
(一般教養クラス)

　　

LME (文法クラス)

(読み書きクラス)

●  『ひな祭り』をテーマに日本文化に触れます．
　　ひな人形って英語で何て言うの？　
　　三人官女が持っているものは？　
●　　　今までレッスンで習った単語を復習しよう！　
　　どれぐらい覚えているかな？

1年間の総復習を行います．
４月から新学年。
Fun Fun でも新しいクラスに進級出来るように、現ク
ラスでしっかり復習します。特に春休みは弱点を克服し
たり、遅れている部分を補ったり出来るチャンス！

１年間の総復習。各クラスの目標を達成して新学期を
迎えられるよう頑張りましょう！
       A Class→    アルファベット（大文字、小文字）、
　　　　　　　      自分の名前が書ける。
                          基本的なアップル、黄色バナナが書ける。
　　　　　　　     フォニックスを覚える。
         B Class→   アルファベットが書ける
　　　　　　　     フォニックスを使って簡単な単語が読める、
　　　　　　    　 書ける。単文が読める。　　　　　
    C, D Class→    学習したフォニックス、単語を使って
　　　　　　 　    短い文章（お話）を読み、問いに答える。 
　　　　　　 　    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。

早いもので学年最後の月となりました。　昨年入って来たお友達もすっかりFun Funに慣れ、色々な事にチャレンジする姿
が見られます。新学年を迎えるにあたり、この３月、Fun Fun では１年間の総復習、進級へのチャレンジの月としていま
す。春休み等を利用し、弱点の克服をはじめ、クラスに遅れがちなお子様の補習だけでなく、各イベントを通して創造性、
協力性、リーダーシップの育成にも力を入れていきたいと思いますので、奮ってご参加下さい。

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21号
発行日：平成29年2月27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。

Reading/Writing

キンダークラスの様子もこちらからご覧頂けます→

３月のレッスン

Scholastics

3月の主な予定

3/4(土)　海遊館お泊まりイベント
3/5(日） 　みんなの熱い思いが伝わって当選した
              　　 スペシャルイベント！
　　　　　　　閉館後の静まりかえった夜の海遊館を
              　 　探検気分で見学。
　　　　　　　非日常の体験を通して、自然や生命に対する
              　 　知的好奇心を育みます。
　　　　　　　
3/11(土)　キンダー体験会（ 13:30~15:00 ）　　
　　　　  　今年キンダーのクラスへご入会のご検討を
　　　　　　　されている保護者様へ必見です！　　　　 
　　　　　　　お子様に実際キンダーの模擬レッスンを体験
　　　　　　　していただき、、お子様の様子をご覧頂けま
　　　　　　　す。その他ご質問、ご相談等も承ります。

3/24(金)　終業式
3/25(土)　春休み開始
　　　　　 サイエンスプログラム　
                 テーマ　『　人間の体 五感　』 
　　　　　　　　目が見えなかったら？
　　　　　　　　匂いがわからなかったら？　
　　　　　　　　色々な実験を通して体験しよう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　

　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　春休み期間中の１日のスケジュール
時間 内容

入室～ 9:45 宿題・自主学習・フリータイム

10:00~10:20 ウェルカムレッスン（　挨拶・天気・日付・短い会話）

10:20~11:00 ボキャブラリードリル

11:00~12:15
各クラスに分かれてレッスン　
今まで習った文法、単語を使って実践的な会話やロールプレイ
に挑戦！
レッスンとレッスンの間には先生と英語を使って遊びます。

12:15~13:30 昼食　・　フリータイム

13:30~15:00 お楽しみイベント＆スナックタイム

15:00~16:00 宿題・映画（英語）・ボードゲーム・クラフトなど

16:00~17:15
各クラスに分かれてレッスン( 1年間の復習、新クラス準備）
LME   Writing& Reading  Scholastics 
レッスンとレッスンの間には先生と英語を使って遊びます。

17:15~  アニマルケア　・　清掃

17:30~ フリータイム
what



お知らせ

４月８日（土）は『ウェルカム　パーティー』を予定しております。
現アフタースクールの子供たちは午前中より飾り付け、軽食作りなどパーティの準備をし、
午後からは新しいお友達を迎えて、ビュッフェスタイルの会食や英語あそびで楽しい時間を過ごしたいと思います。
ぜひご参加ください。

Fun Fun Winter Fest. 
2017

Yukie（福田幸映) 
アフターキンダー担当

Romi（中江路実 ）
アフタースクール担当
事務全般 

私事ではございますがこのたび４月に結婚を迎えることとなりました。
それに伴い大阪を離れることになり、誠に残念なことではございますが、3月をもって退職する
ことになりました。
FunFunと出逢い、そしてFunFunキッズと過ごせるとても充実した日々から離れることはとても
苦渋な選択となり、大阪に残りたい気持ちでいっぱいでしたが、やむを得なくこのような決断を
させて頂きました。
私はFunFunで主にアフタースクールのScholasticsのクラスを担当し、事務や特別クラス（アド
バンス、リーディング、英検クラスなど）に関してのメールのやりとりを保護者様とさせて頂き
ました。　今後につきましては、レッスンをTomooko先生に、事務関係を主にNaomi先生、
Tomoko先生に引き継ぎさせて頂きます。
また保護者様からの連絡事項、メールでのご連絡は今迄どおり、スクール長はじめ他のスタッフ
もしっかり共有、管理させて頂きますので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
日々FunFunに帰ってくる子供達の口から、その日学校であったこと、週末のお話など聞けた
り、時には友達のようにはしゃぎ合ったり、時には姉の存在のように宿題を教えたり、
叱ったり•••　そんな毎日がとても楽しかったです。
また大阪に来た際に、更に成長している子供達の姿を見られる事を今からとてもとっても楽しみ
にしています！　本当にありがとうございました。

短い間でしたが、ここFunFunKidsで過ごした日々は私にとって貴重なものとなりました。
子供達とともに成長した気がします。ありがとうございました！

いつも明るく優しく、子供達に細かく気を配ってこられたRomi先生。先生として、時に母親の気持ちで子供達に接
してこられたYukie先生。２名がこの３月をもって退職する事となりました。

講師退職のお知らせ

２月１１日（土）に開催されたFun Fun Winter Fest 2017. 
沢山の方のご来場、ご支援、ご声援、誠にありがとうございました。
インフルエンザの流行でなかなかFun Fun にくる事が出来なかった子供達も多い中、
当日、不安、緊張にも負けず、頑張って舞台に立つ事が出来ました。
また来年、子供達の更なる成長を皆様にご覧頂けるよう、スタッフ一同、子供達と共に励んでいきたいと思います。



２月の習い事（　ウィンターフェスティバルの感想　）

ウィンターフェスティバルではみんなとても上手に演奏することが出来ました。本当に嬉しく思います。
またこの経験を生かして、どんどんステップアップしてくれることと、大変期待しています。

ダンス（火): 発表会お疲れ様でした！
まず、ファンファンの発表会はすごく暖かくて、頑張り屋さんの多いスクールだなぁと感じました☻☆
私にとってはみんなとの初舞台でしたが、とても素敵な1日になりました。
ダンスではみんながいつも以上の頑張りを見せてくれたし、発表会としては私が知らない一面を見られ、
収穫がたくさんです。
これからもたくさんのイベントや舞台を通して、成長していけたらなと思います☆
ありがとうございました♬

ピアノ（月):

空手 (水):

ウィンターフェスティバルでは、子供達が緊張しながらも今まで練習してきた成果を発表しました。
皆様からの大きな拍手は子供達の更なる目標、成長を促した事と思います．
発表当日だけでなく、頑張ってきた練習の日々全てに拍手です。

井上道場　如意谷道場（若林）

（下記のコメントは２月中旬に頂いたものです。）

ウィンターフェスティバルでは、２０名程で演武をしました。
初めて演武を経験する子も何人かいて、緊張が伝わりました＾＾
あの大舞台に立つだけでも緊張すると思います。
その中でみんな立派に演じていましたね。

組手が始まったお子さんも何人かいます。
初めは先輩も受けてくれるだけなので楽しさだけだと思いますが、慣れてくれば少しづ
つ打たれる事も増えてきます。
もちろん痛みが伴いますので、ここで嫌になってしまう子もいます。
ですが、その痛みを知ることも空手をする上でとても大事な事です。
自分で痛みを経験する事で、人の痛みが分かります。
痛みを知る事で人を傷つける事は大変な事だと気付くでしょう。

ですのでこの痛みの怖さから逃げないで乗り越えてほしいと思います。
家で愚痴をこぼす事も増えるかもしれません。
そんな時は子供の恐怖や不安を受け止めてあげて下さい。
親が理解してくれたと分かれば、またもう少し頑張ってみようと思うはずです。
しかし、それでも組手はしたくないというかもしれません。
その時は無理をせず下がっていても構いません。
稽古にさえくれば師範含め、乗り越えてきた仲間達が優しくフォローしてくれます。
師範にも気軽に相談してみて下さい。

何よりも大事な事は「継続する事」。

一緒に一段一段登って行きましょう＾＾



２月の習い事（２）

書道/硬筆（金):

ダンス（土):

ウィンターフェスティバルも終わってやれやれですね！1月はウィンターフェスティバルと競書の
課題とで急かしながら指導したので、ようやくもとのペースに戻れます！
3月からは次学年の課題となりぐっと難しくなりますよ！
めげずに頑張ってくださいね！

門田奈南花  ６級    梅林 優花  ７級
藤谷  詠   ６級　　 乾 瑠馬  ７級　
村上 知駿  ６級　   篠塚  一花  ７級（写真版）
清水 太智  ６級
山本理紗  ６級

梅林  季未  １級            塩野入 友佑  ５級
井出 凛々子  １級         山本 理紗  5級
門田  奈南花  ４級        梅林  優花 7級

篠塚  一花 ちゃん（小１）
３月号の不二誌写真版に
掲載されました！

おめで
とう！

昇級おめでとう！毛筆 硬筆

サタデーダンスクラスです♪
発表会もノリノリダンスで大成功に終わり、これからスキルアップのため、さらに難しい技やステップにチャレ
ンジしていこうと思います！！！
みんなのダンスがいい空気になってきたので、ここでバシッとグルグル回れるようにレッツ ゴーーー！！！

ウィンターフェスティバルにて
会場正面ホールに
尚美先生がみんなの力作を
展示しています。
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