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2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→

3月の予定 3月のレッスン

3月10日　クッキング
今回は、カロリーナ先生のフランスのお友達”マノ
さんを”お呼びして、クレープのようなパンケーキ
を教わります。

3月24日　サイエンスプログラム
五感をフルに使った体験・実験をします。
　1.出来るようで出来ない体の動き
　2.暗闇の中で何が出来る？

ウィンターフェスティバルを無事に終える事が出来ました！保護者の方にも日頃のレッスンの成果や様子をみて頂けたのではないかと
思います。今回で５周年という事で、今までのウィンターフェスティバルよりさらにバージョンアップし、有意義な発表会になりまし
た。これも保護者の方々の協力があってこそです。改めてお礼申し上げます。また、当日残念ながらインフルエンザや用事で参加出来
なかったお子様のいらっしゃいましたが、参加率は素晴らしかったです。子供達は、学年や学校も違えばFunFunに来る曜日も違い、
なかなか顔を会わしたことのない子も居る中で、団結して頑張ってくれました。この頑張りは並大抵のことではありません。いま一
度、お子様を褒めて上げて下さい。

 Scholastics（一般教養クラス） 
テーマ「 Spring events and Life cycle」
　　　　イースター、ひな祭り、ライフサイクル
各クラス春にちなんだ学習内容で、単語を学びます。

 LME （文法クラス）
4月のクラス分けに向けた復習、会話を中心とし
た授業

 Reading & Writing（読み書きクラス） 
Reading→一年間のリーティングの復習

Writing→ABCクラスともレベル別に基本単語の

ライティングチェック

2/14から始まっているスピーキングテスト
の様子は、動画を撮っていますので、後日
みなさんに配信いたします。

スピーキングテスト

4月から下記のメールアドレスが保護者専用のアドレスになります。

info@funfun-kids.com→funfunkids@icloud.com
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表彰されました！おめでとう！
Power student 
  Mina, Kei, Yuuki.U
   (Uta, Takuto)

Banana English Rockets
  Minato, Rei, Yuka 
  ( Yuuki.U, Daisuke, Anon, Yuua, Risa, Taichi )

Scholastic Rockets
  Yuuna, Masahide, Taichi 
  ( Yuika, Hinata, Reo, Nao, Uta, Hana )

Reading Rockets
  Mana, Masahiro   (Seno, Anon)

Writing Rockets
  Ryuma, Nanaha   ( Seno, Hana, Manami)

来年のウィンターフェスティバルの日程は2019年2月11日(月・祝)です。

Winter Festival 2018

Fun Fun Kids Winter Festival  2018　お疲れ様でした！！！

Eager Beavers
  Risa, Rinki   ( Alen, Chihaya )

Helping Hands
  Mio   (Ayane, Yuka, Yukako)

Super Speakers
  Hajime, Waka   (Reo, Kei)

Challengers
  Ayana, Anon   (Haruki, Ayano)

Evolists
  Saki, Yuki.T   (Iori, Karen)

Mood Maker
  Shimon  ( Waka, Rei, Hinata)

※（）の中の子は、候補者です。
Great English teacher  Mr.Scott

Great teacher Mrs.Tomoko

Mr. Hospitality 久保富蔵 (ドライバー）



2月の習い事（１）

ダンス（火):

ピアノ（月):

空手 (水):

ウィンターフェスティバルはお疲れ様でした＊私の事情で付きっきりで見てあげられませんでしたが、行くとも
うみんな本番の顔をしていたので安心しました♪レッスンではいつもはしゃぎ回っている子ども達ですが、メリハ
リがちゃんと出来ているなぁと感心。本番はしっかり踊ってくれて感動しました。(๑˃̵ᴗ˂̵)
前回のお祭りからみんなとてもスキルアップしていて、保護者の皆さんにも伝わったと思います♪
今回は土曜日ダンスと合同でフィナーレも踊らせてもらい、お互い刺激を受け合って成長出来たんではないかな
と思います★土曜日ダンスの子達の印象は、火曜日と比べて年齢層が少し高くて大人っぽいところと、男の子特
有のノリとかが面白くてレッスン中は終始笑っていました。曲を流すとみんな真剣に踊り始め、そのギャップに
もやられました。(笑)
そして今回の頑張ったで賞はみはな★★★一番フリーダンスを気持ち良さそうに踊ってくれたので、みはなに決
めました。かっこよく踊ろう！という気持ちも大切ですが、今回の選曲のニュアンス的にナチュラルに気持ちよ
く楽しく踊るのが大切だという思いから決めさせていただきました。♪みんなとっても頑張ってくれていたので迷
いましたし、本当はみんなにあげたいくらいですが、、、★
また来年に向けて、細かく指導していきます！みんな、楽しみつつ頑張ろうね♪

ウィンターフェスティバルでは、緊張しながらですが、楽しくしっかりと演奏できました。今までの練習の成果
が発表できたので、ピアノのレベルアップはもちろんですが、目標を決めて努力することの大切さと達成感を経
験することができたのではと思います。みんな素晴らしい演奏が出来たこと大変嬉しく思います。来年は、今年
の自分よりレベルアップした演奏ができるよう、一緒に頑張りましょうね！

＜昇級審査会＞
２月１２日（月祝）に、吹田市洗心館にて「冬期昇級審査会」が行われました。如意谷道場からも１年生を含む４
名が昇級審査を受けました。今年の１年生は、マイペースな子が多く、稽古も毎回同じ事の繰り返しで、同じ事を毎
回注意される子も多かったです。正直、試合や昇級審査は当分無理かなと思っていました。しかし、結果はどうであ
ってもチャレンジできるレベルまで成長した事がとても嬉しく思いました。チャレンジした事は心から褒めてあげて
ほしいです。そして、結果は結果として受け止め、今後に繋げてもらえれば、今回チャレンジした事が生きて行くと
思います。
今回、審査を受けなかった人も次回夏の審査に向けて取組んでいきましょう。色帯になることで、気持ちが変わり、
帯に成長させてもらえる事も多くあります。そして、ぜひ試合にもチャレンジしていきましょう！
今回、やす先生は昇段試験にチャレンジしました！忙しい毎日の中、コツコツ
と練習に励み、審査に挑みました。スクール長が普段からおっしゃっている、
「子供に何かを教えたい（伝えたい）なら、まず大人（親）がその背中を見せ
る事！」という言葉通り、大きな背中を見せてくれました！最後の１０人組手
では、最後まで気持ちが全面に出た、気迫溢れる組手で会場を沸かせました。
黒帯になるという事は、そんな簡単な事ではありません。しかし、諦めず「継
続」すれば、必ず誰でも黒帯になる事はできます！それをスクール長は体を張
って教えてくれたのではないでしょうか。
＜箕面市「ささゆり表彰」＞
２月１７日に箕面メイプルホールにて、箕面市民の功績を讃える「ささゆり表彰」の授賞式があり、
若林泰輝君（小５）が、JKJO全日本空手道選手権の出場の功績で受賞致しました。
井上道場からは今年３名受賞し、表彰していただきました！



書道 (木)(金):

2月の習い事（２）

書道 硬筆
3月号掲載

＜Leader Ticket について＞
新たに始まったこのチケットは、積極的に発言したり、友達の発言に対し
て、英語で質問している子に渡します。またフリータイムに一生懸命英語
を話している姿勢がある子も対象です。そしてその中から月に1回1名に、
スペシャルな文房具をプレゼント！！！（今までのPerfect Ticketと併用し
て実施いたします。）

＜バナナ英語について＞
スコット先生の”LME式英語（Laking Method English）”を”バナナ英語”と
して商標登録をしました。

＜4月からの英検講座スケジュール＞
　13:30~14:20　５級
　14:30~15:20　４級
　15:30~16:20　３級
　16:30~17:20　準２級（２級）
※外部で受験され合格された場合も、割引適応がございますので必ず
お知らせ下さい。

時間 内容

入室~16:00 宿題・自主学習・フリータイム

16:00~16:15 ウェルカムレッスン

16:15~16:35 レッスン　１限目

16:35~16:55 レッスン　２限目

16:55~17:15 レッスン　３限目

17:15~17:20 トイレ休憩

17:20~17:40 オールイングリッシュ プレイタイム

17:40~17:50 アニマルケア・掃除

17:50~ 宿題・自主学習・フリータイム

新タイムスケジュール

おしらせ

ウィンターフェスティバルでは、書道と硬筆作品を入り口に展示致しましたが、ご覧いただけまし
たでしょうか？みんな、お父さんお母さんが見にくるから…といつもより張り切って取り組んでく
れました。1年生も入学した時に比べてとても上手になっていると感じられたのではないでしょう
か。集中力もずいぶんと伸びてきました。
今後の成長が楽しみです！来年はもっと上達した作品を展示できるように頑張ろうね！

菊地 瀬乃   6級
山本 理紗   2級
堀江 奈央   9級
池田 怜生   9級
井手 優育   9級
下柿元  誉  9級
新開  健生  4級
内田  二宮御 3級

新開健生  4級
内田 二宮御 1級
浦島 実花  1級
菊地 瀬乃  6級
下村 彩乃  6級
堀江 奈央  5級
笠井 咲希  5級

浦島 花怜  6級
井手 優育  7級
下柿元  誉  8級
東口 藍大  （幼児）9級
菊地 たいき  （幼児）9級
太田  実璃   （幼児）9級

※年長さんも小学生に向けて昇級審査を受け始めました！

ダンス（土): 発表会も無事に終わり、みんな元気爆発で最高な舞台でした！！！
踊って踊って踊りまくって、来年はさらにパワーアップしたダンスを披露するために、さらにレ
ッツ ダンシングで レッツ ゴーー！！！


