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先日はウィンターフェスティバルへの多くのご参加、本当にありがとうございました！！今までにない状況下でも、子ど
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
も達は日々たくましく学んでくれています。 皆様のご協力もあり成長を感じられる素晴らしい発表会となりました。
たことをたくさん盛り込んでいきたいと思います♩
早いもので学年最後の１ヶ月となります。六年生は小学校生活最後の１ヶ月を大切に過ごしたいですね。ファンファン
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
では三月は一年間の総復習、進級へのチャレンジ月間です！新学年を迎えるにあたっての準備もしつつ、春休みイベント
たことをたくさん盛り込んでいきたいと思います♩
など楽しい内容も盛りだくさんでお送りします。
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。）
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→
キンダークラスの様子もこちらからご覧頂けます→
←LME教材をご覧頂けます。
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。）

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。
キンダークラスの様子もこちらからご覧頂けます→

LME

←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

＊３月２日（月）〜

Facebook

Facebook

お知らせ
お知らせ

特別スケジュールお知らせ

＊３月２日（月）〜 特別スケジュール
インスタグラム始めました！
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。）
新年度よりビギナークラスが新しく！
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。）
〜１０：００ フリータイム
＜ムービー＆アクティビテーについて＞

〜１０：００ フリータイム
４月からキンダークラスとビギナークラスが統合

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

１０：００〜１０：３０ 宿題タイム
され、年長さんと新一年生は同じクラスでレッス

ンを受けられるようになります！
１０：３０〜１１：００ フリータイム

今まで一緒に学んだお友だちとも、新しく入っ
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
てくる新一年生とも、楽しく一緒に学んでいきま
１２：００〜１３：３０ ランチ準備&ランチタイム

１４：３０〜１５：１５
しょうね！！
１４：３０〜１５：１５フリータイム
フリータイム
（１４：００〜１５：００
（１４：００〜１５：００お迎え）
お迎え）

スクールガイドが変わります
１５：１５〜１５：２５
１５：１５〜１５：２５スナック
スナック
１５：３０〜１５：４０Welcome
Welcome
レッスン＆アナウンス
１５：３０〜１５：４０
レッスン＆アナウンス

新年度より、スクールのガイドラインが新しく変
１５：４５〜１６：２５ レッスン

１５：４５〜１６：２５

レッスン

１６：２５〜１６：３５

きゅうけい

わります。ご利用の変更やご連絡などは、引き続
１６：２５〜１６：３５ きゅうけい

きコミルにて受付しておりますが、新年度中に新
１６：３５〜１７：１５ レッスン

１６：３５〜１７：１５

レッスン

システムへの移行をして頂く予定です。

Fun Fun Kids After School Instagram

＜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

を始めました。どうぞご覧ください!
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、
んでもらえるように工夫いたします。具体的に、工作、
https://instagram.com/
簡単なクッキング、ゲーム大会などです。

簡単なクッキング、ゲーム大会などです。

funfunkidsafterschool?r=nametag

＜レッスンについて＞
＜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
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。
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
（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
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
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
な姿勢で、とても内容の詰まったレッスンになりまし

た。
サタデースクールの午後が新しくなります！！
た。

１７：１５〜１７：２５ きゅうけい

★ 『パーソナルレッスン』誕生！！
これから少しの間は、手洗いうがい手指消毒を徹底し、

１７：２５〜１７：４５ オールイングリッシュタイム

子供達に毎日楽しんでもらえるよう、フリータイムでも
これまで以上に内容を充実させ、リクエストの

１７：４５〜１８：００ そうじ＆アニマルケア

いつもと違った遊びを取り入れたり、同じ遊びでもより
多かった土曜日の午後から多くの方にレッスンを

１７：１５〜１７：２５

きゅうけい
詳細はまた追ってご連絡いたします。

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
★ウィンターフェスティバル2021★
１８：００〜

１８：００〜

フリータイム

フリータイム

皆さん本当にお疲れさまでした！！
＊３月２５日（水）

＊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
春休みスケジュールは予定通り3/25（水）からの

ては別途お知らせいたします。
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。

最高の思い出！！！

＊新スタッフ

３月中旬から新しいスタッフが増えます。

＊新スタッフ

小学４年生の娘さんがいて、音楽が得意なニューヨーク

３月中旬から新しいスタッフが増えます。
にも住んでいた経験もある先生です。お楽しみに！
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！

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。

受けていただけるように、パーソナルレッスンを
広い場所で遊べるように、心掛けいたします。
新設いたします。

※平日はフォローアップレッスンの名称のままです。
※新年度よりサタデークラス がAMのみへと変わり、PMは
パーソナルレッスンを中心とした個別の対応へと変わりま
す。

★『オールイングリッシュ グループレッスン』
＊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、
土曜日のPM13：30〜14：30にAll Englishの
＊４月４日（土）新入生歓迎会

昼食作りなどパーティーの準備をし、午後からは新入生
グループレッスンを開講します。詳しくはコミル
現サタデースクールの子供達は午前中より飾り付け、
のみなさんを迎え、ビュッフェスタイルのランチパー

昼食作りなどパーティーの準備をし、午後からは新入生
にてお知らせいたします。参加ご希望の方はお問

ティーにゲーム大会などを予定しています。
のみなさんを迎え、ビュッフェスタイルのランチパー
合せください。
（コロナ感染防止のため、場合によっては変更になるこ

ティーにゲーム大会などを予定しています。
ともございます。）
是非この新年度に、土曜日の午後のお時間を有
（コロナ感染防止のため、場合によっては変更になるこ
効に活用していただき、皆様の英語学習のお役に
ともございます。）

立てればと思います。

お気軽にお問合せください。

春休みの１日スケジュールとイベントのご案内です

パーフェクトチケットの
抽選をしました！！
結果は・・・
Miinaちゃんが当選！！
Congratulations❤

3月31日春休みイベント「ちりめんモンスター」
についてご紹介します！
未処理のちりめんじゃこには、コバンザメやフグ、
タツノオトシゴなど非常に珍しい生き物がいっぱい混
ざっています。これを双眼実体顕微鏡で観察してレア
A
な生き物を見つけちゃおう〜〜！！という楽しいイベ
ントです♫＆
今回きしわだ自然資料館からスタッフさんが来てく
B
ださいます。先着20名様とさせていただきますので、
ク
ご参加お待ちしています！！

ラ
ス

（

ダンス

Whatʼs ちりめん
モンスター？？

習い事
ピアノ(月)
ウィンターフェスティバルでは、全員、大変上手に演奏することができました。去年の秋から一生
懸命練習を開始した曲で、途中で難しくて、なかなか進まなかったり、覚えるのに苦労したり、いろ
いろな困難を乗り越えての発表でした。皆んなの前で弾くのも緊張してとても大変だったと思いま
す。でも、この経験は一生の宝物になりますね。これからも、楽しくそれぞれのペースでレッスンし
て行きたいと思います。

ダンス（火）
みなさま先日のウィンターフェスティバル本当にお疲れ様でした！
コロナ禍ではありますが、今年もとっても素晴らしかったですね☆
私は当日やらかしてしまい…(汗)途中からみなさんの発表会を
見させていただいたんですが、みんな本当に本番強くて、
日々の努力がビンビン伝わってきました！(ぱちぱち)
みんなほんっっっとにカッコよかったよー(´；ω；`)！
練習時間も少なく不安な中、本当によく頑張ったね！
踊りもバッチリでした！一人一人にMVPです(きらきら)
ウィンターフェスティバルも終わり一息つきたいところですが、今火曜ダンスメンバーは燃えております！
早速レッスンでは、ベーシックなステップをとことん踏みまくってリズムを体に叩き込む！
まずは2〜3ヶ月これを目標にしたいです。
来年のウィンターフェスティバルでは更にパワーアップした火曜ダンスをお見せできるようがんばります！
最後になりましたが、保護者のみなさま衣装等色々ご協力頂きありがとうございました！
また今後もよろしくお願いしますっ！

空手（水）
年明けから少しづつ試合も再開され、現在ではほとんどの大会が実施されていま
す。もちろん、感染対策は徹底しての実施ですので、運営側がほんとに大変だと思い
ます。「子供たちのために」という想いで、大会を開催してくださっている主催道場
には感謝ですね。
コロナになって、今まで当たり前だった事が当たり前でなくったこの１年。
いまだに前線で大変なご苦労をされている医療従事者の方々や、飲食店はじめサービ
ス業のみなさんは、まだまだ大変な時期が続きます。
私たちの生活もまだまだ息苦しい状況が続きます。
このような事は、人によっては不謹慎な発言と感じられる方もいらっしゃるかもしれ
ませんが、コロナで私が唯一良かったと思える事は、「今まで当たり前にあった目の
前の事に感謝する機会が多くなった」事です。
現代は、とてもとても豊かです。日本は世界の中でも特に豊かです。
豊かに暮らせるに越したことはないとは思います。
無理に苦労する必要はないのですから。
しかし、豊かがゆえに、「感謝」を忘れがちになってたのではないかなと思います。
私自身はそうでした。
家族が一緒に居られること、毎日ご飯が食べられること、ここに笑顔があること。
当たり前のことに、当たり前に感謝できるように、コロナが少しでも自分たちの未来
に意味を残すために。

書道（木・金）
ウィンターフェスティバルお疲れ様でした。
書道、硬筆の作品展示は例年通りに実施できました。
お子様それぞれの上達を感じられたのではないでしょうか？
昨年は、コロナの影響で昇級審査も2ヶ月に1回となってしまいましたが、４月からは毎月行う予定との事
です。徐々に日常が戻ってくるといいですね！
今年ほど、桜が待ち遠しく感じた年はありません。
あたりまえに感謝したいと思いました！

4月号

不二誌

昇級審査結果

昇級おめでとう！

◆書道

◆硬筆

玉置
藤谷

長谷川 あい
相原 麗香
北川 新
足立 知奈美
廣澤 杏
乾 玲奈
藤谷 花
乾 瑠馬
川田 彩加

桂理奈 ３級
花
５級

９級
６級
６級
６級
１級
１級
５級
１級
２級

ダンス（土）
どーも！
サタデーダンスクラスです！！！
今年もやってまいりましたウィンターフェスティバル！！！
いまの世の中、なかなかみんなで集まり今まで通りのイベントは難し
いですが、そんな中、子ども達は笑顔で元気にいままでの練習の成果
を、存分に発揮できたと思います！！！
早く世の中が落ち着いて、マスクなんていらない、リアルな子ども達
の笑顔がみれる世の中に早く戻りますように、サタデーダンスクラス
踊ってわっしょい盛り上げていきたいと思います！！！
ダンスは最高！！！
いぇい♪

