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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♩

3年ぶりだったファンファンのハロウィンや、学校での校外学習・宿泊行事も終わり、今年も残すところあとひと月と
なりました。来年2023年はどんな年にしたいですか？ファンファンは次の大舞台、ウィンターフェスティバルに向け
てスタートしています。また来年もパワーアップしていきますのでどうぞよろしくお願いいたします(o^^o)

☝ 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

2022年第2回 英検合格者
10月に実施されました英語検定試験には、たくさんの子ども
たちがチャレンジしました。初めて受験した子は緊張した様
子も見られましたが、無事に合格できホッとしましたね(^^)v 
11月には3級以上の二次試験が行われ、3級は中学卒業レベ
ル、準2級は高校中級レベルという難易度にも関わらず、み
んな本当によく頑張りました！素晴らしいです！ 
これからも上を目指してレベルアップしていきましょう♫⤴

5級合格 
S.Mくん　（2年） 

N.Oさん 

Y.Kさん 

S.Wくん　（3年） 

A.Kくん 

K.Sくん　 （4年） 

S.Gくん　 

Y.Hさん　 （5年） 

R.Kくん 

4級合格 
Y.Kさん　 （2年） 

C.Aさん　 （3年） 

A.Hさん　（4年） 

K.Sくん　  

S.Sさん 

M.Sさん 

R.Iさん　 

Y.Hさん　 （5年） 

H.Tくん 

M.Kさん 

H.Kさん 

A.Oさん　（中1）

3級合格 
Y.Kくん　（4年） 

A.Kさん　（6年）

準2級合格 
Y.Kさん　（3年） 

A.Kさん　（4年） 

H.Iさん　 （6年） 

R.Iくん

　　　Fun Fun以外で受験された方へ 

Fun Fun以外の会場で受験・合格された方
も英検割引の適応と、ウィンターフェス
ティバルの表彰がございます。合格証書が
届きましたら、写真に撮ってコミルでお送
りください。 
（原本はお持ち頂かなくて構いません）

Fun Fun の年末年始について 

2022年12月29日(木)～2023年1月3日(火) 
Fun Fun はお休みとなります。 
1月4日(水)より 通常通りです。

Winter Festival 2023 

一年間の集大成！全員参加となりますので予定を空
けておいて頂くようお願いいたします(^^) 

日程：2023年2月19日 日曜日 

場所：箕面市メイプルホール　大ホール



　MONOXER REPORT

記憶度100% 
R&W A：Yui Kazumi 
LME C(want to do)：Yamato Kazumi 
Scholastics 低学年(10月)：Yui Kazumi

学習回数ランキング 

１位：Yamato Kazumi 
２位：Yui Kazumi 
３位：Sousuke Gomoto

記憶度が高かったで賞 
Scholastics 低学年(11月)：Yui Kazumi 
R&W A Class：Yui Kazumi 
LME A Do ②：Yui Kazumi 
LME C (間接疑問文)：Yamato Kazumi

小テストパーフェクト！ 
LME (C)October test：Reo Sato 
3級 英単語：Yamato Kazumi

「モノグサ」学習をした子どもたちは今回の英検試験 5級～準二級の受験者全員合格 
でした!! 週１回コースでレッスンの方はぜひとも『モノグサ』を自宅学習で活用しませんか？ 
今なら月額1000円のみ、初期費用なしでスタートできます。レッスンの復習もできるよ♬

3年ぶりに10月29日(日)に開催できたハローウィーンパーティ！たくさんのご参加で賑わいました。
お手伝いをして頂きました保護者・卒業生の皆さん本当にありがとうございました！(会えて感激) 
10月24日(月)～28日(金)のファンファンは Halloween week! 毎日ゲームやアクティビティをしたり、
仮装をしてお友だちと笑い合ったり、Halloweenスナックを夢中で食べたりと楽しい１週間でした♫

来年も来てね~~

　Halloween Event Report

Halloween game time！お友達
をミイラにしたり、工作やおっきなカボ
チャの重さ当てクイズも楽しみました♫⬅コウモリやお化け 

　 のスナック♫ 
 すっぱいドリンク
を飲んでるのは
誰？？　　　　⬇

♪ロシアンルーレット～

　たくさんのご来場ありがとうございました♫♫ドライバーさんのレアな姿も♪⬆

 人気のゾンビ的当て

今月の 
 ご報告

⬇ハリーポッターコンビ!

  6年生＆Teacher★



　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

最近、劇的に上手くなった選手がいる。 
その子は、ほぼ毎日練習に来る。 
雨の日も休まず、、、常に前向きに練習に取り組み、楽しみ努力している。 

また、最近 ある選手が自主トレ（朝練）をするという。 
その後．．．どうなったかな．．． 
朝は寒いし、暗いし、眠いし、やらない理由はいくらでも見つかる。 
もしもやめてしまっているのであれば残念でしょうがない。 

その自主トレが自発的なものであるのなら、とても素晴らしい。 
次に会う時に 聞いてみよう～ (^^♪ 
さて私事ですが$まず自主トレを言われてからやってしまうのは気が乗らない．．．。 
強制は、自発的ではない。 
自らや自立と真逆。こうなりたいというイメージが無ければ長続きしないだろうし、夢や目標が
無ければ楽しくもないだろう。何より吸収するスピードが違うだろう。 

そういう意味で良い選手の共通点として、 
必ず持っているものは 【自ら】 そして 【勇気】 です。 

では、「自ら」 は分かりやすいですが、「勇気」 は．．．？？ 
続きは次回に！【勇気】ぜひ言葉の意味を調べてみて下さい。(^^)/ 
継続は力なり！今月も コツコツ�どうぞよろしくお願い致します。 

植村恭平　080-4700-5681

日に日に冬らしくなってきましたね。紅葉も終わりに近づいてきました。紅葉の色の
グラデーションを見ていると、絶妙な色のバランスにいつも驚かされます。落ち葉の
上を歩く時もウキウキした楽しい気分になりますね。 
ピアノクラスは引き続き、ウィンターフェスティバルの練習をしています。もう暗譜し
ている生徒さんもいらっしゃいます。ここからレベルをキープして練習続けるのもま
た難しいですが、みんな頑張ってくれると期待しています。

すっかり肌寒くなり、冬到来？な季節になりましたね☆ 
私は普段梅田近辺にいるのですが、箕面に来るたび、さぶっ！ってなります笑 
箕面は空気もおいしくていい場所ですよね～。 

さて、最近の火曜ダンスはウィンターフェスティバルに向けて 
ベーシックの応用、新しいstep。幅広く挑戦しています！ 
12月中旬頃から振り付けに入る予定なので、みなさん各自練習お願いしますねっ！ 
新メンバーなちちゃんもちょっとずつ馴染んできてくれて、これからに期待です！ 
あっという間に今年も終わりそうなので、毎レッスン気合いをいれて挑みましょー！



　不⼆誌 12⽉   昇級審査結果　

昇級おめでとう!

　空手（水） やす先生

　書道（木・金）　尚美先生
毎月届く不二誌がついに１２月号になり、また年末が迫って来たなぁとひとり焦っております。笑 

新メンバーも増えて賑やかになりました＾＾ 
1年生は筆の扱いにも慣れて片付けもだんだん早くなって来ています。 
12月にからウィンターフェスティバルも視野に入れて練習をします。 
ウィンターフェスティバルでは、入り口に展示しますのでお楽しみに＾＾ 

他のお子様と比べるのではなく1年前のお子様の字と比べてください。 
みんな成長しています！冬休みは、書道の課題が学校からでるかも知れませんね。 
ぜひ、Fun Funで取り組みましょう。お手本書きますよ＾＾ 

年末までしっかり頑張っていいお正月を迎えたいですね。

○書道 
相原　翔　　6級 
松田　彩音　6級 
大畑　奈緒　1級 
下柿元　祷　4級 
小坂　優奈　5級

○硬筆 
相原　翔　　4級 
松田　彩音　6級 
濱﨑　優菜　5級

時代の変化に伴う、世代によるさまざまな価値観や多様な考え方を色んな所で感じることがあります。
今までの当たり前は、これからの当たり前とは限らないですし、
当たり前から抜けられない過去人は、いつまでたっても現代の若者達や多様な考え方を理解することはできません。
分かってはいるけど、長年刷り込まれた「常識」は、そう簡単に変えることができないのもまた事実。
過去と現代、どちらが正しいとかではないですし、過去があるからこその今であり、未来であることも事実なわけで
す。
このテーマは大変難しく、簡単に答えが出るものではないでしょう。ただ、このようなテーマに触れる度に感じること
があります。それは、日本の「道（どう）」についてです。
「道」とは、空手道、柔道、書道、茶道、花道などが思いつくと思います。
それぞれの道にさまざまな意味や想い、心があります。以前にも書きましたが、空手にも「道（どう）」がつきます。

では「道」とは、何か。 
それは一言でいうと、「人格完成を目指す」ということです。完成というと大袈裟に感じますが、礼節を尊び、人とし
ての成長を目指すということだと僕は理解しています。空手では「礼」にはじまり「礼」に終わります。「礼」には、
まず相手が存在して今この場があり、相手への尊敬と感謝の心が込められています。 
時代と共に変わるモノもあれば、変わらないモノもあります。 
このような「道」の持つ意味や目的などは、どんな時代が変わっても変わらないモノなのではないでしょうか？ 
人に感謝する、人を思いやる、自分を大事にする、仲間を大事にする、家族を守る・・・・。 
空手に携わることで子どももその親も、強さ以外にこのような大切な「心」に触れることができます。 
これからの不透明で不確実な世の中を生きていくためには、このような道標があるということも大事なのではないかと
思います。 

若林泰孝



Winter School 2022～2023

Autumn Camp 2022
ギリギリまで天気予報を見ながら雨の日プランで決行！11月19日～20日に大東市にある「アクティブ
スクエア大東」へ行ってきました！きれいな施設で思いっきり体を使って楽しみました♫

猪名川農業女子 
さんご協力で 
大きなお芋収穫！

翌朝のお弁当 
作りについて 
会議中の高学年

おしゃれな 
BBQでみん
な大興奮！

FunFunの 
Camp最高！


