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新年あけましておめでとうございます。本年もFunFunKidsをどうぞよろしくお願いいたします。ウィンター

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
今年
スクールではたくさんの子ども達が冬休みイベントに参加され、毎日笑顔が溢れていました！健康には十分
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♩
気をつけながら、どうか今年も子ども達にとって実りある楽しい一年となりますように！
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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＊３月２日（月）〜特別スケジュール
特別スケジュール
＊３月２日（月）〜
Winter
Festival
2022
について
Instagram
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。）

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‼
〜１０：００ フリータイム

〜１０：００ フリータイム
2月27日（日）に行われますウィンターフェスティ
１０：００〜１０：３０ 宿題タイム

バル2022が近づいて参りました。
１０：００〜１０：３０
宿題タイム
１０：３０〜１１：００ フリータイム

今回も感染防止対策としまして、クラスごとに分
１０：３０〜１１：００
フリータイム
１１：００〜１２：００ ムービー OR
かれて三部制で上演いたします。

１１：００〜１２：００

アクティビティー

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
⚠クラスごとに集合時間が異なりますので、お間違

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

えのないよう宜しくお願いいたします。

１４：３０〜１５：１５
フリータイム
（１４：００〜１５：００
お迎え）

特にご兄弟のいらっしゃるご家族さまにはご不便を

（１４：００〜１５：００
１５：１５〜１５：２５お迎え）
スナック

おかけいたしますが、ご理解のほど宜しくお願いい

１５：３０〜１５：４０
Welcome レッスン＆アナウンス
１５：１５〜１５：２５
スナック
たします。
１５：４５〜１６：２５ レッスン
１５：３０〜１５：４０
Welcome レッスン＆アナウンス
当日は、集合後にすぐリハーサルをします。
１６：２５〜１６：３５ きゅうけい

１５：４５〜１６：２５
レッスン
曜日の異なる子どもたちが初めて全員集合できるわ
１６：３５〜１７：１５ レッスン

ずかな時間ですので、遅れることのないよう集合時
１６：２５〜１６：３５
きゅうけい
１７：１５〜１７：２５ きゅうけい

間厳守でよろしくお願いします。
１６：３５〜１７：１５
レッスン

１７：２５〜１７：４５ オールイングリッシュタイム

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

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）
１８：００〜
フリータイム

春休みスケジュールスタート
✴✴✴ みんな練習頑張っています‼✴✴✴

春休みスケジュールは予定通り3/25（水）からの
＊３月２５日（水）

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スタート

ては別途お知らせいたします。

春休みスケジュールは予定通り3/25（水）からの

＜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＞
Fun Fun Kids After School
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
https://instagram.com/funfunkidsafterschool?
んでもらえるように工夫いたします。具体的に、工作、
r=nametag
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。
＜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
ループに分け少人数レッスンを行います。
グループ人数を通常時の半分程度に減らし、４つのグ
❗ All English Weekが始まります❗
（結果としていつもより濃い内容のレッスンになってい
ループに分け少人数レッスンを行います。
今年より毎月末の最終週の一週間を、英語
ます）実際に、月曜火曜日は1クラス4〜７人の少人数
（結果としていつもより濃い内容のレッスンになってい

で１日過ごす『All English Week』としま
クラスで、子供達が発言する機会が多く、みんな積極的

ます）実際に、月曜火曜日は1クラス4〜７人の少人数

す⭐ 先生との会話はもちろん、お友達との
な姿勢で、とても内容の詰まったレッスンになりまし

クラスで、子供達が発言する機会が多く、みんな積極的
た。 会話やフリータイムに過ごす時間も英語で

な姿勢で、とても内容の詰まったレッスンになりまし
考えて話せるよう英語漬けの一週間を過ご
た。 してもらいます(^O^)

これから少しの間は、手洗いうがい手指消毒を徹底し、

今月は、1/31〜2/4となります🎶

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
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。

いつもと違った遊びを取り入れたり、同じ遊びでもより

卒業パーティ旅⾏へ⾏こう！
広い場所で遊べるように、心掛けいたします。
日時：3/29（火）〜30（水）
場所：大阪府立少年自然の森
＊４月４日（土）新入生歓迎会
（貝塚市木積字秋山長尾3350）

現サタデースクールの子供達は午前中より飾り付け、

昨今の状況が良い方向へと向かうことを願いつつ、
昼食作りなどパーティーの準備をし、午後からは新入生

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
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。

のみなさんを迎え、ビュッフェスタイルのランチパー
＊４月４日（土）新入生歓迎会
できる限りの対策をとって実施したいと卒業パー

2021年-2022年 英検合格された⽅へ
にも住んでいた経験もある先生です。お楽しみに！
＊新スタッフ

昼食作りなどパーティーの準備をし、午後からは新入生
ご参加が出来そうな方、まだ考え中の方もお申し込

小学４年生の娘さんがいて、音楽が得意なニューヨーク

Fun Fun以外の会場で受験し合格された場合も、
３月中旬から新しいスタッフが増えます。

Winter Festivalで表彰させて頂きます。またご利
小学４年生の娘さんがいて、音楽が得意なニューヨーク
用料金より英検割引が適応となりますので、お申
にも住んでいた経験もある先生です。お楽しみに！
し出ください。※申し出がない方は適応となりません
ので、よろしくお願いいたします。

ティーにゲーム大会などを予定しています。
現サタデースクールの子供達は午前中より飾り付け、
ティ旅行を計画中です。
（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。）

のみなさんを迎え、ビュッフェスタイルのランチパー
みは２月中旬を予定しておりますので、
ティーにゲーム大会などを予定しています。
是非ご参加お待ちしています。
（コロナ感染防止のため、場合によっては変更になるこ
現在のところ約20名の参加ご希望の
ともございます。）

連絡をいただいています。

改めまして
新年明けましておめでとうございます。
2020年の新年からこの2年間が本当に早く感じます。
「コロナで失われた空白の2年間」と言われることも多いですが、空白にするのか、未来への実りのための
シード（種まき）にするかは、自分次第だと私は思っています。
とはいえ、ファンファンも大変大きな打撃を受け、一時は存続の危機に瀕していた事は事実です。
みなさまの中にも、仕事やプライベートで大変な時期を過ごし、乗り越えてこられた方も多いかと思います。
どんなに辛い状況であっても、どんなに逃げたくない状況であっても、
今、前を向いて立っている事には必ず理由があるはずです。
生活のため、会社のため、社会のため、人のためなど、理由は人それぞれです。
ファンファンも同じです。
今年で１０周年を迎えることになりましたが、ここまでの歩みは決して簡単ではありませんでした。
それでも前を見て進み続けた事には理由があります。
それは、「日本を担っていく、子ども達の未来」を考えると、何があっても歩みを止めることができなかった
からです。
これからの日本（世界も同じ）は、今まで経験のしたことがないほど、激動にまみれ、ことごとく常識が覆さ
れ、何もかもがひっくり返ったような世の中に変わっていきます。
大袈裟に聞こえるかもしれませんが、事実です。
そんな時代を生きていく子ども達に私たち現代の大人ができることは、限られているかもしれません。
ですが、時代が変わっても変わらないモノもあります。
私たちファンファンキッズは、英語のアフタースクールではありますが、開校当初よりミッションとしてあげ
おります、「真の国際人を育てる」という理念に変わりはありません。
本当の意味の「国際人」として、自分自身の人生を自分で選択し、強く歩み続けられるように、今後もさまざ
まな試みを実行していきたいと考えています。
保護者の皆様には、いつもご理解とご協力をいただき、心より感謝しております。
ファンファンキッズが進化し続け

られるのも、保護者のみなさまと子ども達のお陰です。

最近では、ファンファンの卒業生やその保護者の方ともお話しする機会があり、
「英検2級に合格した！」
「英語推薦で高校に受かった！」
「インターナショナルハイスクールに受かった！」
「英語が本人の自信になったのは間違いないです。ファンファンに出会えて良かったです！」
と続々と嬉しいご報告をいただいております。
卒業生からの要望もあり、中学クラスの新設も早急に進めております。
また、スクールに通うのが難しくなった方向けに、オンラインクラスの新設も進めておりますので、
ご興味がある方はお気軽にご相談下さい。

まだまだコロナの影響が続き、生活しづらい状況が続きますが、
しっかり対策をして、いっぱい楽しい思い出を作っていけるように、
スタッフ一同頑張って参りますので、引き続きよろしくお願い致します。
若林泰孝

🎶 Winter school の⼦どもたち🎶

Christmas game time♫
ホリデークッキー♡上手く出来たね！

New Yearʼs Party♫♫

さぁ皆を運び出せ〜！！

ごちそうと皆の笑顔！

先生の話を聞くみんな♡

年末恒例の餅つき大会！

新年おみくじで大吉⁈

やす先生のお手本！迫力！

冬期英検レッスン

カップを使ったゲーム大会！

最終日は
The Park
Day!! よく
走った‼
⬇
➡
♡フォトフレーム製作♡

遊びつきない公園Time

Winter school

へのたくさんの

ご参加ありがとうございました🎶

このページに
いくついるか
さがしてね

習い事
ピアノ(月)

まどか先生

冬はイベントがたくさんありますね。クリスマスにお正月、年末年始はあっという間に過ぎて
しまいますよね。お休みの間はお家での練習をしっかりすることをお願いしましたが、練習で
きたでしょうか？
少し心配ですが、ウィンターフェスはあっと言う間にやってきますので、あと1ヶ月しっかり
頑張りましょうね！私もみんなが自信を持って発表できるように、指導を頑張ります！

ダンス（火）

Mai先生
チームワークもばっちり🎶

みなさま、あけましておめでとうございます！
本年もどうぞよろしくお願いします⭐
怒涛の年末が終わり、2022年が始まりましたねっ！
火曜ダンスはみんなの頑張りの甲斐あって、順調に作品も仕上がってきておりますよぉ( ＾∀＾)
折り返し地点、気を抜かずみんなでいい作品作っていきたいです！
またまたウイルスが流行しているので、引き続き感染対策もバッチリしつつ励んでいけたらなと。
まだまだ寒い日が続くので、みなさまもお体には気をつけてくださいねっ！

ダンス（土）

Keiji先生

あけまして おめでとうございます！！！
どーも！サタデーダンスクラスです！！！
2012年もスタートしまして、子どもたちもわっしょい盛り上がっております♪
ウィンターフェスに向け、作品も２曲目に突入！！！本番どんな作品に仕上がるのか、楽しみ
でしかないです！！！
みなさん、乞うご期待！！！
本年も、宜しくお願いします！！！

⬅しっかりとコミュニケーションを
とりながらのダンスレッスン🎶

書道（木・金）

尚美先生

新年明けましておめでとうございます！
本年もよろしくお願い致します。
新年早々、オミクロンが流行し始めて、第6波と
言われていますね。
ウィンターフェスティバルを控えていますので、
ヒヤヒヤしますが、個人個人でも引き続きしっか
りと感染対策をしていきましょう！
Fun Fun Kids After Schoolでも、手洗い、うが
い、消毒しっかりと声かけしながら促していきま
す。
１２月提出の昇段試験では、たくさんの昇段者が
いました！嬉しいですね＾＾おめでとう！
尾本結佳子ちゃんが、硬筆7段（最上段位）に達
しました！素晴らしいです＾＾
Fun Fun Kids After School始まって以来の快
挙！！努力の結果ですね！
いつも、しっかりお手本を見て丁寧に書いていま
すもんね＾＾
ウィンターフェスティバルでは入り口付近に作品
展示がありますので、是非お子様の成長を見てい
ただけたらと思います。

不⼆誌

昇級審査結果

硬筆

毛筆

相原麗香 2級
若林奏太 5級
金 なよん9級
下元紗弥 1段
乾 玲奈 3段
濱﨑絢菜 2段
尾本結佳子7段
川田彩加 2段

楠木 翔大7級
大畑奈緒 5級
足立知奈美3級
藤谷 花 2級
尾本結佳子4段

下柿元祷 5級
楠木 翔大6級
大畑 奈緒4級
池田 美咲5級

昇級おめでとう!

❤ Christmas memories ❤

⬆みんなお⼿製のツリー🎄 の前で♫

⬅お⼿伝いしてくれる⼦どもたち(^^)

クリスマスムードのAll English♫

