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早くなった⼣暮れに秋本番を感じます。朝晩は冷え込みますが、⽇中の⼦どもたちは元気いっぱい、半袖で汗
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
をかいて遊んでいます！運動会や校外学習、宿泊⾏事など学校でもファンファンでも楽しみなことがいっぱ
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♩
い！体調に気をつけて、2021年の秋を満喫しましょうね♫
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。
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

お知らせ お知らせ
お知らせ

Facebook

Facebook

Instagram を始めました。

＊３月２日（月）〜
＊３月２日（月）〜 特別スケジュール
特別スケジュール
キッズモアと業務提携しました‼

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。）
どうぞご覧ください❗
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。）

「kidʼs&more彩都保育園（オールイングリッシュで
〜１０：００
〜１０：００ フリータイム
フリータイム
過ごす無認可保育園）と業務提携いたしました。
１０：００〜１０：３０宿題タイム
宿題タイム
１０：００〜１０：３０

業務提携と⾔うととても堅苦しく感じると思います

１０：３０〜１１：００フリータイム
フリータイム
１０：３０〜１１：００

が、同じ志を持つ者同⼠、⼦供達の将来のために協⼒

１１：００〜１２：００ ムービー OR アクティビティー
１１：００〜１２：００
ムービー OR アクティビティー

していきましょう！と⾔うことです。

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
Fun
Fun Kids After Schoolとしては、kidʼs&more彩
１４：３０〜１５：１５ フリータイム

１４：３０〜１５：１５ フリータイム
都保育園の卒園⽣の英語⼒の維持向上の為、積極的に
（１４：００〜１５：００ お迎え）

受け⼊れて、交流の機会を随時設けて⼩学校⽣活へス
（１４：００〜１５：００ お迎え）
１５：１５〜１５：２５ スナック

ムーズに移⾏できる様に最⼤限フォローしていきたい
１５：１５〜１５：２５

スナック

１５：３０〜１５：４０

Welcome レッスン＆アナウンス

１５：３０〜１５：４０ Welcome レッスン＆アナウンス
と考えています！！
１５：４５〜１６：２５ レッスン

１５：４５〜１６：２５
レッスン
先⽇、やす先⽣と
１６：２５〜１６：３５ きゅうけい
尚美先⽣がハロ
１６：２５〜１６：３５
ウィンのプレゼン
１６：３５〜１７：１５きゅうけい
レッスン
トを持って、⼦ど
１６：３５〜１７：１５
１７：１５〜１７：２５レッスン
きゅうけい
もたちに会いに
⾏ってきました‼
１７：２５〜１７：４５きゅうけい
オールイングリッシュタイム
１７：１５〜１７：２５
みんな⼤喜び♫
可愛らしい英語の
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
歌を歌って出迎え
てくれました‼
１８：００〜
フリータイム
１７：４５〜１８：００

そうじ＆アニマルケア

１８：００〜

フリータイム

＊３月２５日（水）
英検対策講座（⼟）新年度⽣募集

春休みスケジュールスタート

＊３月２５日（水）

毎週⼟曜⽇開講の、英検対策講座が来年1⽉8⽇（⼟）
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
よりスタートしますので、新年度⽣を募集します。
スタートになります。また春休みのイベントについ
春休みスケジュールは予定通り3/25（水）からの
10⽉の受験に向けて毎週⼟曜⽇にオンラインでの英検対策講
ては別途お知らせいたします。
座をスタートします。受講料は級によって異なりますので、
スタートになります。また春休みのイベントについ

＊新スタッフ

HPをご覧いただくか、お問合せください。
ては別途お知らせいたします。

３月中旬から新しいスタッフが増えます。

Fun Fun Kids After School
https://instagram.com/funfunkidsafterschool?
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
r=nametag
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、
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。
ウィンターフェスティバル2022⭐
＜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＞

＜レッスンについて＞

＜レッスンについて＞
Winter
Festival を、来年2⽉27⽇（⽇）に開催いたしま
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
す。ループに分け少人数レッスンを行います。
今回もクラスごとに分かれての開催とします。
ループに分け少人数レッスンを行います。
2022年度にファンファンキッズ
は10周年を迎えますので、お祝い
（結果としていつもより濃い内容のレッスンになってい
（結果としていつもより濃い内容のレッスンになってい
となる発表会を現在計画中です
（お楽しみに❣ ）
ます）実際に、月曜火曜日は1クラス4〜７人の少人数

つきましては、
出⽋の確認をさせて頂きますので、後⽇配信のコミ
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
ルのお知らせより、ご連絡をお願いいたします。
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
※ 締め切り 11/29（⽉）
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。

これから少しの間は、手洗いうがい手指消毒を徹底し、

2021年第2回英検合格者（5級・4級）

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、

いつもと違った遊びを取り入れたり、同じ遊びでもより
先⽉10⽉に実施されました2021年第2回英語検定試験には、
子供達に毎日楽しんでもらえるよう、フリータイムでも
広い場所で遊べるように、心掛けいたします。
たくさんの⼦が挑戦し、合格することが出来ました！
いつもと違った遊びを取り入れたり、同じ遊びでもより
これからもレベルアップ出来るように頑張っていきましょう♫
広い場所で遊べるように、心掛けいたします。
４級合格
５級合格

Y.H (2年） H.T(4年）
C.A(2年） M.K(4年）

Y. K(2年）
Y. K(3年）

＊４月４日（土）新入生歓迎会
A.K(5年）
E. H(3年）

A.H(3年）

現サタデースクールの子供達は午前中より飾り付け、
３級以上の受験者は、

I.S(6年）
Y. K(4年）
K.T(3年）
＊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
二次試験が11月に行われ
のみなさんを迎え、ビュッフェスタイルのランチパー
S.S(6年）
I . O(4年） ます。合格者の紹介は、
H.T(3年）
現サタデースクールの子供達は午前中より飾り付け、

来月号をお楽しみに！
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
新聞のご協⼒ありがとうございました
小学４年生の娘さんがいて、音楽が得意なニューヨーク A.K(3年）
A.O(6年）
H. S(5年）
＊新スタッフ
（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
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。
S. S(6年）
ともございます。）
R.I(3年）

ご協⼒をいただいております新聞の受⼊れは、
小学４年生の娘さんがいて、音楽が得意なニューヨーク
⼀旦停⽌させていただきます。
にも住んでいた経験もある先生です。お楽しみに！
ご協⼒いただき、ありがとうございました。

ティーにゲーム大会などを予定しています。

A.A(4年）
（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。）
H.F(4年）

Winter Schoolのスケジュール
12/27（月）
12/28（火）

ホリデー クッキー作り
餅つき大会（お土産もあるよ♫）
年末年始のお休み
12/29（⽔）〜1/3（⽉）

1/4 （火）

New yearʼs party‼ （ゲーム＆ビュッフェ

1/5 （水）
1/6 （木）

Clay Photo Flames
Cups Game

1/7 （金）

Letʼs go to park❗ 〜唐池公園に行こう〜

1/8 （土）

通常サタデークラス

Halloweenのイベントの様子
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YouTubeで話題の
⽬⽟グミ👀 を
尚美先⽣が
⽩⽟だんごで⼿作り
してくれました❤

ご兄弟の新年度生、申込み受付いたします☀
2022年度に新一年生になる兄弟がいらっしゃる方は、
新年度生のお申込みをしていただけます。
曜日のご利用枠や、習い事はお申込み先着順とさせて頂いておりますので、
ご利用内容がお決まりになりましたらお早めにお申込みください。

習い事
ピアノ(月)

まどか先生

ずいぶん秋らしい気候になりましたね。少しずつ紅葉が⾒れるようになってきました。暖かな⾊で⼼が安
らぎます。
ピアノクラスはウィンターフェスの曲の練習を中⼼にレッスンしています。両⼿で弾けるようになった
り、⽚⼿ずつ最後まで弾けるようになってきました！
年末年始を挟むとあっという間に2⽉になりますので、油断せずにコツコツ練習続けましょうね！

ダンス（火）

Mai先生

早くも11⽉！
朝晩は冷え込みますが、⽇中はまだまだ暑いぐらいですね( ；∀；)
そろそろ年末ということで、来年2⽉に⾏われるウィンターフェスティバルに向けて少しずつ作品作りに⼊っ
ています！
慣れないステップに苦戦しながらも、みんな頑張って練習してくれています( ^ω^ )
苦⼿なこともコツを掴むまでが⼤変ですよね〜。でもそれを超えるとわかる楽しさみたいなものもみんなと共
有していきたいです！
徐々にエンジンかけながら毎レッスン励みたいと思います☆

空手（水）スクール長：若林
緊急事態宣⾔が解除され、各種試合も再開されました。
どの⼤会も感染対策を徹底して開催しておられます。
その分、通常の２倍３倍の労⼒が必要となりますが、⼦供達のために各流派の先⽣⽅、保護者の⽅々が協⼒して実現して
いる⼤会ばかりです。
せっかくの機会ですので、どんどんチャレンジしましょう！
試合に出た後の稽古では、1⼈1⼈みんなの前で感想や反省点を話してもらいます。
恥ずかしいかもしれないけど、⼈前で話すという経験も⼤事！
また、⾃分の経験をみんなと共有するという事も⼤事！
試合は、出場を決めてから出場するまで、試合当⽇、そして試合の後。
全てを含めて１つの試合です。
試合の結果で⼀喜⼀憂するのももちろん悪くはありません。
勝てば⼤いに喜び、負ければ落ち込む事もあるでしょう。
その場で感じる感情や感覚はとても⼤事です。
しかし、それ以上に⼤切なのは「プロセス」です。
試合に向けてどういう気持ちで取り組むか、試合が終わった後、結果をどのように受け⽌め次に繋げるか。
年齢が低い間は1⼈で考えるのは難しいと思いますので、ぜひおうちで⼀緒に取り組んでいただけるといいかと思いま
す。試合の内容についてなど、分からない事やアドバイスが欲しい場合は遠慮なく師範にご相談下さい。
どんどん寒くなり、⾵邪が流⾏り出す季節になりますが、しっかり体を動かしてウイルスに負けずに頑張りましょう！

書道（木・金）

若林

尚美

早くも１１⽉！だんだん肌寒くなってきました。
最近は、咳をしている⼦が多いので、コロナは落ちつきつつありますが、⼿洗いうがいを引き続きしっかりとしていきま
しょう。
新規で年⻑さんがメンバー⼊りしました。鉛筆の正しい持ち⽅、書き順から練習しています。
⼩学校に⼊るまでに、鉛筆の持ち⽅が確⽴してしまっていると修正に時間もかかりますので、今のうちに正しい持ち⽅、
正しい書き順を覚えていきましょう。⽑筆の練習の時、３枚くらい書いて、「もう終わっていい？」と聞いてくる⼈が多
いですが、３枚くらいの練習では上達しません。
毎回聞いてきますので、「⾃分で考えて。どう思う？」と聞きかえしていますが、⽬標として半紙２０枚は書きましょう。
喋らずに書けば、終わるはずです。必ず結果は、ついてきます。
来⽉は、今年最後の昇級昇段審査です！頑張ろー！
尾本結佳⼦ちゃん、Fun Fun初の6段！！
素晴らしいです！おめでとうー！！

11月号

不二誌

◉⽑筆

◉硬筆
奥⽥
北川
相原
⾜⽴
岸上
⽟置
藤⾕

昇級おめでとう！

昇級審査結果

奈緒 5級
新
4級
麗⾹ 3級
知奈美 2級
絢⾹ 1段
佳理奈 2段
花
2級

ダンス（土）

濱崎 絢菜 1段
尾本 結佳⼦ 6段
下柿元 誉 5段
川⽥ 彩加 1段
⼤畑 奈緒 6級

奥⽥

奈緒

8級

相原
若林
⾜⽴
岸上
⽟置

麗⾹ 5級
奏太 6級
知奈美 5級
絢⾹
1級
佳理奈 1級

篠塚

⼀花

1級

下柿元 祷
⼤畑 奈緒
池⽥ 美咲

8級
8級
8級

Keiji先生

どーも！
サタデーダンス クラスです！！！
朝晩寒く、昼暑く、中途半端な気候ですが、サタデークラス 元気にモリモリ盛り上がってます！！！
なにごとも中途半端はだめですが、個性あふれる⼦ども達、⼤好きな事に猪突猛進！！！
ダンスって、本当に素晴らしいですよね(淀川 ⻑治 ⾵)
いぇい♪

フットサル（月）

植村恭平

10⽉より活動が再開しとても嬉しく思います♪
さて、具体的に⽇々の練習でどんなことを意識し取り組んでいるのか。
トレーニングでは ①技術、②思考⼒ を磨いています。
①技術”

ボールフィーリング、スピード、パワー、アイデア、をコントロールする技術「思いのままに」がキーワード☆

練習では、⼀⼈⼀球で常にボールを触らせるように意識し、グループTRも、できるだけ待ち時間を与えないように⽅法やルール設定
を⼯夫します。シンプルな事ですが 「ボールを触る時間を増やす」 ことは⼤切にしています。
皆も⽇常に⾜でボールを触る時間を増やせば⾃然に上達スピードも上がります☆⼺
“②思考⼒”

これは、次に起こる様々なことを考え（想像・イメージ）常に能動的に動くことです。

能動的になるには前向きな思考マインドを持つこと、その為には「ネガティブ」を出来るだけ排除する必要があります。
指導中のコーチングは常にポジティブを意識し、選⼿を良い⽅向へ導く為の⽅法として、良いﾌﾟﾚｰを評価し、悪いﾌﾟﾚｰには気づきを
与えます。具体的には、今のなんで○○を選択したん？

どしたら上⼿くできた？こんな⽅法（テクニック）もあるよ。…等です。

フットサル、サッカーを通して、選⼿全員が⼈としても成⻑し合える環境を⽬指しています。
11⽉度もどうぞよろしくお願い致します。

