
(一般教養クラス)

　　

5/13(土)  箕面の滝ハイキング
　　　　　　          　 

5/2７(土)  サイエンスプログラム　　
　　　　  　テーマ　『空気 』 
　　　　　　　　空気を使った楽しい実験を行います。
　　　　　　　　目には見えない空気の力は？

最初はドキドキ不安だった新会員のお友達も徐々にFun Fun の生活に慣れ、今では上級生のお兄さん、お姉さんに負
けないぐらい賑やかな毎日を送っています。新しいお友達も出来、先生との会話も少しずつ増えて来た様子。
上級生の子ども達も下級生の面倒を見たり、教えたりと去年よりも成長した姿が見られスタッフも喜びを感じてます。
さあこれからもいろいろなことにチャレンジしていきましょう！

　　　　第23号
発行日：平成29年４月２７日

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←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

キンダークラスの様子もこちらからご覧頂けます→

5月の主な予定
　　　　　Fun Fun　Tシャツ販売について
日頃の公園（土曜日、長期休暇中）、ハイキング、キャンプなどの
校外活動や、奉仕活動、発表会等のイベントでは当校の黄色の
Fun Fun Tシャツを着用しています。その都度有料にて貸出して
おりますが　( １回２００円　税別　）、販売もしておりますので
ご希望の方はスタッフまで。
（　サイズ　１３０cm、１５０cm　各　2,500円（税別））

おしらせ

新スタッフ紹介！
Tomoko Ito 先生（バイリンガル講師）

ドレッシング販売中！
Fun Fun ランチでおなじみの手作りドレッシング。
野菜嫌いの子供たちが野菜を食べるようになったと
喜びの声をたくさんいただいております。
ご要望にお応えし、販売もおこなっております！
ファンファン特製、無添加の手作り魔法のドレッシング。
ゴマ＆玉ねぎドレッシング
人参＆玉ねぎドレッシング　　各１本　通常４５０円
　　　　　　　Fun Fun 会員特別価格４００円(税込）

毎年恒例の箕面の滝へハイキングです。
１０時３０分出発の１５時３０分帰校の予定です。
※午前だけ、午後だけのご利用はできません。
１日利用の方はいつも通りの利用で大丈夫です
（早朝延長等も可）。

多くの方のご参加ありがとうございました！
４月８日、新会員の子供達、その保護者様を迎えての
ウェルカムパーティを行いました。
1つお兄さん、お姉さんになった子供たちが
掃除、飾り付け、食事の準備など行い、新しいお友達を迎え
ました。
最初ドキドキしていたお友達も、ゲーム大会では上級生と
一緒に大盛り上がり！　楽しい時間を過ごしました。

大好きな子どもと英語に囲まれて、
私自身すごく楽しんで日々Fun Funで
過ごしています。
子どもたちが笑顔で何よりもまず
「楽しむ」ことを大切にしながら、
英語を身につけていけるよう、
全力でサポートさせて頂きます！

６月からは新しく女性の外国人講師が加わります。
子供が大好きで経験豊富な明るい先生です。
英語に初めてふれた新会員の子供さんもFun Fun に、
英語に慣れた頃。さあ本格的に英語生活スタート！

前

後

海外での異文化経験も多くされ、英語だけでなくフランス語も
得意なマルチリンガルな先生です！
難民支援、途上国の子ども支援等のボランティア活動にも力を
注がれているバイタリティのある先生です。

Sasa先生 （外国人講師）

Hey I am Sasa from Botswana. I love 
working with kids because their curiosity 
and love is so pure. I like working here 
at FunFun kids because they make 
learning English so much FUN!

さらに！

ボツアナ出身のササ先生は子どもが大好き、教える
事が大好きな笑顔が素敵な優しい先生です。



サタデーサイエンス　（テーマは磁石）
１、２年生色々なものに磁石を近づけてみま
した。意外なものがくっつきましたね！！
３年生以上では色々な液体、個体に入った釘
に磁石を近づけてみました。さて磁石の力は
物体を通り抜けるのか？？
また、磁石を使った工作も楽しみました。

～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。
（本来は16：15～17：15、　20分ごと計60分のレッスンでしたが、スタッフの熱意により只今、
各クラス５分延長サービスで行っております。）
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。

4月の様子

たくさんの新しいお友達を迎えての春休み、とても
賑やかでしたね。
色々なイベントもありました。
様々な場面で上級生が下級生に教えてあげたり、
助けてあげている様子をよく目にしました。

       A Class→   Fun Fun で毎日使う英語を習おう。
                          ( 挨拶、～してもいい？　など。）
　　　　　　　  　自己紹介をしよう。
　　　　　　　　  毎日何するの？（簡単な動詞を使って）
　　　　　　　　  単語：人、家族、学用品
                  　　　　　
         B Class→   単語：　家族、職業、学校生活
                          毎日の習慣、休みの日の出来事を話す。
　　　　　　　　  プレゼンテーション；”春のいきもの”
　　　　　　　
　　   C, D Class→  人々（国）、職業、学校生活
　　　　　　　　　　世界地図を見ながら話し合う。
　　　　　　　　　　学校生活について話す。質問する。
　　　　　　　　　　プレゼンテーション：  ”虹”
　　　　　　　　　　

　　　　　　     　

A Class→  フォニックス( 発音）　A~M復習　O~U
　　　　　 アルファベット書き方   A~M復習。O~U
                  
B Class→   アルファベット( 大文字、小文字）復習 
　　　　　　フォニックス（-it,-ig,-in,-ickのつく単語)　
                 基本のアップル、バナナ、わさび（LMEより）　　　　　　　　　
C, D Class→   フォニックス（-it,-ig,-in,-ickのつく単語)
　　　　　　　短いストーリーを読み、質問に答えて
　　　　　　　英文を作る
　　　　　　　動詞（現在形、過去形、過去分詞形）
　　　　　　       

A Class→  簡単な動詞を使って命令形を練習。
　　　　　 アップル（人称代名詞）わさび（疑問詞）導入。
　　　　 　未来を表すバナナwill, 過去を表すdid 導入。
B Class→  was, were ( ~ でした）
　　　　　 was, were doing ( ~ しているところだった）
                might do ~（~するかもしれない）
　　　　　 might be ~ ( ~ であるかもしれない）　　　　　　　
C, D Class→   不定（to do ) 復習、　受動態の導入

Reading/Writing (読み書きクラス)

5月のレッスン

(文法クラス)LME Scholastics (教養クラス)

春休み、
お楽しみイベント！

レッスン

アニマルケア

発見の天才たちです



3月の習い事

ダンス（火):

ピアノ（月):

空手 (水): 井上道場　如意谷道場（若林）
４月から新入会や体験で賑やかにスタートしています＾＾
今年は新規入会が６名！
しかも女子が半分以上という華やかさ♪

しっかり落ち着いて稽古ができるまでは少し時間が掛かりそうですが＾＾；
まずは「挨拶をする」「人の話しを聞く」「メリハリをつける」事を重点的に
指導しながら、空手の楽しさも体感していってもらいたいと思います。

５月は井上道場主催の大会があります。
初心（試合未経験者）～上級のチャンピオンカップ予選クラスまで、幅広いレ
ベルの子供達が出場します。
如意谷道場かも数名出場します！

体験は随時受付しておりますので、お気軽にお問い合せ下さい。

４月の習い事（１）

ピアノクラスには新年度から一年生の生徒さんが加わりました。楽しくレッスンできるように、
それぞれの生徒さんのペースや、曲の好みなどに合わせた教材を選びます。
ウインターフェスティバルにはどんな曲が弾けるかな？と今から楽しみです。

4月からカレン、ヒナタ、サキ、マナ、の4人がNewメンバーとして加わりました！
全員で8人となり、前以上にワイワイガヤガヤとレッスンしております☆
そして8人でのチームとして動いていくために、リーダーをサナ、サブリーダーをミハナにお願
いしました☆
やりたい！という気持ちを優先に、みんなには色んな経験をしてほしいです♬
ではでは、素敵なGWを☆



3月の習い事

新一年生は硬筆からスタートしました。
集中力がつくまでは硬筆のみの練習となります。書道開始の時期は、各個人を見て判断して決め
て行きます。
少なくとも半年間は硬筆のみの指導とさせていただきますのでよろしくお願いします。
新１年生の中にはすでにひらがなを書けるお子様がたくさんいますが、書き順や鉛筆の持ち方が
めちゃくちゃなお子様もたくさんいました。
レッスンの中でも指導は致しますが、すでに身についてしまっているとなかなか直すのに時間が
かかってしまうので、ご自宅でも学校のひらがなの宿題等で書き順をチェックして頂けたらと
思います。
鉛筆の持ち方が正しくないお子様には最初にこの鉛筆をお勧めしています。
宜しかったら参考にしてください。

２年生以上の先輩たちの中には、今月はスランプを乗り越え
昇給・昇段した子たちがたくさんいました！
おめでとう！！よく頑張りました！！
書道・硬筆は継続すれば必ず伸びます！！　この調子で頑張りましょう。
※４月上旬の昇給・昇段試験は協会への進級の事務手続きの都合上
受けておりません。ご了承ください。

ダンス（土)：

書道 (木)(金);

書道 硬筆

昇級おめでとう！

井尻 京二　初段
新開 健生　６級
門田 奈南花　４級
内田 二宮御　９級
大橋 和佳　２級
尾本 昌大　３級
浦島 実花　１級
松浦 美凪  1級

梅林 優花　５級
藤谷 詠　　　５級
塩野入 友佑　８級
篠塚 一花　５級
村上 知駿　４級
清水 太智　４級
山本 理紗　４級

梅林 季未　初段
田中 謙成　　４級
門田 奈南花　３級
内田 二宮御　８級
奥田 満奈美　３級
玉置 彩音　２級
浦島 実花　２級
梅林 優花　５級

藤谷 詠　５級
篠塚 一花　６級
村上 知駿　６級
尾本 結佳子　４級

くもんのこどもえんぴつ　２B

４月の習い事（２）

サタデーダンスクラスです！
さっそく夏祭りの振り付けに入りました！！！
今回とても難しいから振り付けなので、みんなてんやわんやになってますが楽しく踊りま
くってます！！！
この勢いで、夏をさらに熱くもりあけでいきま～す！！！


