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七夕も終わり、いよいよ夏休みが近づいて来ました。日差しの強い日もあり、水分補給が欠かせませんね。

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
休憩中の子どもたちが、一気にお茶を飲み干している姿を見かけます＾D＾;
今年

ファンファンでは、煮出した麦茶をたっぷり用意していますので、なくなったらガマンせず、必ず先生へ声をかけ
たことをたくさん盛り込んでいきたいと思います♩
てくださいね！暑い夏を、元気に乗り切っていきましょう〜♬
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。）
⬅ Fun Fun Kids
で ファンファンの
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。

Facebook
•

•

•

•

•

•

•

•

•

After School HP チェックしてね
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

日常を見て頂けます " ➡
LME

お知らせ
お知らせ

＊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。）

All〜１０：００
English フリータイム
Week を実施
１０：００〜１０：３０

宿題タイム

毎月、月末最終weekに行っている
１０：３０〜１１：００ フリータイム

英語漬けの１週間‼
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
みんなどのくらい英語で話せましたか？

１４：３０〜１５：１５ フリータイム
低学年のお友だちも一生懸命に英語で伝えようと
（１４：００〜１５：００
お迎え）
していて、とても成長を感じられました。

１５：１５〜１５：２５
スナック
次回はサマースクール明けを予定しています。
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

$ ポイントを獲得するとご褒美がもらえるシステム！

＊３月２５日（水）

Saturday パックが始まります
春休みスケジュールスタート

９月より、平日＋土曜のご利用が
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

とってもお得になります‼

ては別途お知らせいたします。

これまでのアフタースクールと併用して、サタ
デースクール
に通われる方向けにお得なプラン
＊新スタッフ
をご用意しました。
詳細は次月号にて。
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

「しっかり英語を学べるアフタースクール」と、
にも住んでいた経験もある先生です。お楽しみに！
「実践的に英語を使うプログラムのサタデース
クール」を、両方通って英語を上達させよう！
夏休みの無料体験、若干名空きがあります‼
お申込みはお急ぎください♪

インスタやってます

＜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、
是非ご覧ください‼
簡単なクッキング、ゲーム大会などです。

Instagram

Fun Fun Kids After School
https://instagram.com/funfunkidsafterschool?
＜レッスンについて＞
r=nametag
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
※山手公園まつり8/27日は、10月へ延期となりました※
ます）実際に、月曜火曜日は1クラス4〜７人の少人数

箕面祭りが開催されます

クラスで、子供達が発言する機会が多く、みんな積極的

日程：10月2日（日）
な姿勢で、とても内容の詰まったレッスンになりまし
た。２年ぶりに『箕面祭り』の開催が決まり、

ファンファンの火曜ダンスチーム、そして
サタデーダンスチームも復活出演します
これから少しの間は、手洗いうがい手指消毒を徹底し、
ダンス出演時間：15：45頃
子供達に毎日楽しんでもらえるよう、フリータイムでも
（現時点の予定の為 ※ 変更の可能性有り）
Fun Fun Kitchenも出店します。
いつもと違った遊びを取り入れたり、同じ遊びでもより

広い場所で遊べるように、心掛けいたします。

英検レベルチェック（模擬試験）

10月に英検受験をお考えの方は、是非お申し込
みください‼ 本番前のプレテストとして受験を
おすすめします。採点後には、講師よりコメン
＊４月４日（土）新入生歓迎会
ト・アドバイスを付けて返却いたします。
現サタデースクールの子供達は午前中より飾り付け、
日程：筆記テスト 9/3（土）
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
二次テスト 9/10（土）
ティーにゲーム大会などを予定しています。
（スピーキングテスト ※3級、準2級、2級のみ）
（コロナ感染防止のため、場合によっては変更になるこ

★到着しましたら、先生が教室へご案内します。

ともございます。）

準会場：Fun Fun Kids After School

英検受験日：10月1日（土）

★運動会と重なっている方は時間を考慮しますので、
ご相談ください。

Summer School 2022 はじまるよ〜
行きたいイベントを要チェック‼
めちゃうま
スナックを
作ろう〜♫

ドーナツ

これおいし〜！

流しそうめん！
箕面の滝では冷た〜い
もの食べれるよ♪けん
玉作り、ポーランドの
おいしいチキンも
行きたいなぁ♡

⬆顔のピザ
ポーランド料理

⬅スイカ割り

Fun Fun テスト

Fun Fun Kidsでは

一年一度のファンファンテストが9月にあります。
合否はなく、みんなのファンファンでの頑張りを
正確に測るためのテストです。

今年は9月に筆記試験のみ行い、3月にスピーキング
テストを行う予定です。

日程：筆記テスト
9/5（月）〜

9/16（金）

ビギナークラス→A→B→Cと、段階を得て
上級者クラスへ上がれるシステムになっています。
合格不合格はなく、あくまで個人のレベルに合わせ
た評価を行っていきます。
自宅学習をしている子や、日頃から英語に対する積
極的な気持ちを持った子にも、成果を発揮してもら
えるチャンスです！
8月はReview Monthですので、ここまでの学習

（※Saturday schoolはスピーキングテストのみ
3月に実施します。）

をしっかりおさらいして下さいね！

昨年のサマーキャンプ！！イメージして是非ご参加下さい♪

サマーキャンプへ行こう
日時：8/27(土)~ 8/28(日)

場所：三季館（奈良県宇陀郡にある廃校を宿舎に

BBQ〜！！

した施設です♫貸切利用です❣ ）
自然がいっぱいの中、川遊び、アマゴつかみ、
流しそうめん、BBQなど

楽しいこと盛りだくさんです！！
深呼吸したくなるね〜&
キャンプファイヤー

川遊び♬アマゴつかみ

$ 二段ベッドがあるよ

塩をまぶして焼いた
魚をがぶっ♪

習い事
ピアノ(月)

まどか先生

毎日スッキリとしない天気で、蒸し暑いですね。蝉の声はまだ聞かないので夏はまだと言う感じで
す。ピアノクラスはみんなそれぞれのペースで練習を続けています。調子のいい日や悪い日があり
ますが、少しずつでも続けることでレベルアップできると思います。まだ早いようですが、ウィン
ターフェスの曲選びをなんとなくイメージしながらレッスンしています。
ダンス（火）

Mai先生

みなさまいかがお過ごしでしょうか？
もうすぐ梅雨明け、夏本番まであと少しですね。
割と過ごしやすい気候が続いてるので嬉しいです！
火曜ダンスは、先月後半から振り付けをメインに進めています⭐
新たなメンバーも増え、みんなの団結力もより一層深まっているように思います。
自分たちだけでカウントをとって練習してくれたり、ほんとに頼もしくなったなと^ ^
この調子で引き続き頑張りましょーっ☆
空手（水）

井上真

6月5日「第12回関西ジュニア新人空手道大会」を開催しました。
井上道場からも40名以上が出場しました。
試合というのはとても大事でいろんなことが学べます。でも緊張もするし怖いです。それは弱いの
ではなく当たり前のことです。試合に出るには本人の意思が必要です。しかしそれは本人にただ丸
投げして決めさせるということではありません。それでは殆どの子が出ない、と言うでしょう。そ
こを頑張って出てみる、と言わせるためには保護者のバックアップが必要です。それでもどうして
も出たくない、という場合は次のチャンスまで待ちましょう。こういう話をして昨年もたくさん出
場しましたが昨年は上級の子たち以外は殆ど勝てず。そこからみんな頑張って今年は初心も初級も
中級もたくさん入賞しました。昨年の悔しい気持ちがあったからこそ今年の結果が出たのです。今
年も結果が出せなかった人はその気持ちをもって頑張り来年の関西ジュニア、それまでにある他の
試合にチャレンジして結果につなげましょう。それが出来たとき今までより少し空手が楽しくなっ
ていると思います。1人で頑張れないときは仲間と一緒に頑張りましょう。
今年は8月6日、7日の日程で3年ぶりに合宿を開催します。
親から離れて子供たちが自立する良いチャンスです。家では甘えて自分の事でもなかなかすること
が出来なかったりします。合宿では基本自分のことは自分でしましょう。もちろん年上の先輩方が
フォローします。稽古に関してはきつい稽古や強くなるためには、といったような強化合宿のよう
なものはありません。入会間もない子でも全然大丈夫です。名前は合宿ですがただの旅行です。コ
ロナ感染対策をしながらの合宿になります。空手の思い出はしんどい稽古や試合だけではありませ
ん。楽しい合宿も空手の中の大事な思い出となることでしょう。過去に参加した子達は大体次も参
加してくれます。長い自粛の続く中みんなで楽しい思い出を作りましょう。

尚美先生

書道（木・金）

梅雨ですね…ジメジメ蒸し暑くなってきました！
新1年生もゴールデンウィークがおわり、やっとFun Fun でのペースを掴めてきたように思います。
子供達は、プールが始まるので疲れがでるかもしれませんが、無理し過ぎず頑張っていきましょう。
1年生は全員毛筆をスタートしました。
初めての筆の感覚が楽しいようで、時々墨だらけになってしまう子もいますが、練習では半紙２０枚を目標に取
り組みましょう。お洋服が汚れてしまうのが気になる方はスモックやエプロンをお持ちください。
高学年の皆さんへ
作品は、名前までが作品です。
せっかく課題が綺麗に書けていても、名前が雑だとなかなか昇級出来なくなってきます。
段になると、なおさらです。
課題が上手に書けたからと気を抜かず、名前までしっかり丁寧に書くことを意識してください。
これから暑い夏がやってくるけど、元気にがんばろー٩(๑❛ᴗ❛๑)۶

昇級おめでとう!

お願い

７月号

書道の振替をする際には、コミルにも記載
をお願いします。

■毛筆

■硬筆
下柿元

祷

長谷川

あい

2級
5級

小坂優奈

8級

小坂彩乃

9級

相原

9級

翔

湯川さくら

9級

松田

9級

彩音

フットサル（月）

小坂優奈

8級

小坂彩乃

8級

また、お子様にも振替をすることをお伝え
ください。

こちらに振替の連絡が入っていても、本人

が振替を聞いていない場合は、遊ぶ気満々

のモードから切り替えるのが難しく、なか
なか集中できない事が多いです。
ご協力よろしくお願いします。

植村恭平

５月はチューリップをはじめ、芍薬、つつじ、フジなど、花々が咲く月でした。
定期的に保育園へサッカー指導をしているのですが、ある日、女の子がお花の話ききたいと（花が好き'
なんだって）サッカーを中断し、園庭に咲く花をよ〜く観察し、一つひとつ名前を教えてあげました。
日本には全国各地に花の名所があり四季折々の花の鑑賞ができます。
また、どこか特別なところへ行かなくても身の回りの生活の一部になっています。
いつも通る道に花は、並んでいる街路樹は、。少し気にかけてみると私たちの生活は自然に囲まれているこ
とに気が付きます。
そして、忙しい日々、殺伐とした時間に心の余裕を持たせてくれています。
保育園の女の子のように花を愛でる心や、草花を感じること、自然に親しむなど、その恩恵に感謝すること
は、自身の感性を豊かにしてくれることにつながるでしょう。
ぜひ感性を豊かに一生懸命咲く花々を感じ、命の美しさとかけがえのなさを感じてください☆
『感性を豊かに．．．』こどもたちへ伝えたいこと、の一つです。
７月もどうぞよろしくお願い致します。

