
(一般教養クラス)

　　

7/10 (土)  クッキングプログラム
          夏野菜について学習した後は
　　　  夏野菜カレーに挑戦！

7/22（土）・7/23（日）　サマーキャンプ
          兵庫県若杉高原おおやキャンプ場へ
　　　  関西１きれいな星空を観に行きます！
              ※雨天中止の予定でしたが、ロッジ宿泊
　　　　　  のため雨天決行します。　
                 雨天の場合はプログラムを少し変更します。
　　　( 7/22（土）は休校により通常レッスンありません。)

   
7/2９（土）　箕面祭り　
　　Fun Funの火曜、土曜ダンスチームが出演します。

１学期もあと半月。お待ちかねの夏休み、Fun Fun ではサマーキャンプ、お祭り、ハイキングに加え、クッキング、ク
ラフト、ゲーム大会など、毎日日替りイベントで盛り沢山です！　また、レッスンも通常レッスンに加え、１学期の総
復習、英検Jr, 英検問題にチャレンジ、リスニング強化と充実しています。普段のレッスンで少し遅れがちな子供さんは
みんなに追いつくチャンスです。　是非ご参加ください。
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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→

7月の主な予定 おしらせ

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。
   ※ 詳しい内容は別紙にて。

サマースクールのご案内

キンダークラス全日での開講検討中
多くの方のご希望に沿うべく、全日のキンダークラスを検討して
おります。年少さんから受け入れ予定。
ご興味のある方はご相談ください。

火曜、土曜ダンスチーム出演
箕面祭り：　７月２９日（土）１６時１６分　芦原公園　出演

山手公園祭り：　8月19日（土）出演時間現在未定
　　　　　　　　　　　　　　　おそらく17時～１８時頃

ウィンターフェスティバルでMVP 発表 
今年のウィンターフェスティバルでは各習い事の中からも
MVPを発表することにしました。結果、達成度だけでなく、普
段の取り組む姿勢や頑張りも評価したいと思います。

タスキ制度始まりました！
新会員のお友達にとっては初めての挑戦になります。
ルールは、ファンファンに到着したら黄色のタスキ（サッシュ）を
つけます。そして英語のみ使用OK. 日本語が聞こえたら、サッシュ
は先生に返してもらいます。ただ、日本語をしゃべってしまっても
ちゃんと先生と一緒に英語に直せて言えたらOK. 最後まで頑張って
英語で話す努力した人＝サッシュをレッスン終わりまで
着けていた人にはご褒美のキャンディーとパーフェクトチケットが
もらえます。パーフェクトチケットを沢山集めるとウィンターフェ
スティバルの抽選会で豪華プレゼントが当たる可能性がアップする
お楽しみつき！　今までにはタブレットをもらったお友達も・・・

レッスン後にもAll English Activity 
アニマルケア後のフリータイムのうち、5時４５分～６時１５分
の３０分がオンリーイングリッシュアクテビティタイムにかわり
ました。残っている子供全員参加です。カロリーナ先生をはじめ
外国人スタッフと一緒に毎回ゲームなどで盛り上がります。使う
のは英語のみ。みんな頑張ってルールを英語で聞いています。
遊びの中の英語は覚えるのも早い！

個人懇談  
      夏休み期間中に個人懇談を実施します。
       お子様のFun Fun での様子、英語のレッスンの様子、   
       進度など気になる事はこの機会に。レッスンの遅れが
       目立つお子様はこちらからお声を掛けさせて頂きます。
       詳しい日程は後日メールにてお伝え致します。



～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→  フォニックス( 発音）　A~Z
　　　　　 アルファベット書き方   A～Z　復習　
　　　　　 自分の名前を書こう。　３文字単語を読もう！
 B Class→   フォニックス（　母音　）
　　　　　　フラッシュカードで基本の単語を読む
　　　　　　短文作り。短い文章を読む。
C, D Class→   フォニックス（ 母音復習)
　　　　　　　フラッシュカードで単語を読む。
　　　　　　　短いストーリーを読み、質問に答える。
　　　　　　　文章作り。
　　　　　　　

A Class→ must be,  be, be doing , do does の導入、
               練習  ゲームなどで文章をつくる練習もします。　　　　 　
B Class→ may do, may be, should/shall do, 
               should/ shall be 副詞の導入、練習　　
C, D Class→  maybe, be going to, 
                    need to , want to, try to の練習　　　     　

Reading/Writing (読み書きクラス)

7月のレッスン

(文法クラス)LME Scholastics (教養クラス)

6月のレッスンの様子

今月のテーマは”動物”

先月学習した気候や世界の気候区を考えな
がら、動物の生息地や生態について学習し
よう！

いろいろな動物の名前やすみかを英語で
言ってみよう！また、それぞれの動物には
どんな特徴があるのかな？

A class：

B,C class：

サイエンス（テーマは指紋）
指紋て何？特徴は？何に役立つ？
実際に自分やお友達のの指紋を観
察したり、探したり、最後には指
紋や足型を使った犯人当てゲーム
をしました。

クッキング（ピザ）
キンダーの子供達のガーデンでトマト、ピーマン、
キュウリを観察した後は、そのおすそ分け野菜を使っ
たピザを作りました。切っている時は皆真剣！頑張っ
て作ったピザは格別。野菜嫌いもどこへやら。

外国人の先生が増え、
ますます英語を耳にする、
話す機会が増えましたね。
積極的に自分から伝えてみよう！

サタデー
プログラム

OceanPolar

Rainforest Savanna



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）

6月の習い事（１）

ピアノクラスでは、生徒さんそれぞれのペースで楽しくレッスンしています。ウィンターフェス
ティバルにはどんな曲がいいか考え始めています。来年の二月にどれくらい上達するか予想し
ながらの曲選びは簡単ではありませんが、みんなお気に入りの曲が見つかるといいですね。

もう6月も終わり、本番に近づいて来ました(^O^)／
毎週やるクラブ鬼ごっこは新1年生もクラブが出来るようになり、
より白熱したバトルになっています！(笑)
振り付けも着々と進んでいます。練習頑張りましょう☆☆☆

７月２９、３０日に夏合宿があります。
原則全員参加となりますので、お申込がまだの方は早めにお願いします。
合宿では、多少稽古もありますが、遊びも沢山あります。
辛い事は何もないので、気楽に参加して下さい。
詳細はお配りしている書面をご確認下さい。
※夏合宿に参加の人だけが夏の昇級審査会を受けられます。
ただし、夏合宿に参加した子でも審査を受けるレベルに達していないと判断される場合は受けるこ
とはできません。

稽古では、新１年生が多いので、挨拶と集中力、そして切り替えを意識して指導しています。
当初よりだいぶん良くなっていますが、まだまだです。
引き続き頑張りましょう！

・　5/21 JAPAN GAME　全日本選手権大会　
　　　　５年男子チャンピオンクラス　３５kg未満　優勝

・　5/28 第８回　関西ジュニア新人空手道選手権大会（井上道場主催）
　　　　５年男子チャンピオンクラス　３５kg未満　３位

・　6/18 第２２回西日本ジュニア　５年男子　優勝

先日の西日本ジュニアでは、決勝の相手が泰輝君よりも３０kgも重く、身長も２０㎝以上も
大きい選手だったようです。
大きな相手にもひるむ事無く、果敢に挑み、見事１本勝ちで勝利を収めました！！

大会結果
如意谷道場　若林　泰輝　君



3月の習い事

ダンス（土);

書道 (木)(金);

書道
昇級おめでとう！

6月の習い事（２）

6月号掲載昇級・昇段者

硬筆

新一年生は慣れも出て来て、じっくりゆっくり丁寧に取り組む子がいる一方で、早く終わらせて遊び
たいという気持ちが抑えられず、ササッと早く終わらせてしまう子もいます。
早く終わらせてしまう子は気持ちが字に表れて、なぞりもはみ出しが多くお手本は見ていません。あ
まりに早く終わらせてしまう子には、追加でプリントをしてもらったりしています。
なぞり文字は一見簡単で単純に見えますが、丁寧になぞるとそこそこ時間もかかります。
どうせやるなら丁寧に綺麗に書きましょう。
こちらも、根気強く指導していきたいと思います（笑
お家の方でも、引き続き、宿題の字を丁寧に書いているか見て頂けると助かります。

高学年のみんなは、段を取得した子が増えてきて競争意識も高まり、目標を持って頑張れています。
その調子で頑張りましょう‼️

門田奈南花  3級
内田二宮御  8級
梅林優花      4級

村上知駿  5級
市原美佳  9級
梅林優花  4級
玉置 彩音 1級
内田二宮御 7級

サタデーダンスクラスです！！！
今年もやってまいりました箕面祭りシーズン！！！
今回は子供達が、アロハな気分でアロハシャツを羽織り、アロハな気分でブルーノマーズ
になりきります！！！
もうすぐ振り付けも完成なので、本番が楽しみですね！！！
みなさん是非是非チェケラッチョ～～！！！



苗を植えて約１ヶ月。
子供達は小さな野菜の赤ちゃんを
見つけて大喜び！
水やりにも気合が入ります！
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May

June

～

愛情こめて育てた野菜がこんなに立派に
沢山なりました！今日はいくつなってる
かな？毎日わくわくです。
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