
　　

楽しいハロウィンも終わり、次の一大イベントは来年2/12(月)に行われるウィンターフェスティバルです！
フェスティバルは、一年のレッスン/習い事の成果を発表する場でもあります。習い事のクラスでは既にフェスティバル
に向けて練習しているところもあるようですね。
英語のクラスでもフェスティバルに向けてレッスンを行っていくので、皆頑張ろう！！
今年もメイプルホールの大ホールで行いますよ～！^^
さて先月末から9月末に子供達が受けたテストを返却しています。テストの結果をもとにクラス編成も開始。　
また、少人数制のフォローアップクラスも新設いたしました。

　　　　第29号
発行日：平成29年11月10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→
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11月11日　Cooking
今年は秋の食材を使った”スウィーツ”を作ります。
内容はお楽しみに！！

11月の主な予定

11月25日　Science
火を学び、火を使った実験！
炎ってどんな色？

フォローアップクラスの新設
テスト結果や授業の態度などをふまえ、少人数制の
フォローアップクラスを新設しました。特徴とし
て、各個人のレベルやペースに合わせたレッスンを
受けることができます。
※通常レッスン時間内で20分程度時間を取って実施
するので、習い事が受けられなくなる事は、ござい
ません。ご安心ください。

テストの総評
9月の筆記テストが無事に終了しました。
利用日、利用回数がバラバラの為、全ての生徒にテストを受けてもらい、丸つけをして成績表を作り返却するまでに時間がかかってしまい
ましたが、それでも昨年より早い段階でお返し出来たと思います。
また、LME.Scholastics.Reading&Ｗritingのそれぞれの担当の先生ともテスト後のミーティングを行い、担当教科の個々の成績はもちろんは
のこと、担当教科以外の成績やレッスン態度なども把握した上で今後についてディスカッションできた事は先生たちにとっても良い機会と
なりました。

総評と致しましては、特に1年生においては、集中力の個人差がかなりあるため、週の利用回数よりも、レッスン中の集中力と成績が比例
しています。週に３回以上来ていても、まだ集中力がない子はさほど結果が出ていない印象です。長い目で見守って行きたいと思います。
2年生以上は週の利用回数と成績がほぼ比例しています。
週に１回利用だと次来た時にレッスン内容を忘れている事が多くて定着がなかなか大変だと先生方からも多くの意見が聞かれました。

また、個人によっては極端に得手不得手が大きく出てしまい、L M Eはよく出来ているが、Reading&Ｗritingはさっぱり出来ていなかった
り、またその反対だったりと言うパターンもチラホラ見られます。

その対応としてもフォローアップレッスンでカバーしていきたいと思っています。
補足ですが、昨年より英検3級からＷritingのテストも追加され採点方法も変わり、バランス良く点を取れないと合格出来なくなりました。

今回の成績によってクラスの再編制を行いレッスンをしていきます。
今回、クラスが上がった人、下がってしまった人、変わらない人様々ですが、単に成績の問題だけでなく、本人のモチベーション、集中力
の問題なども考慮した上でクラス編成を行いましたのでご理解ください。

また、数名ですが、週１回の利用にもかかわらずレッスンの時に一所懸命集中して頑張って、発言もたくさんしている子は好成績を収めて
いました。素晴らしいですね。

次のテストは2月のスピーキングテストです。（場合によっては筆記試験もするかもしれません。）



 Reading & Writing（読み書きクラス） 
A class: ” Short “ a . e.  i. o  ”の復習
　　　　” Short u  ( 短母音 u ) のつく単語、短文リーディング
　　　　　例： Six bugs sit on the mug.

B class : “ Long vowel (長母音）
               マジックe の復習( a-e , i-e,  )
               マジックe   o-e  u-e の練習
　　　　　短いストーリを読む　
        　　 LME  英作

C class :  ２重母音　ai  ay  ee ea ie oa ow ue ui 　
　　　　　２重母音の入った短いストーリを読む
　　　　　LME 英作　
               短いニュースやストーリーを読んで質問に答える
　　　　　

 LME （文法クラス）
全クラス　今まで学習した基本文法の復習と
会話を通しての実践練習を行います。                     
 

 Scholastics（一般教養クラス） 
●　テーマ　『 Food ( 食べ物）』
　A class :  食べ物の名前・味・調理器具の名前・料理用語
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（動詞）　
　B class :  ・食べ物の名前・味・消化に関する言葉
               　・調理器具の名前・料理用語（動詞）
   
   C class :  ・食べ物の名前・消化に関する言葉
               　・調理器具の名前・料理用語（動詞）・レシピ
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2c The Coat Got Soaked on the Boat
Focus: Long “o” with _oa_  Words 

Name:_________________________

Ken and Mike went on a boat. 
They went with their dad 
   and their pet goat. 
Mike had a sweater,  
   and Ken had a coat. 

Mike put Ken’s coat in the water 
   to make it float. 
Ken’s coat didn’t float, it just got soaked. 
Their dad pulled it out and washed 
   it with liquid soap. 

The goat started to eat the boat. 
Ken used his coat to stop the goat. 
The coat and the goat were both soaked! 
That was their last trip on the boat. 

1) Where did Ken and Mike go? 

/��������������
/�///////////// 
2) Did Ken’s coat float? 

/�������������/
////////////���
3) What did the goat do? 

/��������������
///////////////
///////////////

Reading Comprehension Worksheets: A-32 of 36
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全クラス　今まで学習した基本文法の復習と
会話を通しての実践練習を行います。                     
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１０月の様子

11月のレッスン
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●　テーマ　『 Food ( 食べ物）』
　A class :  食べ物の名前・味・調理器具の名前・料理用語
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（動詞）　
　B class :  ・食べ物の名前・味・消化に関する言葉
               　・調理器具の名前・料理用語（動詞）
   
   C class :  ・食べ物の名前・消化に関する言葉
               　・調理器具の名前・料理用語（動詞）・レシピ
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Fun Fun Halloweenの様子
今年も大盛況！
たくさんの方々のご来場
ありがとうございました！
みんなのとてもステキで
かわいい仮装最高でした！

上のクラスに上がったお友達
おめでとう！　
最初はついていくのが大変かも
知れませんが大丈夫！
今まで通り頑張っていこう！



3月の習い事

ダンス（火):

ピアノ（月):　木村先生

空手 (水):井上道場　如意谷道場（若林）

10月の習い事（１）

現在ジュニアは大きな大会前で、選手クラスの子達は毎日頑張っています！ぜひ結果を出してほしいですね＾＾
選手クラスでない子達も、日々成長していますね！４月入会の新１年生達も稽古らしくなり、まじめに取組んでい
る子は日に日に成長しているのがよく分かります。
集中しきれていない子は、まだ右左も覚えず同じ事を繰り返し怒られている子もいます。怒られてばかりだと面白く
ないと思うので、難しいことはしてないので集中して取組んでほしいですね。出来ない事も一生懸命やっていれば必
ずできるようになります。
一つ一つの壁を乗り越える達成感は、１つ１つの事に一生懸命取組まないと、何となくやっていても感じることは
できません。空手道には「道」がつきます。「道」は人それぞれ違います。山もあれば谷もあるし、砂利道もあれ
ば沼地もある。落とし穴や獣道もあるかもしれません。それでも自分の道をしっかり踏みしめながら逃げずに進み
続ければ、そこには一回りも二回りも大きく成長した自分があります。
危険の多い現代、知らず知らず子供の道に橋を架けたり、舗装して先導したりする親も多いです。それも時には必
要な時代かもしれません。でも平らな一本道しか歩いた事がない子は、いつまでも誰かが道を作りつづけない限り
歩き続けることはできません。稽古では、あえてキツく指導することもあります。それは、小さな壁かもしれませ
んが、そこから逃げずに「やってみる」ことを学んでほしいからです。おうちでは、頑張ったお子様をいっぱい褒
めてあげてくださいね。

ピアノクラスは、全員の生徒さんが、止まりながらですが最後まで両手で弾けるようになりました。アンサ
ンブルの曲はリズムが難しくてなかなか大変ですが、少しづつ弾けるようになってきました。来月くらいか
ら三人で合わせての練習を始めることを目標に頑張っています！

どしどし振り付け、進んでおります♪
先週は『りんご、ばなな、さる、ぶどう』(だったかな)
の合言葉ダンスしました。(笑)
みんなかわいいお猿さんになっていましたね。
ぜひおうちでもやってみてもらってください!
11月の目標は、ランニングマンをかっこよくする！です(^^)

第２７回　世界寛水流空手道オープン選手権大会
この大会は、歴史ある大会で名誉顧問はアントニオ猪木さんが努め
られています。
試合当日も会場に来られ「１、２、３　ダー」をやっていました＾＾

如意谷道場からは、５年生の若林泰輝君とスクール長が出場しました！
スクール長の出場したクラスは一般のクラスで、大学生も沢山出場しており、
そんな中結果を出されたのはすごいことです！！
師範も出場されましたが、日本トップクラスの若手の選手と熱戦を繰り広げまし
たが、惜しくも敗退。すごい迫力でした！

大会結果 小学５年男子　ベスト８　若林泰輝
一般段外軽量の部　３位　若林泰孝（スクール長）



3月の習い事

ダンス（土);

書道 (木)(金);

書道 硬筆
昇級おめでとう！

10月の習い事（２）

菊地 瀬乃 9級
市原美佳  6級

12月号掲載

どーも！！！
サタデーダンスクラスです！！
最近は急に暑かったり寒かったりラジバンダリですが、子供は風の子元気な子の言葉の通り、みんな元
気に楽しく踊りまくってます！！！
今年も後半戦突入ですが、みんな笑顔で全力で駆け抜けましょ～！！！
ダンスで広がる世界の和！！！
ぴーす♪

1年生も数人が昇級審査を受け始めました。まだまだ集中力に差がありますが、お手本をみてじっくりゆっく
り書けるようになった子は着実に実力をつけて上達しています。高学年の子はなかなか昇級できず伸び悩ん
でいる子もいます。でも簡単に諦めないでください。「どうせ上がらない」と言いながら練習している子と
「次こそは絶対に上がる」と言って練習している子…練習の態度や字にも気持ちが現れています。
子供達に時々話をするのですが、私自身も小学4年生の時に4段で止まり、1年位昇段出来ずにいました。
そんなものです。ある程度の段になれば簡単に上がらないのが当たり前なので、落ち込まずに継続してくだ
さい。昇段は出来なくても確実に上達はしますからね。

田中  謙成  3級
内田二宮御  4級
菊地 瀬乃  9級
乾  瑠馬  5級
山本  理紗  1級
下村 彩乃  9級
市原美佳   5級
堀江奈央  8級


