
 11/28~12/3 : All Classes→ Review (復習) 　　　　　    
                                         
 12/5~10 :       A Class→ Can Do              
                        B Class→ Must Do
                        C Class→ Was / Were
                    
 12/12~17 :     A Class→ Can Be                 
                        B Class→ Must Be
                        C Class→ Was Doing
　　
 12/19~24 :     A Class→ Must Do
                        B Class→ Should Do　　　                
                        C Class→ Long past / Short Past

 12/26~31 : All Classes→ Review (復習)
                 

　　

12月のレッスン予定

LME (文法レッスン)

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。）

　　　　第19号
発行日：平成28年12月6日

Facebook←マンスリーレター第5号で紹介させて頂いた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

～1日のレッスン内容とレッスン時間～
1日に子供達が受けるレッスンは3クラスあります→① LME(文法)　② Reading/Writing(読み書き)　③ Scholastics(一般教養)
レッス時間は1日16:00-17:15で、25分ごとにA~C各クラスが各レッスンを周ります。
またクラスは現在A~Cの3クラスを設けており、A→Cにつれて上級者クラスになります。

キンダークラスの様子もこちらからご覧頂けます→

（1st week）

（5th week）

（4th week）

（3rd week）

（2nd week）

Reading/Writing (読み書きレッスン)

Scholastics (一般教養レッスン)
12月のテーマ：『 Fingerprints 』『 X’mas 』        

    A Class→ アルファベット / 名前の練習 / フォニックス
    B Class→ 日付 / 曜日 / 名前 / フォニックスを基本とした
                    単語の練習 
　 C Class→ 日付 / 曜日 / 名前 / フォニックス / 
                    リーディング / 文法レッスンにでてきた文を
                    日本語から英文にして書き取る練習

なぜ私達は指紋があるのかな？　
どんな指紋の形のタイプがあるかな？
どのような時に指紋は活用されているかな？

いよいよ今年最後のマンスリーとなりました。FUNFUNも年末年始はお休みに入る為、いくつか大切なお知らせを
させて頂きます。まずFunFunの年末年始のお休みは12/29-1/4となります。

①まだウィンターフェスティバルの参加/不参加のご返信をされていない方はお願い致します。
②1/5、6にご利用をご検討の方は必ず12/28迄にお知らせ下さい。
    又、この日は長期休暇レッスン予定日ではなく、お預かりをメインに、特別レッスンが組み込まれます。
　 スコット先生もお休みとなりますので予めご了承下さい。
③来年度の新しい取組みや、料金システムの変更についてご案内させて頂きます。詳細は3ページ目をご覧下さい。



先月の様子

今後の予定

オータムキャンプ
無事に記念すべき第１回は大成功でした！
子供達は色々なことに積極的にチャレンジしました。驚くほどの成長を見せた子もいて先生達もすごく感動し、
とても実りのあるキャンプとなりました。

テーマ：X’mas
レッスン：欧米文化 • X’mas
お申込締切日：12/7（水）

テーマ：電気（光）
レッスン：X’masライトを楽しもう！
お申込締切日：12/21（水）

12/24 (土)　　クリスマス会（午後）
楽しいイベントを予定しています！
みんなで一緒に盛り上がりましょう★

12/10 (土)　　クッキング

12/24 (土)　　サイエンス（午前）

12/29(木)-1/4(水)　　年末年始休み
冬休み、また1/5,6（木、金）のご利用をご検討の方はお早めにお知らせ下さい。
1/5,6は長期休暇レッスン予定日ではなく、お預かりをメインに、特別レッスンが組み込まれます。
またスコット先生もお休みとなります。予めご了承下さい。

写真は去年の様子。
前回はミニクリスマスケーキに
デコレーションをしましたね(^^
今年は何を作るのかな★

こちらも去年の様子。
光を利用してX’masの
オブジェを作りました

去年はほとんどの子達がサンタになり、
ゲームや、プレゼント交換をしたね！

  トレジャーハンティング
でカレー作りの具材をゲット！

命綱を付けてのアドベンチャー
　みんな勇気をだしました！

飯ごう炊さん

キャンプファイヤーでは
頑張ったこと、楽しかったこと
を皆に伝えてもらいました

  イニシエイティブゲーム
  は皆で協力や工夫をして、
一緒に考えるゲームでしたね

火起こし体験。
その火で焼き芋
つくりました

パン作り

※ キャンプの様子は動画で見れます　https://www.youtube.com/watch?v=FjRTYc3bPq8&t=704s
　  ブログは近々HPからご覧頂けます！

https://www.youtube.com/watch?v=FjRTYc3bPq8&t=704s
https://www.youtube.com/watch?v=FjRTYc3bPq8&t=704s


皆様、今年１年ありがとうございました。
まだ少し早いのですが、今年最後のマンスリーということなので年末のご挨拶も兼ねて、来年度の新しい取組みや
料金システムの変更についてご案内させて頂きます。
まだ、詳細が決まっていない点もありますので、簡略的なご案内になりますが予めご了承下さい。
年内には煮詰めて、年明けに改めてご案内できたらと考えております。

＜新しいクラスのご案内＞
すでにメールでご案内をさせていただいております特別クラス「リーディング＆スピーキング」クラスについて。
このクラスは、「読む」「話す」事に重点を置いた初級向けのクラスです。
対象は２年生以上で、「読む」「話す」に苦手意識を持っていたり、もっと基礎力をアップさせたいというお子様向けの
クラスです。
こちらは申込制となっております。詳しくは別紙をご覧下さい。

もう一つは、すでに一部曜日で開始してます「アドバンスト」クラスです。
こちらは、上級向けのオールイングリッシュレッスンです。
外国人講師と様々なテーマで会話したりしながら、英語でコミニュケーションを取ることを目的にしたクラスです。
こちらも申込制かつスクールの受講認定が必要です。
英語レベルはもちろん、授業態度や学習意欲も重視したクラスですので、先生の判断により受講をお断りする事も
ございます。
ただ、厳しい条件がある分、ご褒美も特別です＾＾

＜アフターキンダー＞
前々からご要望のあった土曜クラスの開講を検討しております。
こちらも既にメールでヒアリングさせていただいておりますが、一定の人数に達すれば開講をしたいと考えております。
興味のある方はぜひお声をお聞かせ下さい。

＜料金システムについて＞
来年度（２０１７年４月）から新しい料金システムに改訂を予定しております。
改訂を予定している内容は下記の通りです。
・レッスンクラス　受講時間及び料金の変更
・レギュラー会員　基本料金の見直し。（学年別での料金設定を検討中）

料金システムについては、皆様がより利用しやすいように考えております。
そのため、年々複雑になりお手数をお掛けすることもあるとは思いますが、ご理解頂きご協力お願い致します。
また、料金システムの改訂に伴い、業務システムの導入も検討しております。
４月～５月頃には運用を開始したいと考えております。
また詳細が決まりましたら改めてご案内させていただきます。

では、来年もますます進化するファンファンキッズをお楽しみに！

Fun Fun Kids After School

スクール長　若林泰孝

年末のご挨拶とお知らせ



習い事の様子

ダンス（火):

書道/硬筆
（木・金):

ダンス（土): どーも！！！       サタデーダンスクラスです！！！
今回サタデーダンスクラス、ダンスコンテストに初めて挑戦します♪
いままで楽しく頑張って踊ってきた成果を、舞台でぶちかまし入賞目指して頑張ります！！！
そしてみんなで、勝利のファンタオレンジで乾杯しましょう！！！     きたる12月3日！！！ 頑張ります！！！

ピアノ（月):

空手 (水): 井上道場　如意谷道場（若林）

ピアノクラスは全員、暗譜の練習を始めています。ウィンターフェスティバルが近づいてきました！
個人差はありますが、みんなそれぞれ目標を持って練習を頑張っています。
アンサンブルも、合わせて弾くのはなかなか難しいのですが、毎週レッスンの時に一緒に練習して、
少しずつ良くなってきました。

とうとう、今年最後の課題に入りました。
1級まで上がった人は、3.6.9.12月の年4回昇段試験を受ける事になります。（別途500円受験料＋手数料が
必要になります。）ちらほら昇段試験を受ける子が増えてきました。
1級からはなかなか上がりにくくなるという事です。でも、上がったときの喜びは大きいです！
また、来年からは良いスタートが切れるようにみんな年末までしっかり頑張りましょうね！
しつこいようですが、日頃から宿題や連絡帳の字を丁寧に書いてください。レッスンに来た時だけ丁寧に書く
子といつも綺麗に書くように努力している子では、小学校の6年間でかなり大きな違いが生まれますよ‼︎
　　　　                              　　　　　           
                                                                  昇級おめでとう！　
                    　　　　 毛筆　　　　　　　　　　　　　　　                      硬筆 
玉置彩音ちゃん (小3) 4級    新開健生くん    (小4) 8級　   高橋海音ちゃん (小1) 2級     間島悠仁くん       (小2) 5級  　
藤谷詠くん　    (小2) 8級　 清水太智くん    (小1) 8級　　田中謙成くん    (小4) 5級     門田奈南佳ちゃん (小4) 5級
村上知駿くん　 (小1) 8級    山本理紗ちゃん (小1) 8級　   玉置彩音ちゃん (小3) 5級     新開健生くん       (小4) 6級
篠塚一花ちゃん (小1) 9級　 乾瑠馬くん　    (小1) 9級　　梅林優花ちゃん (小2) 9級　　
梅林優花ちゃん (小2) 9級　　　　　　　　　　　　　　　　  
                 ※ 12月提出分は昇級試験も兼ねています。次、段に上がる現１級の人は、昇級試験です。                                                          

１１月１９日に東京で開催された「JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会」
当校所属の井上道場からも９名の選手が予選を突破し、本戦大会に出場しました。
全国の予選を勝ち上がってきた選手ばかりなので、１回戦から決勝と言えるレベルの高い試合ばかりでした。
ファンファンからも若林泰輝君が４年生重量で出場しました。体重が６０kgを越えるような選手もいる
過酷なトーナメントの最軽量での出場でした。結果は残念ながら１回戦敗退でしたが、体調不良の中でも
最後まで頑張りました！ 来年はいい結果を出してくれると思います＾＾
他のメンバーも初戦を勝ち抜いていきましたが強豪選手にあと一歩のところで涙を飲む中、
２名の選手が見事入賞しました！

４年生軽量の部　柴林学君　ベスト８！
３年生重量の部　佐川龍希君　優勝！！

井上道場から全日本チャンピオンが生まれました！！
本当におめでとう！

大きな大きな会場で沢山の観覧者が見守る中、とてつもない緊張と恐怖と不安を感じていたと思います。
その中で一人で戦う子供達の姿はとても心打たれるものがあります。そんな中で結果を出した２人は本当に
素晴らしいと思います。残念ながら負けてしまった選手も何かを感じ、得る物があったと思います。
誰でも出来る経験ではありません。
これも保護者や応援してくれる家族や仲間のおかげだと、改めて感謝しないといけません。

年末にはまだ大きな大会がいくつかあります。最後まで頑張りましょう！

こんにちは！12月に突入しましたね。とっても寒くて風邪をひきそうですが、ダンスで吹き飛ばしましょ～☆
前にお伝えしていたクラブステップ鬼ごっこはみんなだいぶ出来るようになってきました。
次は何にしようかな...(笑)
11月最後のレッスンでは、ポッキーダンスことシェアハピも踊りました。学校の友達や、お父さんお母さんに
教えてあげて下さい♬ 　それでは今年もあと少し、楽しんでいきましょう！！☆


