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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♩

　あっという間に年が明け、三学期が始まりましたね。２ヶ月後には卒業してしまう6年生たち、小学校生活最後
の２ヶ月間となります。ファンファンみんなで、充実した時間を過ごしていきたいと思います。 
ウィンターフェスティバルも目前となり、毎日一生懸命、練習に励んでいる子どもたちです。

☝ 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 MVP受賞者❗  

Autumn Campで素晴らしい活躍をしてくれた三人へ
MVP賞% そして、一年生ながらたくさんの事に挑戦
した匠くんへは、チャレンジャー賞を贈りました。 

受賞おめでとう！！

Winter Festival 2023 
一年間の集大成！いよいよ迫ってまいりました。 
一年生は初めてのファンファン発表会、ドキドキするけど 
練習をがんばっているみんなはきっと大丈夫(^^)v 
保護者の皆さまは、日頃からのお子様の頑張りを温かく 
見届けてあげてください。 

日程：2023年2月19日 日曜日 

時間：年長＆1年生 （9:30集合） 
　　　2年生以上　 （12:30集合） 

 場所：箕面市メイプルホール　大ホール

※ 英検に合格された方
は、ウィンターフェス
ティバルにて表彰いた
しますので、ご連絡を
頂きますようよろしく
お願いいたします。

MVP ⭐ Hinataちゃん（６年生）→公園などでは、
FunFun以外の子達にもとても親切で、周りをよく見て
行動できていたのはさすがでした。 

MVP⭐ Ayaka.Kちゃん（６年生）→お弁当作りのミー
ティングでは脱線しがちなメンバーの話をしっかりと
まとめ、計画を立て、翌日のスムーズな調理実習に繋
げていました。 

MVP⭐　Koshiくん（５年生）→学年を問わず誰にでも
親切で困っている子がいたら声をかけてあげられる。
ありがとうと言う感謝の言葉をどんな小さなことにも
言ってくれる。 

⭐チャレンジャー賞Takumi.W くん→初めてのファン
ファンのキャンプ参加でしたが全て積極的に取り組
み、全力で楽しんでいたので１００点です＾＾



　MONOXER REPORT

記憶度100% 
LME：Yui Kazumi 
　　  : Yamato Kazumi 
        : Yuuna Hamasaki 
R&W : Yui Kazumi 
Scholastics：Ayana Hamasaki 
英検：Ayana Hamasaki 
　　：Sousuke Gomoto

学習回数ランキング 
《11月度》 

１位：Yui Kazumi（90回） 
２位：Ayana Hamasaki（28回） 
３位：Sousuke Gomoto（18回） 

《12月度》 
１位：Yamato Kazumi（113回） 
２位：Yui Kazumi（109回） 
３位：Sousuke Gomoto（57回） 

小テストパーフェクト！ 
R&W : Kaito Imaoka 
英検：Yui Kazumi 
Scholastics：Yui Kazumi 

「モノグサ」学習をしている子どもたちは学習の定着がとても良く、レッスン内容の
復習もできるため「わからない」がそのままになりません。 
特に週１回コースの方は、ぜひとも『モノグサ』を活用してみてください♬ 

Winter Festival 2023

11～12月の 
  ご報告

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 
時間：　◆ 年長＆1年生 （9:30集合） 
　　　　　開場10:20   開演10:30   終演11:30 

　　　　◆ 2年生以上　 （12:30集合） 
　　　　　開場14:20   開演14:30   終演17:00頃予定 
当日は、集合後にすぐリハーサルを行います。 
全員集まっての練習は、本番当日が初めてとなり大切な時間です。 
集合時間は厳守していただく様よろしくお願いいたします。

練習☆頑張っています！



Winter School 2022 ~ 2023

Saturday School

日々よく頑張っています！

仲良しメンバーで(^-^)v

ペーパー雪合戦！

 ⬅　 
ご馳走 
  ♫♪

英語でフルーツバスケット～～✌

Cooking♪ 英みくじ♪ 
大吉は出たかな？

So yummy♪

 ゲストのキッズモアさんを 
迎えて、恒例餅つき大会！！

Active games♪

正月飾り♪

Holiday snacks♪



新年明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。 

コロナが始まって早３年が経ちました。FunFunKidsAfterSchoolも厳しい３年間でした。 
サマーキャンプやオータムキャンプなど徐々にイベントもできるようになってまいりましたが、今も影響は続いております。祖父母と
生活を共にしておられ、ご家族の安全のためオンラインのレッスンに切り替えた方、ご両親のテレワークが続いていて教室でのレッス
ンからオンラインのレッスンに切り替えられた方、習い事自体を控えている方、様々なご事情でまだまだコロナ前のようにレッスンに
来られない方も多くいらっしゃいます。 
一方、医療関係者のお子様に関しては、ご両親がますます忙しくなり、利用頻度や利用時間が長くなりました。 
こういった状況に加え、学級閉鎖や休校もたび重なり、同クラス内でのレベルのバラツキも大きくなって , 
英語の授業も以前のスピードでは進めることが出来ず、子供達の様子を見ながらカリキュラムのスピードもグッと落としてレッスンを
進行してきました。 

しかし、同クラス内でのレベル差の開きは非常に大きく、現在のクラス編成では一人一人のニーズとレベルに合わせたレッスンをする
のは限界だと判断し、クラス編成やレッスン時間などを見直し、４月から新しいクラス編成でレッスンを実施することにいたしまし
た。基礎がしっかり身についたレベルが高いお子様に関しましては、オールイングリッシュクラスでスピーキング力、コミュニケー
ション力を高めていただきます。基礎が身についていないお子様については基礎をゆっくりじっくり学んでいただけるようにカリキュ
ラム進行のスピードも調整しています。 
ビギナークラスが常時開設されますので、レッスンプランで習い事として英語のみで通われるお子様も以前よりレッスンを受けやすく
なります。レッスンについていけなくてしんどい・・・と言った状況も回避されるかと思います。 

また、現在週１回～２回ご利用のお子様が多く、英語の定着が課題となっておりますことから、利用回数の少ないお子様には、 
モノグサアプリを校内でも活用し、定着の向上を目指します。 
英検につきましては、今まで英検の内容を授業の中に入れておりましたが、現状のまま以前と同様の内容でレッスンを実施すると、お
子様にも無理が生じると判断し、今後は少し英検の内容を減らして調整いたします。 
その代わりに平日の夜間、土曜日に英検対策講座を設けたり、オンライン授業の充実で個別に対応していきたいと思います。また、弊
社におきましては、ご利用者さまのご期待に沿うべく、原油価格が高騰しているなか現在まで送迎費用は値上げをせず、ディーラーに
よる定期点検、整備も続けて参りましたが、原油価格高騰に加え整備点検費用もかなり値上がりしており、現状価格を維持するのが困
難となりました。お子様を安全に送迎するために定期的な点検整備は引き続き欠かせないと思っております。その他、教材、イベント
の材料の値上げ、利用施設の値上げ、電気量の値上げもあり、現在の価格設定では運営が困難となっております。 
各ご家庭にも、値上げの影響があり大変心苦しいのですが４月よりやむなく一部値上げとなってしまいます。 
現在、補助金を利用して、食品事業部（FunFunKitchen）の運営を拡大し、多方面からのアフタースクールのサポートも試みていま
す。厳しい状況ではありますが、今後も一層のサービス向上に努めてまいります所存ですので何卒諸般の事情をご賢察いただき、ご理
解いただきますようお願いいたします。 

クラス編成、スクールガイド、価格変更に関しましては資料が出来上がり次第発行予定です。 
もうしばらくお待ちください。 

代表　若林尚美 
スクール長　若林泰孝 ＜値上げ予定項目＞

・送迎料金
・食事代
・時間外延長料金
・イベント参加費
・ウィンターフェスティバル協力金
・事務管理費（コミルエアーの導入）
コミルにてオンラインレッスンを徐々に開始します。→zoomの入室トラブルが多い為。
・年会費
・コース変更手数料

＜値下げ予定項目＞
・レッスンプラン



　フットサル（月）植村コーチ

習い事
　ピアノ(月)       まどか先生

2023年もどうぞよろしくお願い致します！
新年早々とても良い天気で心も温かくなり、
朗らかに過ごすことができ、練習はお休みでしたがサッカーファミリーを想い、
見えない「心」を交わすことができたように感じています。
2023年も選手の成長を引き続きサポートさせてください。
さて、今年も実りの多き一年にする為に私事ですが大切にしていることを選手へも伝えたいと思い
ます。
・悪いことがあった時、真摯に受け止め、それには意義があり、心を引き締め、
それら懸命に取り組む。
・良いことがあった時、どんなチャレンジをしたのかを振り返りこれまでの努力を確認、
新たなﾁｬﾚﾝｼﾞへ。
重要なことは　『気づく』 『感じる』 ことです。
そして、それを掴み取る為の 努力とﾁｬﾚﾝｼﾞ が必要だと思います。
今年一年、ポジティブに自分に期待し、目標へ向かい努力を続けましょう！

最近、ある選手をみて感じたことがあります。
その選手は、挨拶も小さく、また言葉もキツく、仲間（コーチ）へも同様な態度でおりました。
昨年（11月末頃だったかなぁ）何気ない仲間への言葉のことで、私はその選手を怒り、叱りまし
た。
『大切に想うこと、リスペクト』を伝えました。
翌週からその選手は、変わりました！
素晴らしい挨拶、仲間、コーチ、物を大切にしてくれるようになったように感じました。
変わったのはプレーも。懸命にボールを追いかけ、仲間へ絶妙なパス、更に得意なドリブルから丁
寧にﾌｨﾆｯｼｭ！
そこでこんな言葉がピッタリかなぁ、と。
「心が変われば 行動 が変わる、行動が変われば 習慣 が変わる、習慣が変われば 人格 が変わる
　人格が変われば 運命 が変わる」　アメリカの心理学者 ウィリアム・ジェームズの言葉です。
心→行動→習慣→人格→運命と、人生までも変えていけるでしょう。
まだまだムラがありますが、そんな風に成長し人生を豊かにしてくれたら嬉しいです。
2023年、皆様と共に良い一年にしたい、心から思っています。　 どうぞよろしくお願い致します。

植村 恭平　080-4700-5681

すっかり冬らしくなりましたね。あっという間にお正月も終わり、ウインター
フェスもいよいよ近づいてきました。

ピアノクラスは発表に向けて順調に練習を続けています。後は細かいところの修
正と、本番に緊張しないよう、入場やお辞儀もセットで練習しています。なるべ
く緊張して固まってしないように工夫して指導をしています。



　不⼆誌 12⽉   昇級審査結果　

昇級おめでとう!

　書道（木・金）　尚美先生

○書道 
湯川さくら   5級 
大畑　奈緒　１段 
下柿元　祷　３級 
長谷川　あい　４級 
足立　知奈美　１段 
乾　玲奈　　１級 
濱﨑　絢菜　１段 
下柿元　誉　２段 
川田　彩加　１段 
濱﨑　優菜　３級 
小坂　彩乃　４級

○硬筆 
重永　壱花　９級 
相原　翔　　３級 
松田　彩音　５級 
長谷川　あい２級 
相原　麗香　１段 
足立　知奈美　３段 
小坂　優奈　３級 
川田　彩加　５段

　ダンス（火）　Mai先生

明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。

年が明けたらウィンターフェスティバル！と
いうことで、ウィンターフェスティバルの作品
と昇級審査の作品同時進行です！！
１年生は１年間で驚くほど上手になりましたー
＾＾
ウィンターフェスでは、他のお子様とは比べず
に昨年のお子様の字と比べてください。
必ずみんな成長しています。楽しみにしていて
くださいね。
６年生、人数が多い学年で、一緒に過ごした時
間も多く思い出もいっぱいで、卒業が迫ってき
て寂しい気持ちになります。
卒業までにあと１回昇段試験が残っています。
最後、昇段して卒業してください＾＾Yちゃん
は史上最高の８段なるか！！こちらも楽し
み！！
ウィンターフェスティバルは習い事のMVPの発
表もあります。お楽しみにー！

大阪もついに雪が降りましたね！
箕面はほんとに寒くて毎週びっくりしています！
急に冷え込んできたのでみなさま体調には気をつけてくださ
いね！

さて、ウインターフェスティバルまで残り一ヶ月を切りまし
た！着々と進んでおりますよぉ♪
みんなの練習の成果が、毎レッスンひしひしと伝わってきて
嬉しいです!
この調子で駆け抜けて今年も一年の集大成、盛り上がりま
しょうー！


