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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 

 二学期が始まり、学校行事も活発に行われていますね♪早いものでもうすぐハロウィーンの時期です。　　　　　
今年は数年ぶりに様々なイベントが復活していますね。ファンファンキッズも３年ぶりにハロウィーンパーティが
決定！10月29日土曜日は、是非お友だちや家族みんなでファンファンへ遊びに来てくださいね！ 
仮装しているお友だちや先生たちにも会えるかも(^^)v

インスタやってます

☝ 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♬ 
名物ちゃんこの朝ごはんもあるよ(^^)v 

　　　　　　　　　　　　　　　　すもうの土俵もあるよ～↓　　 
一年に一度の発表会！今回は、全員揃っての 
フィナーレを計画中です。全員参加となりますので
予定を空けておいて頂くようにお願いします(^^) 
日程：2023年2月19日（日） 

場所：箕面市メイプルホール　大ホール

%  ハロウィーンパーティー %

Winter Festival 2023

英検について
%  合格証書を写真添付してください 
英検の合格証書が届きましたら、写真に撮って
コミルにてお送りください。 
（原本はお持ち頂かなくて構いません） 
お送り頂きました次月より、英検割引が適応さ
れます。お知らせがないと割引になりませんの
でご注意ください。 

%  英検二次試験のある方へ (3級以上) 
二次試験会場は、英語検定協会の指定場所とな
りますので、FunFunでは確認する事ができま
せん。FunFunKidsは会場ではありませんの
で、案内を確認するようにしてください。

いよいよ３年ぶりに開催できることになった 
ファンファンのビッグイベント 
『ハロウィンパーティ！』 
日時：10月29日土曜日　15時～19時 
場所 ：Fun Fun Kids After School 

美味しい屋台や、ゲームもたくさん！！ 
仮装したりおいしいものを食べて、盛大に楽しみましょう～！ 
写真を撮った後は是非フォトコンテストへ応募してね❤

https://instagram.com/funfunkidsafterschool?r=nametag
https://instagram.com/funfunkidsafterschool?r=nametag


　MONOXER REPORT

記憶度NO.1 

Aクラス　LME：Yui Kazumi 
Bクラス　LME：Yuuna Hamazaki 
Cクラス　LME：Yamato Kazumi 
Cクラス　R&W：Yamato Kazumi

学習回数ランキング 

１位：Yamato Kazumi 
２位：Kou Shimomoto 
３位：Hana Kazumi

100％の回答率 

５級 英単語：Sousuke Gomoto 
Scholastics Review②：Kou Shimomoto 
Scholastics Review②(高学年)：Yamato Kazumi 
9月度 R＆W：Yamato Kazumi 
2級 単語例文書き取り でる度A：Hana Kazumi

小テスト100％取れました 

５級 英語（9月）：Sousuke Gomoto 
R&W Past Participle (9月)：Yamato Kazumi 
　　　　　　　　　　　　  ：Reo Sato

この夏スタートしたタブレット学習「モノグサ」の進捗報告です。 
家庭学習をしっかり取り組めているとレッスンの理解度にも繋がっていきます。

秋のおいも収穫 Saturday School’s Cooking Lesson !

↑バターを溶かし
てさつも芋をマッ
シュして••、 
おいもで作った
pumpkin%  
完成！

いながわ農業女子さんより 
頂いたさつまいも！この大きさ！ 
みんなのおやつで 
いただきました !美味しかった～

美味しくって 
思わず 
にっこり！

サタデースクールでは、さつまいもを使ったデザート作り！ハロ
ウィンのお化けやパンプキンで秋の味覚を楽しみました。 
次回は12月17日(土)Xmasクッキングを予定しています♬

おいしい～！

Wow &



　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

やっと暑さが収まってきましたね。毎年涼しくなりブーツやジャケットを着始めるたびに少し嬉しくな
るのは恒例ですが、なんとなく新しいことに挑戦してみたり、新しい曲に取り掛かるいいキッカケに
なる季節だと思います。ピアノクラスはみんな片手ずつなら、最後まで弾けるようになってきました。
これもまた恒例ですが、涼しくなってくるとウィンターフェスまで意外とすぐだなと、ソワソワしてき
ます。このまま順調に練習がすすめばいい演奏ができると思います。

すこーし肌寒くなる日もあったり、徐々に秋らしくなってきましたね！
そしてみなさん、箕面祭本当にお疲れ様でした！
3年ぶりということで、やっと！お披露目できましたね♪
緊張もあったと思いますが、みんなやっぱり本番に強くて、いいダンスしてくれました☆
引き続き、山手公園祭に大本命ウィンターフェス。
ラストの子もいますが、、
火曜ダンスらしく最後まで突き抜けるぞーっ！

サッカーにおけるスキルの一つ「俯瞰」広いフィールドでゴールを目指すスポーツに大切な能力の一つ
に全体を把握するテクニックが必要です。（自分と相手、味方、空いているスペース）

「俯瞰」を身につることで選択肢を広げ、冷静に物事を考えれるようになる、のですが。
日常にも判断/決断する場面が多くあり、今この瞬間も悩みながら生活しています。
身近にある、着るもの、食べるもの、行動、週末の予定から、人生に関わる選択まで、
いつも迫られ（笑）生きています。

では、正しい選択（判断）とは．．．

孟子の言葉にこんな言葉があります。
【良知】＝人が生まれつきもっている判断能力。是・非 や 善・悪を判断するチカラのことです。
（利己的ではなく、利他的な考え方）
サッカーも　『リスペクト-大切に想うこと』　が キーワードです。
自分にとって、みんなにとって、大切なサッカーファミリー。

今月も全力で選手にどんな環境が良いのか。考え、取組みます。そして選択したことに価値を見出
し、
価値を高め、ポジティブにチャレンジしたいと思います！

ご質問、お困りごと、ご相談など、お気軽にご連絡ください。それでは 今月もどうぞよろしくお願い致します。

植村恭平
080-4700-5681



　不⼆誌    昇級審査結果

11月号 

◉毛筆
湯川　さくら　7級 
松田　彩音　　7級 
三野　朔昂　　7級 
小坂　優奈　　6級 
乾　　玲奈　　2級 
濱崎　優菜　　5級 

◉硬筆
相原　翔　　　5級 
湯川　さくら　5級 
大畑　奈緒　　2段 
小坂　優奈　　4級 
正林 晃　　　　2級 
小坂　彩乃　　5級 
三野　朔昂　　6級 
廣澤　杏　　　1段 
長谷川　航　　1段 
乾　玲奈　　　4段 
遠近　天詩　　3段 
濱崎　優菜　　6級

昇級おめでとう!

　空手（水）　　やす先生

　書道（木・金）　尚美先生

少しずつ寒くなってきましたね。 
年々1年が早く過ぎていくような気がします 
(＞人＜;) 
ハロウィンが終わったら、次はウィンター 
フェスティバルの練習が始まりますね！ 
バタバタしますが、頑張りましょう＾＾ 

書道、硬筆は、1年生もすっかり慣れて、 
準備から片付けまでしっかり取り組める 
ようになりました。成長ですね＾＾ 

6年生は、卒業も意識して卒業までに○段にな
る！と目標を立ている子もいます。 
6年生は、人数も多くたくさん一緒に過ごした 
思い出があるので卒業を思うとすでに寂しいで
す。 
Fun Fun Kids After Schoolでの残り僅かな時間
を一緒に楽しく過ごしましょう(((o(*ﾟ▽ﾟ*)o)))♡

先日、夏の昇級審査会が行われました。
結果が出るのは審査後１週間～２週間。
その間、毎日のように審査結果を心配する子ども達。
気持ちはよーく分かります＾＾

審査は強制ではありません。
如意谷道場の中でも受けない子もいますし、
自分のペースで受ける子もいます。
本人が決めた事であれば、どちらでも構いません。
『経験』ということで言えば、受験してほしいなと僕
も思います。
「受ける」と決める勇気、
「受かりたい」と取り組む日々のプロセス
そして「結果」
結果はどちらでもいいと思います。
大事なのは、その結果までの道のりです。
努力したけど不合格になったのと、
努力もせずに不合格になったのでは大きな違いです。

子どもには特にこの『経験』がとても大事だと思いま
す。

ファンファンでは、常に『チャレンジ』することを応援
しています。
また『失敗』も大いに讃えます。
チャレンジした人だけが味わえるのが、『失敗』です。

ファンファンの子供達がこれからたくさんの『失敗』
を乗り越えられるような
ポジティブで心の強い人間になってほしいと考えていま
す。

僕たち大人（親）は、子ども達の大事な『失敗』を取
り上げないように気をつけたいですね。

そして、とても嬉しいニュースです！
如意谷道場初の茶帯の誕生です！！
そして、先日の試合では初優勝！！
本当におめでとう！HINATA！！


