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あっという間に12月！　1年、早いものですね。今年は新型コロナウィルスによる自粛要請、緊急事態宣言で子供たちの
日常も大きく変化しました。マイナス面だけでなく自分や、家族、周りの人たちを守るために何をすべきか・・・学んだ
ことも多かったのではないでしょうか。　引き続き手洗いうがい、そして周りへの気遣いを忘れずに。 
来年が良い年でありますように！

 アフタースクール、キンダークラス及び 
サッカースクールの変更

2020年第１回および２回英検で合格された方へ
Fun Fun 以外の会場で受験、合格された方も割引が適用、
またはウィンターフェスティバルでの表彰の対象になりま
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。

2020年第２回英検合格者（３級以上）

2021年4月からの変更 
・サタデースクール：午前コースのみ 
・キンダー：アフターキンダーは、アフタースクールの 
　　　　　   ビギナークラスと統合。曜日も月～金。 
・サッカー：水、木ともに無くなり、月曜日のみに変更。 
                     　   １７時３０分～１８時３０分 
                           萱野北小学校体育館にて 
                           フットサルスクールとして開講。 

３級以上の1次試験合格者は11月に2次試験（面接）が
行われました。　３級は中学卒業レベル、準２級は高校
中級レベルという難易度にもかかわらずみなさんよく 
頑張りました！本当に素晴らしい！

３級合格
M.Oくん （中１）
M.Tちゃん （小６）
K.Y くん （小６）
D.M くん （小５）
T.Wくん （小５）
T.Sくん （小５）
H.Iちゃん （小４）
L.Wくん （小４）
K.Hくん （小４）
M.Hくん （小４）
R.Iくん （小４）

L.Yちゃん （小５）
H.K ちゃん （小５）
R.Sくん （小４）
R.Fちゃん （小２）

準２級合格

年末年始について
2020年12月27日（日）～2021年1月3日（日） 
は Fun Fun はお休みとなります。 
1月4日（月）から通常営業となります。

みんなでクリスマスツリ~の 
飾り付けをしてくれました！

Fun Fun 号も 
クリスマス仕様！
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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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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♩

お知らせ

ウィンターフェスティバルの出欠について
2021年2月14日に行われるウィンターフェスティバルの 
練習が徐々に始まっております。1人１人のパート練習も
始まります。（ウィンターフェスティバルに参加されない
方も担当があります。）出欠のご返事がまだの方は早急に
お知らせいただきますようよろしくお願いいたします。

Fun Fun では12月に入り、スタッフと一緒に 
子供たちもクリスマスの飾り付けを手伝っています！

新管理システム導入
2021年4月より新管理システムを導入します。 
それに伴いスクールガイドも大きく変更予定となりますの
でご了承ください。(別紙「ご挨拶」にてご説明有り）



冬休み日替わりイベント　2020~2021
12/24( Thu ) 12/25(Fri ) 12/26(Sat)

X’mas Party X’mas cooking

カップケーキ作り＆ 
　　　　ゲーム大会 

　とっても可愛い 
クリスマスランチ作り！ 
（ 個々でのデコレーション 
　　　　　　　　　　中心です）

12/28 (Mon ) 12/29 (Tue ) 12/30 (Wed ) 12/31 (Thu ) 2020/1/1 (Fri ) 1/2( Sat )

1/4( Mon ) 1/5( Tue ) 1/6( Wed ) 1/7( Thu ) 1/8( Fri ) 1/9( Sat )

気配切り大会 トレジャーボックス作り モッフル 謎解きウォーキング

目隠しをし、相手の気配のみ
を感じて剣を振る。 
見事当たれば勝利 
やってる方も見てる方も 
大盛り上がり！！ 

かわいく？それともユニーク
に？オリジナル宝箱を作ろ
う！中に何を入れようかな？

お餅を使った和風ワッフル。 
あんこにきな粉にアイスクリ
ーム··· 
あなたは何をトッピングす
る？

目的地は２箇所！ 
知力、体力、チームワーク
を使って謎を解きFun Fun 
まで帰還せよ！ 
途中ハンターに捕まるな！ 

※動きやすい服装　 
　防寒着　水筒　

冬休みイベント 2020~2021

  Fun Fun お休み

参加費：300円

参加費：300円 
　　　　（プレゼント付）

 通常レッスンスケジュール

  Fun Fun お休み

冬休みイベント 
について

   12/25 12/26  1/６のイベントは  
　必ずエプロン、三角巾（バンダナ）、マスクの３点セットをお持ち下さい。 
（お持ちでないお子様、忘れたお子様は有料にて貸し出しいたします。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各１００円    ）

各イベント時間は午前10時半より12時までです。 
午後からは冬休み用レッスンスケジュール。 
イベント時間ご利用の方は皆さん必ずイベント参加となります。 
イベントごとに参加費用が異なりますのでご確認下さい。 
また、参加費は月謝と共に引き落としさせて頂きます。      終業式

※この日の昼食は 
クリスマススペシャルランチ！ 
盛り沢山の 
パーティメニュー 
となります。 
昼食代　700円

参加費：300円
参加費：300円

参加費：300円

2020 - 2021 Winter Schedule
9:00 - 10:15 FREE TIME - HOMEWORK

10:15 - 10:30 Welcome lesson ( Warming up)

10:30 - 12:00 EVENT

12:00 - 12:30 FREE TIME
12:30 -13:30 Lunch

13:30 - 14:30 Movie lesson / English Activity

14:30 - 15:00 FREE TIME - HOMEWORK ( Use PE room)

   15:00 - 15:20                                                              Welcome lesson (Weather, Date, Show and Tell) English activity
15:20 - 15:45 Snack & HOMEWORK (No❌  PE room) 15:25 - 15:45 Follow up class ①

15：45～16：15 Winter festival practice Time
16:20 - 16:35 R&W A Banana Eigo A Scholastics A 

16:40 - 16:55 Scholastics B R&W B Banana Eigo B

17:00 - 17:15 Banana Eigo C Scholastics C R&W C 

17:15 - 17:25 Break time

17:25 - 17:45 All English Play Time 17:20 - 17:40 Follow up class ②

17:45 - 18:00 Animal Care & Cleaning           

   18:00 - 
Free time - Homework 18:00 - 18:20 Follow up class ③

18:20 - 18:40    Follow up class ④

1






感染対策をしっかりやりつつ、出来る限り普段通りに稽古を行うようにしています。 

2月には昇級審査会があります。 
毎回自宅で練習できるように分からない所はないか、確認しながら進めてます。 
分からない時は必ず聞いて下さいね。 
分からない事が悪いわけではありません。 
分からないままにしておく事が問題です。 
不安な部分は今のうちに解消しておきましょう！ 

今月から全国大会がはじまります。 
井上道場からも何名か出場予定です。 
応援お願いします！ 

[報告] 
ファンファンの卒業生で、現在中学2年生の若林泰輝君。 
6年生の時に極真空手の全日本チャンピオンとなった実績を持つ実力者ですが、 
先月にキックボクシングデビューを果たしました！　結果は快勝❗  
オータムキャンプの日と重なっていたので、キャンプのみんなとLive中継を見ながら応援しました^ ^ 
夢はプロ格闘家になって年末のRIZINに出場することだそうです。　　応援お願いします！

ピアノ(月)

ダンス（火）

空手（水）

ダンス（土）

習い事　

あっという間に気温も下がり、冬の気配を感じできました。ピアノクラスは、ウィンター
フェスティバルに向けての練習を頑張っています。そろそろ暗譜の練習を始めた生徒さん
も増えてきました。長い間、同じ曲を練習しているので、モチベーションを保つのが大変
ですが、あともう少し！！目標に向かって頑張ってください。 

低学年の指導を 
任されました！

12月に入り、今年も残りわずかとなりました。 
一年のほとんどがコロナ、コロナ…な2020年でしたね( ；∀；) 
来年はどうなるんでしょうか。 

さて！最近の火曜ダンスは、いつもと変わらず元気いっぱい、楽しくやっています！ 
週一回のレッスンを重ねて、みんなリズム感がついてきたなぁと感じています！ 
まずは体を動かすことから始めて、だんだんリズムの取り方や、アクセントと取り方も
体に馴染んできたのかなと、個人的に嬉しく思います！ 
ダンスは楽しむのが大前提、スキルは積み重ね！ 
この調子で来年も一緒に頑張っていきましょう☆

サタデーダンスクラスです！！！ 
あっという間に12月！！！　　気づけばもう12月！！！ 
今年はコロナでえらいこっちゃでしたが、サタデーダンスクラスは体も心も元気もりもり！！！ 
コロナなんてなんのその！！！　　ダンスパワーで、バッチグーです！！！ 
早く世界がおちつくように、笑顔でわっしょい、レッツ ダンシ～～ング♪

現役チャンピオン高橋３兄弟が 
セコンドについてくれました！ 

泰輝くん 
デビュー戦勝利！おめでとう！



書道（木・金） 

ますます寒くなって来ましたね。 
コロナも増えつつありますが、免疫力を高めて感染防止対策をしながら引き続き頑張っていきましょう！ 
1年生はだんだん集中力もついてきて、ぐんと上手になってきました^ ^ 
1年生以外の子たちも、着実に上手になっています。 
硬筆、毛筆、それぞれ得意、不得意ありますが、綺麗に書けなくても一つ一つ丁寧に取り組んでください。 
ちりも積もれば山となる！で1年後は大きく変わっているはずです。 
冬休みの宿題で書き初めが出た子は、また課題を持って来てくださいね^ ^ 
来年は、コロナが落ち着いて良い年になりますように！
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2020年は大変な1年となり、日常生活をはじめ様々な業界で新しい生活様式、新しいサービス、新しい価値が生ま
れた年でもあります。 また、色んなモノを失った1年でもあります。 
会員のみなさまの中でも、一線で大変尽力されている方も多くいらっしゃると思います。 

ご挨拶の一文目であえてポジティブな事を申し上げたのは、「教育」という立場で「子供たちの未来」を見ている
からです。 
コロナ渦で、教育業界も大きく変動しました。 いや、変動するきっかけが生まれ、時代に即した変化へ一気にシフ
トし始めています。  教育のIT化です。 
政府が推進している「GIGAスクール構想」もコロナをきっかけに大幅に前倒しされ、2020年度中には全児童１人
に１台のタブレットが配布されます。 
これにより小学校のIOT導入を一気に進め、学習の効率化と職員の負担軽減を実現しようというのが狙いです。 
個人的にはとても良い方向に向いていると思っています。 

２０２０年の教育改革で、学校教育もようやく大きく変わろうとしています。 
教育改革を後押ししたのは、間違いなく「AI（人工知能）」の存在だと思います。 
この２０年ほどでデジタル技術は驚くスピードで発展し、気付けば、映画の世界だけの話しと思っていた「AI（人工
知能）」が、私達の生活の一部となり始めています。 

そして、１５年後には人間の仕事の半分がAIに代替されると言われています。 
だから政府は慌てて教育改革に乗り出した訳です。 
新学習指導要領の大きなポイントの１つが「英語教育」です。 
ご存知の方も多いと思いますが、「聞く」「話す」「読む」「書く」の４技能をバランスよく学習しましょうとい
う内容です。ようやく”This is a pen.”から脱却できるかもしれません（笑) 
しかし、肝心の「伝える」という内容がないのが個人的には残念ですが、「伝える」という技能には他にも必要な
関連要素がありますので、英語の授業だけで補うのは難しいと思います。 

そして、もう一つ重要なポイントが「キャリア教育」です。 
今までのような「知識の詰め込み型」の教育だけではなく、問題解決力やコミュニケーション力、創造力、リーダー
シップなど、AIにはマネができない「人間力」を身につけさせるのが狙いです。 
これは、これからのグローバル時代を生き抜くためには必要不可欠のスキルです。 
しかし、過去の学校教育の歴史を見ても分かるように、改革し、浸透し、環境が整うまでには長い長い時間がかか
ります。 
デジタル機器の普及とAI技術の実用化によって、改革のスピードは昔に比べて飛躍的に向上はしましたが、それは表
面的はスピードであって、実際の現場は課題が山積みで、現場は教育改革以前の問題で困惑しているのが現状です。 
小学校においては、担任の先生は国語、算数、理科、社会といった各科目の授業や子供達の生活面、学校行事に地
域の行事と、今でもブラックと言われるくらい過酷な教育現場に、さらにパソコン、英語、キャリア教育と専門外
の学習も加わる。 
もう先生のキャパは大幅に超えてるわけです。このような現状では、自分達の子供が社会に出るまでには到底間に合
いません。 
いくら教育のIT化が進んだとしても、現場に国が求めるような教育が定着するにはまだまだ時間が掛かることは容
易に想像がつきます。 

ご挨拶



私は決してこういった教育政策や教育現場を否定したり非難しているわけではありません。 
私自身、PTAやコーディネーターとして学校や地域のために微力ながら協力させていただいています。 
むしろ応援者だと思っています。 ですが、現実は現実で厳しく見ています。 
正直、上記で申し上げた通り、新しい教育が現場で定着するのはまだまだ先です。 
環境が整ってもその環境を生かすための先生の教育が必要ですし、組織そのものの改革が必要だと思います。 
今は、まだまだ発展途上の教育現場です。   では、発展途上であるこの期間の子供達はどうすべきなのか？ 

テクノロジーのめまぐるしい発展で子供達を取り巻く環境は私たちの想像をはるかに超えるスピードで変化していま
す。さらにこのコロナによる生活様式の激変が加わり、未来の予測がさらに難しくなっています。 
そんな激動の時代を生きている子供達には、学校の教育が時代に追いつき、環境整うまで待つ時間はありません。 

正直私もこの時代の変化のスピードを見誤っていた部分があり、急ピッチでさまざまな準備を進めております。 

まず、FunFunで進めているプロジェクトの一つが「オンライン英会話」です。 
本当にありがたい事に、卒業された方や校区外の方、引っ越しFunFunを辞めざるを得ない方などからFunFunを離
れてもFunFunの英語を学べるようにしてほしいというお声を沢山いただいておりました。 
しかし、なかなかその体勢を築くことができないままでしたが、このコロナをきっかけに正式なサービスとして構築
する準備をスタートすることができました。 
先日、Comiruでもアンケートさせていただきました。ご協力ありがとうございます！ 
ただ単にZOOMで繋いでオンラインでレッスンを受けるというものではなく、どこからでもFunFunのレッスンがオ
ンラインで一人一人に合わせて受けられる。また、お子様の習熟度やレッスンの進捗状況なども保護者様にタイム
リーにご確認いただけるサービスを目指しております。 
すべてのサービスを一気にリリースすることはできませんが、来年4月のスタートに向けて着実に進んでおります。 

そして、FunFunでは英語教育だけではなく、本格的に”キャリア教育”の分野にも進出し、本当に子供達に必要なス
キルを習得いただけるサービスをご提供できるよう準備をしております。 
こちらはまだ少し時間がかかるプロジェクトではありますが、現在不定期で行なっている「子ども未来キャリア」の
体験学習をはじめ、ご提供できるサービスから少しづつ広げていきます。 
現在、中学生むけに開講している「アカデミッククラス」は、冒頭に申し上げた「伝える」という技能を身につける
ための講座です。 
多くの日本人が苦手とするスキルですが、大変重要なスキルで、高校の授業でも必須となっていきます。 

FunFunは時代と共に、子供達に必要な学びを提供し続けて参ります。 
2021年度もどうぞよろしくお願い致します。 

【追加のお知らせ】 
2021年4月より、管理システムが新しくなります。 
それに伴い、今までComiruなどご連絡いただいておりました下校時間や送迎の変更、お休みや振替の連絡は全て 
システム上で行なっていただく形になります。詳しい内容については、改めてご案内させていただきます。 

若林泰孝


