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4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→

帰りのお迎え
入口横のインターフォンを押して、お子様のお名前をお伝え下
さい。スタッフがお子様を下まで送りだし致しますので、1階玄
関でお待ち下さい。
※自力入室の方も入室の際はインターフォンを押してお子様を中
に入れて下さい。

箕面の滝&お泊まりイベントの延期
5/12(土)に予定しておりましたが、箕面の滝の工事と翌週に急遽
イベントが入った関係で、延期とさせて頂きます。夏休みか夏
休み明けに実施したいと思いますので、ご理解の程よろしくお
願いいたします。

入室
手洗いうがい

5月頃までは、手洗
いうがいの声かけな
どサポートします。

ウェルカムレッスン
英語で簡単な挨拶や単語でウ
ォーミングアップをします。

フリータイム
宿題が終わったお友達や、先生と
遊びます！かくれんぼ、鬼ごっこ
トランプ、ぬりえ等色んな遊びで、
レッスン前に楽しみます♡

宿題

掃除、アニマルケア
Aクラス→机&椅子拭き
Bクラス→床掃除
Cクラス→アニマルケア

レッスン
16:15-35 Lesson 1限目
16:35-55 Lesson 2限目
16:55-17:15 Lesson 3限目

トイレ休憩

フリータイム
残っている子と先生で遊んだ
り、英語のアニメを見たりし
て、お迎えを待ちます。

オールイングリッシュ
プレイタイム

外国人講師と英語のみで遊びます。難し
い英語は一切必要ありません！氷鬼など
みんなが好きな遊びをしたり、先生オリ
ジナルのゲームで遊んだりします。

1日の流れ

駐車禁止区域
FUNFUNの駐車場が満車の場合は、
FUNFUNの建物の横を超えた、小学
校とFUNFUNの間の坂道にお願いし
ます。※FUNFUN建物横の信号付近
は、他の方の妨げとなる為、もう少
し先の所へ駐車下さい。

5/19 Q’s Mallのイベント
急遽FUNFUNが参加させて頂くことになりました。サタデース
クールの子達がスモアやドリンクを英語を使って販売したり、
舞台ではダンスパフォーマンスもします。英語を使っての接客は
ドキドキですね♬イベント予定時間は14時～17時です。

おしらせ

サマーキャンプ
今年は兵庫県竹野で、地引き網体験、干物作り体験など、先生
達も初体験のことばかりです。みなさん7/21.22の予定の確保は
大丈夫でしょうか？！また詳細が決定次第お知らせ致します。

アパート

駐
禁
区
域

駐禁区域

萱野北小学校

最初はドキドキ不安だった新会員のお友達も徐々にFun Fun の生活に慣れ、今では上級生のお兄さん、お姉さんに
負けないぐらい賑やかな毎日を送っています。新しいお友達も出来、先生との会話も少しずつ増えて来た様子。
上級生の子ども達も下級生の面倒を見たり、教えたりと去年よりも成長した姿が見られスタッフも喜びを感じてま
す。またマンスリーには重要なお知らせもございますので、必ず読んで頂けますようお願いします。

アットホームな雰囲気のFunfunで、元気いっ
ぱいな子どもたちと一緒に英語を学ぶことがで
き、私自身とても楽しく過ごしています！彼らか
ら学ぶことも多くあり、毎回新鮮な気持ちになり
ます。みんなで楽しくレッスンできるよう、全力で
サポートいたします！！

Midori 先生　（バイリンガル講師）
新スタッフ紹介！



5月のレッスン

４月のキンダークラス

(読み書きクラス)Reading/Writing

(文法クラス)Banana English

今年も
ガーデニングを
始めました♪

カードで
数字のゲーム
です！

絵の具を使って
実験です！！
赤と青で何色に
なったかな？！

Scholastics (教養クラス)

●テーマ『School, Daily, Family』

各クラス、学校や日常生活、家族の事についての単語や
会話を学びます。

A Class→  アルファベットの名前と発音(フォニックス）
　　　　
B Class→  単語（日常の動詞、形容詞、曜日、季節が読める）　
　　　　　フォニックスの母音が並んだ時の発音
　　　　　短い話　　　　　　
C Class→   動詞の過去形の復習。
　　　　　  形容詞 [ 比較級、最上級 ] を使った文章を読む。
　　　　　  物語、ニュース
　

A Class→  フラッシュカードで単語を復習。
　　　　    will do, will be, did do
               少しずつ文を作る練習をします。
B Class→ might do, might be, could do　　　　　　
C Class→ A.B.Cクラスのカリキュラムを総合的に学び
　　　　　実践的な会話の練習。　  



4月の習い事（１）

ダンス（火):

ピアノ（月):

空手 (水):

ダンス（土): どーも！！！サタデーダンスクラスです！！！
みんなの踊りも少しずつ上達してきて、最近はウインドミルという、床で体を回転させる技を練習し
だしてます！！！まだまだ道のりは長そうですが、みんな楽しく練習できてるので、いがいと早くク
ルクル回れそうな春の予感です！！！そんな感じで、今月もレッツ ダンシ～～ング！！！

4月から新しい生徒さんが増えました。最初は緊張していましたが、最近はレッスンにも慣れて、初めて
ピアノを習う生徒さんですが、両手を使って弾いています。これからどんどん上達してくれるのではと期
待しています！

４月は新学年の試合がスタートします。予選大会も早速始まりました。上級クラスの子達は春休みも
しっかり練習して試合に備えて、各大会で結果を出してました！如意谷道場からも６年の若林泰輝君
がリアルチャンピオンシップ大会の予選に出場しました。
一緒に出場したメンバーもしっかり入賞してました！他の大会の結果などは道場のブログでも随時報
告させていただいていますのでご覧下さい。
さて、今年も新しい１年が始まりました。体験もチラホラと入り始めました。
新１年生は、色んな環境が一気に変わり、様々な新しい事が始まり、体調を崩すお子さんも多いで
す。
無理ぜず、様子を見ながらでいいので、ゆっくり始めていきましょう＾＾
そして、２月に昇段審査を受けた私、
若林泰孝（スクール長）の黒帯の認定式が行われました。
長男が空手を始めたことをきっかけに入門し、早７年。
地道な努力が実った瞬間でもあります！
これからまた新たな空手道がスタート致します。
引き続き精進して参りますのでよろしくお願い致します。
私のように、子供の入門をきっかけに空手を始めるお父様、
お母様もすごく増えています。
興味のある方はお気軽にお問い合せ下さい。

大会結果
京都ジュニア空手道　
リアルチャンピオンシップ選抜大会
６年男子　軽量の部　優勝　　若林泰輝君

いよいよ、五月に突入しましたね！シールシートを始めてみました。喜んでくれていますでしょうか？
これで、出来る事がどんどん増えると嬉しいです♪
もう少ししたら、お祭りに向けての振り付けを始めます。頑張っていきましょ～☆☆☆



書道 (木)(金):

4月の習い事（２）

書道 硬筆
5月号掲載

新サタデースクールの様子

堀江 奈央  7級
遠近 天詩 8級
吉良 伊織  8級
池田 怜生   7級
尾本 結佳子  4級
笠井 咲希  8級
下柿元  誉  7級
井出 優育  8級

浦島 花怜  8級
橋本  湊    8級
篠塚 一花  4級
清水 太智  2級
山本  理紗 1級
村上  知駿  1級
藤谷 詠   3級
菊地 瀬乃  4級
新開  健生 3級

東口 藍大 7級
菊地 泰己 7級
太田 実璃 7級
堀江 奈央 3級
遠近 天誌 6級
吉良 伊織   6級
池田 怜生 5級
尾本 結佳子   初段
市原 美佳   1級
笠井  咲希  3級
井手  優育  5級

浦島   花怜  4級
橋本   湊      5級
清水  太智    2級
村上  知駿    2級
間島  悠仁   4級
菊地   瀬乃   4級
大橋  和佳    2段
玉置  彩音   2段
梅林 季未    3段
新開  健生   3級
門田  奈南花  3段

新1年生が入ってきて、早１ヶ月が経とうとしています。新一年生は少し慣れてきたのと、緊張もとけてき
て、だんだんと書くスピードが早くなり、すぐに課題を終わらせてしまう人が増えてきました。まずは、お手
本を見てゆっくり丁寧に書くことをしっかり身につけてほしいと思います。ご自宅でお子様が漢字やひらがな
の宿題をする時には、ゆっくり丁寧に書くよう声かけをしていただけると徐々に身について来るかと思います
ので、ご協力よろしくお願いします。
今回は昇級、昇段試験に合格した子がたくさんいます。しばらく停滞していた子も上がった子がたくさんいま
す！継続は力なり！コツコツ頑張りましょう。

All English Class
午前中はプログラミングのためのキーボードタイピングの練習と
５月キューズモールでのイベントにむけて英語での接客の練習。
午後からはFun Fun TV制作に向けて撮影の勉強、練習をしていま
す。各プログラム中はもちろん、フリータイム、ランチタイムも
英語で頑張っています。

Basic Class
LME. スコラスティック、リーディングのレッスン。
レッスンが英語で行われる事が増えてきたので、
子供達も集中して聞いています。
フリータイム、ランチタイムも英語で話そうという姿勢が
よく見られます。


