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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。）

Facebook
←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

キンダークラスの様子もこちらからご覧頂けます→

お知らせ

＊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、
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
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。）

＊新スタッフ
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！

＊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
ては別途お知らせいたします。

　　　　　　～１０：００　フリータイム
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 

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　
（１４：００～１５：００　お迎え）
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
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

＊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。）

＜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、
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＞ 
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
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
な姿勢で、とても内容の詰まったレッスンになりまし
た。

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。

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♩

Instagram 
是非ご覧ください‼  
Fun Fun Kids After School 
https://instagram.com/funfunkidsafterschool?
r=nametag 

長いと思っていた夏休みはあっという間に過ぎ、もう二学期です。サマースクール・サマーキャンプ以降、以前に
も増して、学年を越えて交流することが増えました。レッスン中・フリータイム、男女年齢に関係なくいっしょに
仲間になれるところは、ファンファンのみんなの素晴らしいところです！ 
学校生活でもファンファンでも、イベントがたくさんのこの季節、体調に気をつけながら過ごしていきましょう♪

インスタやってます

箕面祭りが開催されます

サタデースクール✏ 耳寄り情報

『箕面祭り』の開催が10月にあり、ファンファン
の火曜ダンスチームも出演‼      

そして、サタデーダンスも一度限りの(?)復活‼
（心なしか‥皆シルエットが大人になって来てい
る⁉）

日程：10月2日（日）
【火曜ダンス•土曜ダンス】
出演予定時刻：15：45 頃

10月ご利用分より、サタデースクールと併せて
平日ご利用の方への割引パックをご用意しま
した。ランチあり・なしコースからお選びいた
だけます(^ ^) 土曜日の英語も楽しいですよ♪    
お申込みはコミルにてお持ちしております。

☝ ファンファンで学んでいるフォニックス をご自宅でも学習して頂けます

Facebookでファンファンの日常を見て頂けます%  ➡
• • • • • • • • • ⇦ HPは 

こちらから

Autumn Camp 2022 

日程　11月20日(土)～21日(日) 

場所　アクティブスクエア大東 

学校跡地で新しいとても綺麗な施設です。 

体育館はLED完備！運動場は2188坪の広さ！ 

スポーツ・文化・食・宿泊できることが盛りだくさん！ 

楽しんでもらえること間違いなし'  

※お申し込み開始は10月中旬頃、Comiruで配信します 

Fun Fun Kitchen 
箕面市の芦原公園にて 
出店します！（南側
WC近くの広場） 
是非遊びに来て 
くださいね♪

※山手公園まつりは10月23日(日) 
　出演時間は16時～17時予定です☆ 

今秋、送迎ルート拡大します!! 

これまでお問合せのあった方面 
（少路小学校・北緑丘小学校・野畑小学校）への 
お迎えを順次開始いたします。 

お知り合いやご友人で、送迎付きのアフタースクールを探され
ている方や、英語に興味のある方がおられましたら、どんどん
ご紹介ください♪(⌒▽⌒) 



今年もたくさんのご参加ありがとう！ 

Beautiful Summer Memories

この夏のランチも大変好評でした！ 
美味しいごはんにみんなの笑顔が最高です❤

ハイキング・川遊びに
ひんやりアイス最高！

↑6年さすがの迫力で
スイカ割りまくり！

リクエストの多かった
風鈴＆CUP♪叶ったね♪

Saturday School 
Science　Experiment

Fun Fun Cooking♪ 流しそうめん＆〇●♡

Water games day♪

Wow♪

縁日 in English♪ 賑やかな1日♬



Summer Camp へ行って来ました

《午前一部》 
５級 
集合　８：１５ 
開始　８：４５ 
解散　９：４０頃 

４級 
集合　８：１５ 
開始　８：４５ 
解散　９：５５頃 

３級 
集合　８：１５ 
開始　８：４５ 
解散　１０：１０頃 

《午前二部》 
４級 
集合　９：５０ 
開始　１０：１０ 
解散　１１：２０頃 

準２級 
集合　１０：３０ 
開始　１１：００ 
解散　１２：４５頃 

２級 
集合　１０：３０ 
開始　１１：００ 
解散　１２：５５頃 

《午後一部》 
５級 
集合　１５：００ 
開始　１５：３０ 
解散　１６：２５頃 

４級 
集合　１５：００ 
開始　１５：３０ 
解散　１６：４０頃 

準２級 
集合　１５：００ 
開始　１５：３０ 
解散　１７：１５頃 

２級 
集合　１５：００ 
開始　１５：３０ 
解散　１７：２５頃 

《午後二部》 
４級 
集合　１６：３０ 
開始　１７：００ 
解散　１８：１５頃 

英検のお知らせ 一次試験：10月1日	土曜日	
場所：Fun	Fun	Kids	After	School	
※集合時間に遅れないようお越しください

野外での食事タイム

川遊びの後はアマゴ掴み！元
気な魚を捕まえろ～！追い込
むKIDSと逃げるアマゴ (^ ^);

川
で
見
つ
け
た

も
の
は
？
)

見事に晴れま
した～～♫

自然の中には生き物が
いっぱい♫ みんな大好き流しそうめん

大活躍の卒業生たち



箕面の広報誌（もみじだより８月号）に以下の記事が掲載されていて、
興味深かったのでご紹介したいと思います。

なぜ興味を持ったかと言いますと、Fun Fun Kids After Schoolの中でここ数年私が感じていたことが数字として出ていたからです。
イベントやキャンプなど、Fun Fun Kids After Schoolではたくさんの経験や体験を組み込んでいます。
ご両親が忙しく、なかなか自然体験をする機会が少ないお子様もいらっしゃいます。
初めて体験することや初めて目にすること、初めて口にするもの…たくさんの初めてをFun Fun Kids After Schoolで体験する子供た
ちがいます。その時の子供達の反応で驚いたことは、やった事がない事、経験したことがない事、食べたことがないものに関して
最初から拒否をする子供達が増えていることです。

例えば、最近の話です。サマースクールでのスイカ割りイベントで、初めて参加した子が言いました。
「やったことないから、やらない！見るだけでいい！」Fun Fun Kids After Schoolのキャンプで「（川魚を見て）これは食べたこ
とないから、食べない！」（アレルギー等ではありません）キャンプの火おこしで、「火は怖いからやらない！」魚の掴みとりで、
「気持ち悪いからやらない！」
私→「やったことないなら、今やってみたら？まずやってからほんとに無理なのか決めたらいい！ちょっとでもチャレンジしてみ
よ！」私達は、初めての挑戦に対しては、背中を押します。
やってみたら、意外にいけた！
やってみたら、楽しかった！
食べてみたら、意外に美味しかった！
食べてみて、やっぱりまずかったけど、少し食べれるようになった！火が怖かったけど、ちょっと使えるようになった！
できる気満々だったけどやってみたら、意外に難しくて思ったようにうまくいかなかった！なんてこともあるあるです。
でも、全て自分でやらなければ、体験しなければ、感じなかった事、分からなかった事です。
やらない！と決めてしまうのは、もったいない！小さな挑戦、チャレンジの先には小さな成功体験があります。
その積み重ねは、非常に大きいです。Fun Fun Kids After Schoolの子供達をみているとそれがよく分かります。
6年生まで、キャンプやイベントなどでたくさんの経験や体験をした子供達は、自信を積み重ね、次の挑戦のパワーに変えていま
す。だからこそ、新しいことへの興味や関心が湧くのだろうと思います。

先日卒業生が、Fun Fun Kids After Schoolに来てまさにこの事！と言うタイムリーな話をしてくれました。
「中学校の授業で、マッチを使う場面があったけど、クラスで3分の1がマッチを使ったことがなくてびっくりした。Fun Fun の
キャンプとかで当たり前に使っていたから使えない人がいることにまず驚いたし、災害時の火の起こし方とか、水の確保の方法と
か知らない人が多かった。自分は、Fun Fun のキャンプとかで自然と身についていたから、良かった。なんでもいろいろ経験はし
とくもんやな！」と言った内容でした。
Fun Fun Kids After Schoolで経験した事が役に立ったと言ってくれて非常に嬉しく思いました。
これからも、Fun Fun Kids After Schoolの子供達に、たくさんの経験や体験を提供しますので、ぜひ、勇気を出してチャレンジして
ください。そして、保護者の皆様も子供達の背中をそっと押してください。
子供達の成長のため、全力でサポートします  
＼＼\\٩( 'ω' )و //／／   

若林尚美



　フットサル（月）植村コーチ

　ダンス（火）　Mai先生

習い事
　ピアノ(月)       まどか先生

まだまだ厳しい暑さが続きますが、蝉の声もなくなり、トンボを見かけるたびに少しずつ秋になってる
んだなと、なかなか訪れない秋の涼しさを待ち遠しく感じています。ピアノクラスは気が早いようです
が、ウィンターフェスティバルの曲の練習を開始しています。今年も生徒さんに好きな曲を選んでもら
いました。とても難しいバージョンに挑戦している生徒さんもいます。成長が楽しみです。

早いものでもう9月！
まだまだ暑さは残りますが、夏も終わろうとしていますね。
みなさん夏休みはいかがでしたでしょうか？
旅行に行ってきたよー！と、楽しげに報告してくれるみんな。
うらやましいなぁ( ´∀｀)
さて、火曜ダンスは着々と振り入れを進めております！
作品内でもパート分けをしたり、いつもとちょっと変わった流れに取り組んでいます。
今月である程度はカタチになるかなと！
みんな箕面祭に向けてがんばるぞー☆

私のひとりごと．．．「心 ・ 技 ・ 体」
スポーツ界でよく使われ耳にすることがある 「心」「技」「体」、、、。　ですが、自分がこどもの頃
はイマイチ、、、* 　分かっているようで 分かっていなかった ように思います。とても大切なので、今
月は私なりに分かりやすく説明させて下さい。
「心」＝情熱を持つ　+ 　何事にも一生懸命（やる気＆勇気）

「技」＝技量を高める　+ 　日々努力（勤勉＆知力/知識）

「体」＝健全な体づくり + 　善い習慣（気力＆体力）
サッカーは手ではなく、足でボールを扱うスポーツ。おそらく失敗/困難が多くを占めるでしょう、試行
錯誤の連続です。当然、一朝一夕で出来るわけがなく、日々こつコツ取り組むこと 磨き上げることが重
要です。
だ　か　ら　～心-技-体の考え方（要素）が重要です。三つ揃って、ひとつの輪になることで、、、
①磨き上げたスキルに自信が持て
②自分の意見を持ちながら思い切った行動が起こせ
③自分/チームの目標達成ができるのだと考えます。
「心」「技」「体」を、深く理解し、自分の成長につなげて欲しいと思います。
アタマ（気力） カラダ（体力） ココロ（精神力）を一緒に鍛えましょう！
ぜひ、積極的なチャレンジ＆トライをよろしくお願い致します。

植村恭平　（080-4700-5681）

仲良しHina★Hina♪



　不⼆誌    昇級審査結果

８月号 

◉毛筆
長谷川　あい　５級
小坂優奈　　　７級
正林　晃　　　３級
相原　翔　　　９級
藤谷　花　　　１級
尾本　結佳子　５段
濱崎　優菜　　８級
小坂彩乃　　　７級

◉硬筆
相原　翔　　　８級
湯川　さくら　８級
松田　彩音　　８級
大畑　奈緒　　１段
池田　美咲　　３級
長谷川　あい　４級
三野　朔昂　　９級
足立　知奈美　２段
小坂　優奈　　７級
正林　晃　　　３級
藤谷　花　　　１級
下柿元　誉　　６段
川田　彩加　　４段
濱崎　優菜　　９級
小坂彩乃　　　８級

９月号 

◉毛筆
湯川　さくら　９級
松田　彩音　　９級
相原　翔　　　８級
濱崎　優菜　　７級
小坂　彩乃　　６級
大畑　奈緒　　２級
池田　美咲　　４級
下柿元　祷　　５級
三野　朔昂　　９級
相原　麗香　　２級

◉硬筆
相原　翔　　　７級　
!写真版掲載！！

湯川　さくら　７級
松田　彩音　　７級
長谷川　あい　３級
三野　朔昂　　８級
小坂　優奈　　６級
濱崎　優菜　　８級
小坂　彩乃　　７級

10月号 

◉毛筆
湯川　さくら　８級
松田　彩音　　８級
相原　翔　　　７級
濱崎　優菜　　６級
小坂　彩乃　　５級
三野　朔昂　　８級
廣澤　杏　　　２級

◉硬筆
相原　翔　　　６級　
湯川　さくら　６級
三野　朔昂　　７級
小坂　優奈　　５級
濱崎　優菜　　７級
小坂　彩乃　　６級

昇級おめでとう!

⬆
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あっと言う間に夏休みが終わりましたねー！
今年の夏休みは、例年以上に早くあっと言う間に終わっ
てしまいました。忙しい中でも、夏休みの課題で書道作
品に取り組んだ子供達が多かったです！よく頑張りまし
た！
入選するといいですね＾＾

　書道（木・金）　尚美先生 より コメント

　空手（水）　やす先生

＜夏合宿＞
８月６、７日に、兵庫県の天橋立に合宿に行ってきました。
何年ぶりかの天橋立でした。
海は綺麗で、風情もあって、プライベートでも
行きたくなる場所でした＾＾

「合宿は辛い、怖い、不安」という子もいるようですが、
実際は、稽古はそこそこで、楽しいことがほとんどです。
辛い、痛い稽古はありません＾＾

今回は、天気にも恵まれ、海水浴・遊覧船・花火と観光を満喫できました！
ホテルも貸切で、食事もおいしく、大浴場も気持ちよかったですね！

合宿では、学校も学年も違う子ども達が一緒の時間を過ごし、上の帯の子は下の子の面倒を見たり、
下の子は、班に迷惑をかけないように班長の言う事をしっかり聞いて自分の事を一生懸命しましたね。
怒られることもありますが、子どもの自立を促すには、こういった親がいない環境で、色んな仲間と共同の時間を
過ごすことはとても重要です。

昇級審査も近いですので、悔いのないようしっかり練習しましょう！

若林泰孝

合宿の様子!


