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新学期が始まりひと月が経ち、徐々に新生活にも慣れてきた子どもたち。新しいお友達ができて、楽しそうに
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
過ごしている様子を、日々見かけます♫ ご家庭でもファンファンでのお話や、新しい学校生活の話など、ぜひお
たことをたくさん盛り込んでいきたいと思います♩
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
子さまとお話ししてみてくださいね。
たことをたくさん盛り込んでいきたいと思います♩

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→
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。）
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。
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

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。

Facebook

Facebook

お知らせ
お知らせ
お知らせ

＊３月２日（月）〜
学校が終わってバスに乗り、ファンファンに着いたら、まずは元気よく挨拶♫ハロー♫の声が響きます。手洗い
＊３月２日（月）〜 特別スケジュール
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。）
とうがいを済ませたら、まずは宿題、、、のはずなのですが、最近終わらせずに遊んでしまう子もいるようです。
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。）
宿題を済ませずに帰宅されてお困りの方などおられましたら、お声をかけさせてもらいますのでお知らせくださ
〜１０：００
〜１０：００ フリータイム
フリータイム
＜ムービー＆アクティビテーについて＞
＜ムービー＆アクティビテーについて＞

い。

人気映画を見たり、ゲームを毎日変えて、子供達に楽し
人気映画を見たり、ゲームを毎日変えて、子供達に楽し

１０：００〜１０：３０
１０：００〜１０：３０ 宿題タイム
宿題タイム

スナックタイムの時間について
んでもらえるように工夫いたします。具体的に、工作、

１０：３０〜１１：００ フリータイム
フリータイム
１０：３０〜１１：００
１１：００〜１２：００ ムービー
ムービー OR
OR アクティビティー
アクティビティー
１１：００〜１２：００
１２：００〜１３：３０ ランチ準備&ランチタイム
１２：００〜１３：３０
ランチ準備&ランチタイム
インスタグラム始めました
１４：３０〜１５：１５ フリータイム

１４：３０〜１５：１５

フリータイム

Fun Fun
Kids After Schoolお迎え）
Instagram
（１４：００〜１５：００
（１４：００〜１５：００

お迎え）

１５：１５〜１５：２５ スナック
を始めました。どうぞご覧ください!

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。
簡単なクッキング、ゲーム大会などです。
・ファンファン到着後
〜レッスン開始まで

・レッスン終了後

時間は長い目にとり、フリータイムはいつでも食べていい時間として
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
います。先生からのWill
you eat snack? の問いかけに
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。
英語で答える子どもたちです♡
（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

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

１５：３０〜１５：４０ Welcome レッスン＆アナウンス
https://instagram.com/

１５：４５〜１６：２５ レッスン
funfunkidsafterschool?r=nametag
１６：２５〜１６：３５ きゅうけい

１６：２５〜１６：３５
きゅうけい
１６：３５〜１７：１５ レッスン

サマーキャンプ開催が決定しました♫
１６：３５〜１７：１５
１７：１５〜１７：２５ レッスン
きゅうけい

１７：１５〜１７：２５
１７：２５〜１７：４５ きゅうけい
オールイングリッシュタイム

場所：ユニトピアささやま
１７：４５〜１８：００ オールイングリッシュタイム
そうじ＆アニマルケア
１７：２５〜１７：４５
日程：7月31日（土）〜8月1日（日）
１８：００〜
１７：４５〜１８：００

フリータイム
そうじ＆アニマルケア

１８：００〜
フリータイム
湖の近くにあり自然もいっぱいの多目的施設でお泊ま
＊３月２５日（水）
り！！
みんなで夏の思い出を作ろう！！
そうめん流し、魚のつかみ取り等、みんなで楽しめる企
春休みスケジュールスタート
＊３月２５日（水）
画を計画中です。
春休みスケジュールは予定通り3/25（水）からの

春休みスケジュールスタート

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。
＊新スタッフ

最高の思い出！！！

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
＊新スタッフ
にも住んでいた経験もある先生です。お楽しみに！

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！

※例年開催されておりました如意谷山手祭り、箕面祭
りは今年も中止となりました。

〜オールイングリッシュプレイまで

＜レッスンについて＞
＜レッスンについて＞

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。
た。

今年度のテスト期間について

これから少しの間は、手洗いうがい手指消毒を徹底し、

昨年はイレギュラーな事が多く、テストも実施出
来ずでしたが、今年は去年の分も（！）ファン
いつもと違った遊びを取り入れたり、同じ遊びでもより
子供達に毎日楽しんでもらえるよう、フリータイムでも
ファンテストを実施いたします。
広い場所で遊べるように、心掛けいたします。
いつもと違った遊びを取り入れたり、同じ遊びでもより
子供達に毎日楽しんでもらえるよう、フリータイムでも
これから少しの間は、手洗いうがい手指消毒を徹底し、

期間：９月６日（月）〜 ９月１１日（土）
広い場所で遊べるように、心掛けいたします。
（予備期間）
９月１３日（月）〜 ９月１８日（土）

＊４月４日（土）新入生歓迎会
夏休み期間は、今年度も英検対策レッスンを
現サタデースクールの子供達は午前中より飾り付け、
実施する予定です。受験日＊10/2（土）

＊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
のみなさんを迎え、ビュッフェスタイルのランチパー
現サタデースクールの子供達は午前中より飾り付け、

ティーにゲーム大会などを予定しています。
昼食作りなどパーティーの準備をし、午後からは新入生
（コロナ感染防止のため、場合によっては変更になるこ
のみなさんを迎え、ビュッフェスタイルのランチパー
ともございます。）

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。）

ファンファンでの
レッスン＆フリータイム風景

ソフトバレーボール遊び♫

フリータイムに先生とゲーム！

新しく入ったお友だちも
すっかりファンファンに慣れて
ニコニコ♪
レッスンでは『I know!』と
元気よく手を挙げて答えてくれ
ています!
下記、年間スケジュール
をご確認ください。

わかるひと？はーーーい♪♪元気いっぱい！

スコット先生とパチリ♫

赤字で「休み」のところ
は振替利用をして頂けま
す。
コミルにて送迎の有無
も、併せましてご連絡をお
願いいたします。
例：「5/3祝日分を5/11(火)
へ振替利用

☆利用予定についての変更ご連絡は、口頭ではなく必ずコミルでお願いいたします

5/29土曜日は午前・午後とも
に通常営業です。

自宅送り希望」

習い事
ピアノ(月)

まどか先生

無料体験受付中！！

外出自粛が続いていて、ゴールデンウィークもあっという間に終わりましたね。

レッスンは個人のレベルや進捗度合いに合わせて、それぞれのペースで頑張っています。時間がなくて、

なかなか家で練習出来ないという生徒さんも、少しずつレベルアップできるようなレッスンを心がけてい
ます。見学や体験レッスンも随時受け付けています。
お気軽にお声掛けください♪

ダンス（火）

Mai先生

みなさまいかがお過ごしでしょうか？
5月に入った途端、３度目の緊急事態宣言！(￣▽￣)
GWも挟み、お子様達の連休という連休をまたまた制限される日々が続きましたね、、なかなか思うように
いかないですが、それももう慣れっこになりました。
さて！最近の火曜ダンスも安定のメンバーでたくさんステップを踏んでいます！
アイソレーション(体の各部位の可動域を広げる練習)を取り入れたり、今までより一つ上を目指して励んでい
ます。
レッスンの内容自体は今までと変わらず、基本中の基本に重点を置いて＋ａみんなの個性を伸ばせるような
内容にしています！
少しずつではありますが、目標を一つ一つクリアにできたらと思います！
毎週みんなに会えるのを楽しみにしています( ^ω^ )

キレのあるダンス♫♪

まずは入念なストレッチから！

空手（水）スクール長：若林
緊急事態宣言の延長もあり、まだまだ出口が見えない状況が続きます。

変異株により、今までの対策では感染を完全に防ぐ事はできないという見解が出されていますが、

今できる事は、できる限りの対策を行いながら、可能な限りいつも通りの日常を工夫して過ごす事。
子どもたちの順応力には本当に感心します。

マスクを付けて生活する習慣は大人以上に身に付いているように感じます。

稽古中のマスクも息苦しいはずなのですが、文句を言う子は誰もいません。

こうやって稽古が続けられているのは、親御さんのご理解・ご協力と、子ども達の忍耐があってだと思います。
今しっかり乗り切って、来年にはおもいっきり体が動かせるのを楽しみに頑張りましょう！！

書道（木・金）

若林

尚美

新１年生も硬筆からスタートして早1ヶ月が経ちました。

今年度の１年生は、ひらがながほぼ書ける状態でスタートしましたので４月から
早速昇級審査を受けていただきました。結果が楽しみですね＾＾

硬筆がある程度しっかり落ち着いて取り組めるようになってきたお子様から順
次、毛筆も開始いたしますので書道道具の準備をよろしくお願いします。

次月（６月号）は昇段試験です。１級以上の方は、３ヶ月に１回のチャンスです
のでしっかり取り組んでください。

６月号

不二誌

昇級おめでとう！

昇級審査結果
書道
北川
相原
若林
足立
濱崎
川田

5月号

硬筆
新
麗香
奏太
知奈美
絢菜
彩加

７級
７級
７級
６級
１級
２級

ダンス（土・火）

奥田 奈緒
長谷川あい
北川 新
相原 麗香
玉置 佳理奈
藤谷 花

若林奏太くん、

９級
７級
５級
５級
１級
３級

写真版掲載

されました！

Keiji先生

こんにちは！！！

サタデーダンスクラスです！

今年は早めの梅雨入りですが、雨にも負けず、風にも負けず、子ども達のダンスのパワーでジメジ
メなんか吹っ飛ばせ〜〜！！！
今月もノリノリです！！！
いぇ〜〜〜い！！！

