
(一般教養クラス)

　　

6/10(土)  クッキングプログラム

　　　　　　          　 

6/24 (土)  サイエンスプログラム　　
　　　　  　テーマ　『犯人は誰だ？ 』 
　　　　　指紋や足跡から犯人を見つけてみよう！　　　　　　　　

　　　　第24号
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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←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→

6月の主な予定

カロリーナ先生

夏休みは通常レッスンに加え、１学期の復習、
英検問題に挑戦する特別レッスンの他、
日替わりでクッキング、サイエンス、アートにゲーム大会などの
お楽しみイベントで盛り沢山！　是非ご参加下さい。

アメリカ文化を学ぼう！
アメリカ料理に挑戦！

只今大勢の女児に負けず、男児１人が頑張っています。
興味のあるお友達 Come on!

新スタッフ紹介！

サマースクールのご案内

火曜ダンス　男児募集！ポーランド出身。旅行好きで活動的な明るい先生！
様々な現場で子供達に英語を教えてこられた経験豊富な方です。
Fun Fun Halloween ではゾンビ役を熱演してくれました。
ゾンビメイクの下はこんなにキュートな先生です！

おすすめライティングアプリ

アルファベット練習用無料アプリです。
ご家庭での復讐、練習用にご利用ください。

おしらせ

学校の宿題自主的に！
Fun Fun に着いたらお友達と遊びたい！
その気持ちが強く最近宿題を後回しにする子供が増えてい
ます。スタッフが声をかけますが自主的に行いましょう！
もし、宿題をし忘れているお子様がいらっしゃれば
お気軽にご連絡ください。

路美先生が遊びに来ます！
４月に結婚され東京に移られた路美先生が
６月12、13日にFun Fun に遊びに来ます
よ！お楽しみに！

火曜ダンス 土曜ダンス　出演決定！
火曜ダンス、土曜ダンスチーム共に
７月２９日（土）箕面まつり
８月１９日（土）山手公園まつり　　に出演します。
山手公園まつりにはFun Fun Kids After School も出店いたします。
是非お越しください！

昨年の夏の
お楽しみ
イベントの様子

ゲーム大会

クッキング スイカ割り

サイエンス
クラフト

アート＆クラフト

Hello everyone!
My name is Karolina and I'm from 
Poland.
I have been learning English 
since I was six and I absolutely 
love it! Knowing English helped 
me so much during my past 
travels and  also in my daily life in 
Japan. 
Now I want to share my 
knowledge with you!
I'm very excited to join the 
FunFun team and meet you all in 
person.
Let's have a lot of fun together!

参考に、昨年のスケジュールはGoogle スクール連絡ファイルで
ご覧頂けます。

https://appsto.re/jp/v_Nal.i

学校での生活も落ち着き、Fun Fun でも新しい仲間と楽しく遊ぶ姿が見られます。
学年を超えて一緒に学び、遊び、協力する生活は学童ならでは！　また、外国人の先生と楽しくふれあって
る姿はFun Fun ならでは。これから暑い夏に向けてFun Fun の子ども達もスタッフも熱く英語に習い事に
頑張りましょう！

https://appsto.re/jp/v_nal.i
https://appsto.re/jp/v_nal.i
https://appsto.re/jp/v_nal.i


～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。

        A Class→   単語；天気、毎日の生活 、食べ物      　　　　　
          B Class→   単語：天候、曜日、月、季節、
　　　　　　　　　　　　雲はどうやって出来る？
　　　　　　　　　　　  毎日の生活( 動詞 ), 学校生活
          C Class→   単語：天候、気候、月、
　　　　　　　　　世界の気候
　　　　　　　　　毎日の生活( 動詞 ), 学校生活

A Class→  フォニックス( 発音）　A~U
　　　　　 アルファベット書き方   A~U a~u
                  
B Class→   アルファベット( 大文字、小文字）復習 
　　　　　　フォニックス（-ot,-ob,-ock,-ut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（ -ot,-ob,-ock,-ut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）　　　　 　         　　
　　　　 　過去「did do 」「できる」can do ,
　　　　　「できた」could do~ を使った表現
B Class→  might do ~（~するかもしれない）
　　　　　 might be ~ ( ~ であるかもしれない）　
                動名詞、　動詞＋動名詞の練習　　　　　　
C, D Class→   不定詞（to do ) 復習、　
　　　　　　　実践的な会話の練習。

Reading/Writing (読み書きクラス)

6月のレッスン

(文法クラス)LME Scholastics (教養クラス)

飛行リングジャイロフィルムロケット

5月サタデーサイエンス　
　　　　　　（テーマは空気）
飛行機で宇宙を飛べる？
飛行機とロケットの違いは？
風船ロケットの仕組みは？
など学習した後は公園で実際に様々な
ロケットを飛ばしてみました。
空高く飛んでいくロケットに子供達は
大興奮！

５月のレッスンの様子



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）

新しい生徒さんたちも少しずつレッスンに慣れてきました。今まで習ってきたこと、新しく習うこ
と、それぞれ違うので一人一人に合わせたレッスンをしています。今月は新しい本に進む生徒さん
がたくさんいらっしゃいます。新しい本で新しい曲を練習するのが楽しみですね。

5月の習い事（１）

４月からは、空手を始めたばかりの初心初級クラスの子供達が出れるような試合から、
大きな大会の予選まで、さまざまな大会が数多く開催されます。　
毎週のように試合に出る子もちらほらといてますね。
そんな大会の中で、先日５月１４日に大分の別府で開催された「第9回統一全日本空手道選手権
大会」にて、若林泰輝君が準優勝しました！！
１１月の全日本大会の出場が決まりました。２年連続出場となります。
またその翌週に京都で開催された「全日本選手権大会JAPANGAME」では、見事優勝！　
来年３月のチャンピオンカップ決勝大会への出場が決まりました！
井上道場では、本部・支部の選手達がさまざまな大会で結果を出しています＾＾
上級クラスで結果を出している子達も最初は初級の試合から始まり、
紆余曲折がありながらも今は結果を出しています。
最初から勝てる子ばかりではありません。大事な事は“継続”です。
試合に出たくなければ無理して出る必要はありません。
ここで無理強いをしてしまうと空手自体が嫌いになってしまう可能性があります。
無理せず、継続さえしていれば、自ずと向かうべき方向に
向かってくれるでしょう。
ただ、逃げてばかりでは前に進むことはできません。
時には背中を押してあげることも必要でしょう。
私達指導員や保護者のみなさまは、そんなお子様の気持ちを理解し、
受け止め、最大限にサポートしてあげることが大事です。

4月から8人となったこのクラスですが、みんなだんだんと仲良くなり、
新1年生である Karen.Hinata.Saki.Manaも1時間レッスンを受ける事に慣れてきてくれました(^_^)
最初は30分くらいで集中力が切れてしまってましたが、
今はギリギリもってくれるようになりました。✨(笑)

Sana.Mihana.Shogo.Senoもお姉さん、お兄さんの頭角を現してくれています。
7月末に向けてもっと良いチームにしていきましょう♬

若林泰輝君　
全日本大会出場おめでとう！

火曜ダンス　
男児募集中！



3月の習い事

ダンス（土);

書道 (木)(金);

5月の習い事（２）

サタデーダンスクラスです！！！
今年も夏祭りに向けて、みんなでガッツリ ブルーノ マーズ！！！
今回はノリノリ難しい振り付けになってるので、みんな大苦戦してますが、
完成したら最高にカッコいいブルーノマーズになると思います！！！
夏祭りは箕面にブルーノ マーズ！！！

昨年の夏のダンス大会。最高の笑顔！

１年生は少しずつ落ち着いて練習に取り組めるようになって来ました。今は長くても30分が限界の集中力ですが、
継続して頑張れば、1時間持つようになります。コツコツ頑張りましょう。
ささっとお手本をあまり見ずに書く子は、終わるのは速いですが、上達は遅れてしまいます。
国語の宿題をする時もゆっくり丁寧に書くように心掛けると上達は速くなりますよ！

2年生以上は今回は書道の課題がとても難しい為苦戦しています。
文字数が多いので、3枚書くともうヘロヘロになっている子もいますが、それだけ集中して書けているのは偉いです。

書道も硬筆もお手本をじっくり見て真似することが一番上達する方法です。これを忘れずに毎回レッスンに取り組み
ましょう。

暑くなってきましたが、来月も頑張りましょう～！

４月の昇級審査は受けていないので、今月の発表はありません。


