習テーマを疑似体験できる完全オリジナル「テーブルゲ

ーム（ボードゲーム・カードゲーム）」です。「QMI メソッド」では、子どもたちが自分のこととして体験できるため、

意欲的かつ、効率的に楽しみながら学ぶことができます。 
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