
クリスマス会 & 冬休みイベント のお知らせ

     クリスマスランチ
    ( 12:30 ~ 13:30 )
　　　　
いつもとは違う特別な
ランチタイム★
ビュッフェスタイルで

        午
後の部 
  ( 13:30 ~ 15:30 )
   お菓子の家づくり
　　  & ゲーム !

  みんな一度は夢見るお菓 子の家

♪
  自分で作って持って帰ります！
※ 16:00 ~ は通常レッスンを予定しております

　　　　 

MENU

12/25( Mon ) 12/26( Tue ) 12/27( Wed ) 12/28( Thu ) 12/29( Fri ) 12/30( Sat )

X’mas Party お正月クラフト 餅つき大会！ モッフルを作ろう

X’mas ゲーム大会で
　　盛り上がろう！
参加費：300円（景品付）

紙工作　門松を作ろう！ うす、きねを使った
餅つき体験
ほっかほっかのおもちを上
手に丸める事が
できるかな？
おみやげ付き！

おもちでワッフル作り！
おこのみのトッピングは何
かな？

201８/1/1 (Mon) 1/2( Tue ) 1/3( Wed) 1/4( Tur ) 1/5( Fri ) 1/6( Sat )

巨大シャボン玉作り お正月遊び (屋外）

巨大シャボン玉作りに挑戦！
さて、強くて大きなシャボン
玉を作る事が出来るかな？　

お正月遊びをしよう！
英語で遊び方を説明してみ
よう！

参加費：300円

  Fun Fun お休み

  Fun Fun お休み

参加費：500円参加費：３00円

参加費：300円 参加費：300円

● 各イベント時間は午後１時半より午後３時迄です。（ 午前中、イベント後は通常レッスン）
● イベント時間ご利用の方は皆さん必ずイベント参加となります。
● 午前中利用でイベント参加希望の方は延長料金、ランチ代、参加費が追加になります。
● 午後利用でイベント参加希望の方は前延長料金、参加費が追加になります。
● イベントごとに参加費用が異なりますのでご確認下さい。
● また、参加費は月謝と共に引き落としさせて頂きます。

冬休みイベント
について

かわいく？
豪華に？
クールに？
オリジナル門松
を作ろう！

※この日の昼食は
クリスマスランチビュッフェ！
七面鳥やデザートなど
盛り沢山の
パーティメニュー
となります。
昼食代　700円

12/27 餅つき大会. 12/28　モッフル作りには必ず
エプロン、三角巾（バンダナ）、マスクをお持ち下さい。
（お持ちでないお子様、忘れたお子様は有料にて
　貸し出しいたします。　各１００円）

　　　　第30号
発行日：平成29年12月1日

12月号

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→

12月の主な予定 おしらせ

いよいよ今年最後のマンスリーとなりました。FUNFUNも年末年始はお休みに入る為、いくつか大切なお
知らせをさせて頂きます。まずFunFunの年末年始のお休みは12/29-1/4となります。
①2/12開催のウィンターフェスティバルをお休みする方は、ご連絡ください。
②1/5、6にご利用をご検討の方は必ず12/28迄にお知らせ下さい。
    又、この日は長期休暇レッスンではなく、お預かりをメインの特別レッスンが組み込まれます。
　詳細はお問い合わせ下さい。

12/9 (土)　クッキング
　七面鳥の料理とクリスマスクッキーを
作ります。
12/16 (土)　サイエンス
　ライトを使った実験、工作をします。

冬休みにトイレットペーパーの芯を使い、工作を
します。それ伴い、トイレットペーパーの芯を集
めています。
ご協力よろしくお願い致します。

冬休みには今年の復習、ウィンターフェスティバルの練習に加えて
毎日楽しいイベントが行われます！　是非ご参加ください。



12月のレッスン

 Reading & Writing（読み書きクラス） 
A class: ” Short “ a . e.  i. o, u  3文字単語 ”の復習
　　　　　LME 基本単語を読む練習
　　　　　　（I, you , we, will, can, must , what, go, eat など）
　　　　　二重子音（　sh、ch、wh、th、ph　)

B class : “ ２重母音　ai  ay  ee ea ie oa ow ue ui              
　　　　　短いストーリを読んで問題に答える
　　　　　テーマ：Winter Holiday      
　　　　　LME  英作

C class :  ２重母音:  oo, ow, oi, など   母音＋r　：er, ir, ur, ar, or 
　　　　　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
　　　　　テーマ：Winter Holiday, スポーツ、
                           生き物の冬のくらしなど

 LME （文法クラス）
　今まで学習した基本文法の復習
A: be doing ,  do does,  have/ has
B: do does, have/has , was/were, was/were doing
C: 不定詞（to do )  want to , need to. have to                 

 Scholastics（一般教養クラス） 
●　テーマ　『 Winter Sports, and event 』
                   冬のスポーツ、衣服、イベント

 各クラス冬のスポーツやクリスマス、冬休みについての
 単語、会話を学びます。ゲームやそのアクティビティを通して楽し
く、レッスンします。
   
  

2月１１日に行われる
ウィンターフェスティバルに向けての
練習も始まります！

今年最後のマンスリーとなりました。
ほんとに１年はあっと言う間です。
１年を振り返ってみると、今年の１年生は個性が強く、元気でやんちゃな子も多い印象でした＾＾
最初はどうなることかと正直心配しておりましたが、例年通り、夏休みを過ぎると落ち着き始め、幼稚園児から小学生になってき
たなーと子供達の成長を感じました！　特にサマーキャンプやオータムキャンプに参加した子供達の成長ぶりは驚くほどです。
ダンスや空手、書道、サッカーにピアノの習い事においてもグンっと一回りも二回りも成長しているのが分かります。
こういった子供の成長は、ご家族をはじめ、小学校の先生や塾、習い事の先生、ファンファンのスタッフなど様々な”良い環境”が
大きく影響していることは当然ではございますが、何よりそんな環境の中、時には嫌こともあったり悲しい事もあったりしたと
思います。　それでも逃げずに日々頑張ったからだと思います。

度々マンスリーでも書く事がありますが、今の時代、親が子供の逃げ道をどんどん作ってしまい、子供の”経験”を奪ってしまう親も
多いです。もちろん子を思う親の気持ちが知らず知らず子供の大事な”経験”を奪ってしまっているケースがほとんどですが。　
そう言う私も同じだと思います。
目の前で辛い思いをしている子供の姿を見ると、つい手を差し伸ばしたくなります。だからこそ、親のいない場所で子供自身が頑張
れる環境が必要だと思います。ですのでファンファンでは、子供達のチャレンジや失敗を温かくも厳しく見守るようにしています。

おうちでは頑張ったお子様も沢山褒めてあげて下さい。
そうすれば子供達はまた頑張れます＾＾
★★★　お知らせ　★★★
来年の４月からサタデースクールが大きく変わります。
完全英語オンリーのオールイングリッシュクラスと現在のような日本語指導のベーシッククラスの２つに分かれます。
オールイングリッシュクラスでは、とにかく英語で楽しいことをしよう！というのがコンセプトです。
クッキング、サイエンス、プログラミング、スポーツ、メディア作成などなど。
レッスンもスピーチやディスカッションを多く取り入れ、英語で発言する機会を増やします。

ベーシッククラスでは、お預かりしながら英語に慣れ親しむ事を目的にしています。
レッスンスピードもゆるやかにし、英語のある環境で楽しく過ごします。
英語レベルは初級です。
詳しくはまたお知らせ致します。

スクール長より



11月の習い事（１）

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）

大会結果

どんどん寒さが増し、稽古始めが辛い季節になってきました＞＜　特に体育館の稽古は体に堪えますね～
それでも子供達は寒さなんてそっちのけで元気です＾＾　子供達に負けずに頑張りましょう！
さて、先日の１１月１８、１９日に千葉の幕張メッセにて、「第１１回　JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会」が行われ、
井上道場からも９名が出場しました！この大会は「全日本」と付く大会の中でも最高峰の１つ。
北海道から沖縄まで、全国の予選を勝ち抜いた選手のみが参加ができる、その名の通り日本一を決める大会です。
大会に出場するだけでもすごい事で、さらにそこで結果を出せることはとても大変なことです。
如意道場からも若林泰輝君が５年生軽量の部に出場しましたが、惜しくも１回戦敗退でした。夏休みも毎日朝練を頑張り、遊ん
でいるお友達を横目に、自分は練習練習練習の毎日。体重維持のために食べたい物も制限するなど、色んな事を我慢して挑んだ
半年間。
結果は残念でしたが、そのプロセスは胸を張ってほしいと思います。なかなか出来る事ではありません。こういった経験は将来
必ず自分に返ってきます！来年は結果が出せるように頑張ってほしいですね！その他の選手も強豪相手に頑張りましたが、あと
一歩届かず。
まだまだ大きな大会が続きます。気を緩めず頑張っていきましょう！さて、如意谷道場の白帯組も徐々に組手をやり始めていま
す。すでに個々にご案内していますが、組手を始めた子はヘッドガードなどの防具が必要になってきます。準備の方お願い致し
ます。

ピアノクラスはアンサンブルの練習を開始しました。みんなで息を合わせて弾く演奏はソロとは違って難しさもあります
が、成功した時はとても楽しいですよね。みんなで時間のある時にレッスン以外の時間にも練習する！！と自主的に言っ
てくれました。

第１１回　JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会
　２年男子　ベスト８　南方海至人君
　４年男子重量　優勝　佐川龍希君

第３回全日本少年少女空手道選手権大会
　「リアルチャンピオンシップ　決勝大会」
　小学５年　軽量の部　準優勝　若林泰輝

この大会も全国の予選を勝ち抜いた選手のみ出場できる全日本大会です。
決勝では延長の末、惜しくも敗れましたが気迫溢れる戦いで会場を沸かし
ました！日本２位！　おめでとう！

火曜日ダンスです☆
最初はバラバラでどうなることやら...？？
と思っていましたが、
だんだんみんなの踊りに一体感が出てきました☆☆
この先が楽しみです。(^_^)
お父さんお母さん、ぜひお家でリゼダンスやってもらってみてください♪



ダンス（土):

書道 (木)(金):
11月の習い事（２）

12月号掲載　昇級（段）者

12月は、１級～段所有の子達は３ヶ月に1回の昇段試験となります。
いつもに増して、気合いを入れて頑張ってくださいね！さて、2月のウィンターフェスティバルに向けて作品を作っていく
時期となりました。毎年、ウィンターフェスティバルは課題を自分達で決めて書いていましたが、高学年の子達は、毎月
の昇級審査の課題も難しくなっていてそれだけでも大変ですので、ウィンターフェスティバルの課題も昇級審査と同じ内
容にしたいと思います。
ウィンターフェスティバルは参加不参加に関わらず、作品は展示させてもらいますのでご了承ください。
みんなの成長を楽しみにしていてくださいね。

英検合格者
５級　間島悠仁（小3）
           山根大輝  (小1）

佐藤陸王（小1）
上西海璃  (小６）
井手凛々子（小４）

東野愛恵（小６）

3級

準2級
合格おめでとう！これも日々の積み重ねの成果です。今回残念だった子も、これから挑戦する子も、
また次回の英検に向けて頑張りましょう♬

４級　石井周佐 ( 小６）
　　　大橋和佳（小４）
　　　籠山紗名（小４）
　　　松浦美凪（小３）

内田 二宮御  ４級
藤谷 詠　４級
菊地瀬乃   ８級
尾本 結佳子  ６級

内田二宮御  ３級
松浦美凪   ２級
菊地瀬乃  ８級（写真版）
清水太智  ３級
下村彩乃  ８級
市原美佳  ４級
堀江奈央  ７級

笠井咲希  ７級
橋本 湊  ８級
浦島花怜  ８級
吉良伊織  ８級
井出  優育  ９級
池田怜生 ８級
遠近天詩  ８級 写真版掲載おめでとう！

菊地瀬乃ちゃん（小3）

どーも！！！
サタデーダンスクラスです！！！
最近寒かったり暑かったりラジバンダリですが、子供達は発表会にむけて、ガッツリ踊りまくってます！！！
作品もそろそろ完成つつあるので、このいきおいでラストスパート頑張りま～す！！！

サ
ッ
カ

Saturday Program
クッキング

サイエンス

スイートポテト作り

火を使った実験

スポ-ツ

Fun Fun Kids11月の様子
オータムキャンプの様子 今回のオータムキャンプのテーマ「火」「食」！！！

チームが協力しないとご飯ができません。
みんなで頑張って作った料理！最高だったね。


