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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→

7/21.22 (土.日) サマーキャンプ
兵庫県の竹野子ども体験村へ行きます。皆でテントを
立てて、イカダづくりをしたり、日頃体験する事の無
いことばかりです。
海まで30秒！！！
海がとても綺麗です！！！

7/28 (土) 箕面祭り 19:28　出演（ダンスチーム）

8/18→25(土) 山手公園祭り　日程変更
火曜ダンス、土曜ダンスの出演決定！！！
山手公園祭りではFun Fun Kids After School も出店しま
す。是非遊びに来て下さいね♬
※山手公園祭りの日程が25日に変更になりましたので、
ご注意下さい。

サマースクールのご案内
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が盛りだくさん！　是非ご参加
下さい。

Fun Fun Tシャツの販売について
日頃の公園（土曜日、長期休暇中）、キャンプなどの校外活動や、
奉仕活動、発表会等のイベントでは当校の黄色のFun Fun Tシャツ
を着用しています。その都度有料にて貸出しておりますが（1回200
円 税別）、販売もしておりますのでご希望の方はスタッフまで、お
声かけ下さい。
130cm、150cm　各2500円　税別

前

後

おしらせこれからの主な予定

学校の宿題を自主的に！
FunFun に着いたらお友達と遊びたい！その気持ちが強く最近宿題を
後回しにする子供が増えています。スタッフが声をかけますが自主
的に行いましょう。もし宿題をし忘れているお子様がいらっしゃれ
ば、お気軽にご連絡下さい。

6/16（土）クッキングプログラム
～All English Class～

カロリーナ先生の出身国のポーランドの
クッキー作りに挑戦！
どんなクッキーが出来るかな？！

懇談会＆参観日
6/11(月)~7/6(金)は懇談週間になります。Funfunでの様
子、学校での様子、英語の学習の進捗状況、習い事の様
子など情報を共有できたらと思います。特に新入生や、
いつもお迎えに来られない方は、是非ともこの機会に、
お話出来たら嬉しいです。また、参観については、夏休
み明けの8/27 (月)～31 (金) の一週間を予定しておりま
す。詳細は後日メールでお知らせ致します。

学校での生活も落ち着き、Fun Fun でも新しい仲間と楽しく遊ぶ姿が見られます。
学年を超えて一緒に学び、遊び、協力する生活は学童ならでは！　また、外国人の先生と楽しくふれあって
る姿はFun Fun ならでは。これから暑い夏に向けてFun Fun の子ども達もスタッフも熱く英語に習い事に
頑張りましょう！



6月のレッスン

(文法クラス)Banana English Scholastics (教養クラス)

(読み書きクラス)Reading/Writing

A Class→  アップル（人称代名詞）わさび（疑問詞）
　　　　　など単語の復習。
　　　　   will do, will be, did do を使った表現。
B Class→ must do, must be, can 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。　  

A Class→  　発音(フォニックス ）
                   アルファベットライティング（ Gg~Nn )
　　　　
B Class→  単語（日常の動詞 , 学校生活、月　の単語を読む。）　
　　　　　フォニックスの母音が並んだ時の発音（oo  oi  oy )
　　　　　 学習した単語、フォニックスを使った短いお話　　　　
C Class→  動詞の過去形、形容詞の復習。
　　　　　 副詞、不定詞を使った文を読む。
　　　　　 夏に関する短い読み物。英検問題。

●テーマ『Family, Jobs, Weather and Climate』

各クラス、家族、職業、天気や気候についての単語や
会話を学びます。

多くの学校が英検を優遇！
英検は英語力の習得のみならず、入試における学科試験免除、入
学金・授業料免除や英語科目の単位認定など、学校によってさま
ざまな優遇措置を受けられるメリットがあります。自分の夢や目
標に一歩近づく事ができるこの制度を、ぜひ活用しましょう！　
※級に応じて、優遇措置がちがう場合があります。

＜中学校＞
聖母被昇天学院中学校→ [ 自己推薦 ] 3級以上
早稲田摂陵中学校→ [ 活動実績 ] 4級以上
大阪学芸高等学校付属中学校→ [ 入試＆奨学金制度 ] 3級以上
＜高等学校＞
大阪聖母女学院高等学校→ [ 一般入試 ] 3級以上
関西学院千里国際高等部→ [ 単位認定 ] 2級以上
大阪学芸高等学校→ [ 一般入試 ] 準2級以上
履正社高等学校→ [ 一般入試 ] 4級以上
関西大学高等部→ [ 一般入試 ] 準2級以上
関西大学第一高等学校→ [ 一般入試 ] 3級以上
　　　　　　　　　　　 [ 推薦入試 ] 準2級以上

全国にはこの他にも優遇校はたくさんあります。
今回箕面市の周辺の私立学校を取り上げましたが、
もちろん国公立の学校でも優遇される学校もあります。
気になる方は、英検の公式サイトで確認してみて下さい。

英検について 保護者の声
保護者の方々から、たくさん嬉しいお声をもらっています。スタッフ
の励ましのお言葉となり、またサービス向上のきっかけになります。
引き続き募集しておりますのでよろしくお願いします。

人見知りの多
い子供で、辞めたいとの発言もありましたが、楽しいレッ

スンと、先生方が気にかけてくれているので助かっています。生活の中で
も知っている単語が出てくると反応するようになりました。英語の歌

も口ずさんでいます。　　M.K

しっかり
Funfunの先生方のお名前を覚えて、できた

事、難しかった事を教えてくれます。自分なりに強みや課
題を見つけてくらたらと思っています。T.T

英語はもちろ
んいろんなアクティビティが準備されていて子供も楽しく通

っています。イベントの動画も配信してくださるので、後から親子で見て楽
しかった記憶を共有できるのもとても嬉しいです。M.H

いつもお迎え
事前確認とピックアップ後のメールを下さる事で、安心して通

わせることができており、大変ありがたく思っております。Funfunの中でのお
友達も増え、異学年とも一緒に過ごせる環境で、良い刺激を受けている

と感じます。 N.H

英会話だ
けでなく、読み書きも含めた総合的な学習の場を提供

頂けるのが、とてもありがたいです。FUNFUNに通うこと、英語を勉強
することを楽しんでいる様子も伝わってきます。N.O



5月の習い事（１）

ダンス（火):

ピアノ（月):　木村先生

空手 (水):

キューズモールイベントはお疲れ様でした！♪1回目の練習の時はなかなか進まず、大丈夫かな～と思ってましたが、本番に強い
子どもたち。練習の時から見せてほしいですね、、(笑)ウィンターの時よりも交流も出来ましたし、ソラの所は大ウケで良かっ
たです。(笑)またお祭りで合流出来るのが楽しみですね☆皆さんありがとうございました。
火曜日ダンスは、仲睦まじくお祭りへ向けての練習を始めています。1年生はとにかく頑張る、2年生は少しお姉ちゃん肌な所が
見え隠れ。中高学年は見守ったり、先生からの指示で動いてくれたり。みんなの役割がだんだん見えてきて今後も楽しみです。
またここにて実況中継させて頂きます^^

ピアノクラスにはまた新しい生徒さんが加わりました。とても楽しくレッスンを受けてくれています。四月から参加の生徒さ
ん達も両手で弾けるようになってきました。みんなそれぞれレベルアップしてくれています。ウィンターフェスティバルには
どんな曲を選ぼうかなと考えながらレッスンしています。

＜第９回　関西ジュニア新人空手道大会＞
5月27日に無事9回目の主催大会を終える事が出来ました。今回北陸地方や中部地方そして関東地方、また岡山県や広島県の中
国地方からも出場頂きました。遠いところからわざわざ来て頂きホントに感謝しております。愛知県、三重県からお越し頂き1
日審判してくださった先生方。そして変わらずお付き合いくださってる地元や関西の諸流派の先生方。何より酒谷会長はじめ日

本武道振興会の先生方や武神の先生方。皆さまのお陰でこの大会は成り立っております。ホントにありがとうございます。❗

そして1日文句も言わず朝から、いや前日準備や、スタッフミーティングから時間をあけて頑張ってくれた、最高の道場生や最
高の保護者の皆さまのお陰で無事終了致しました。
大会会長の鳴見住職、大会顧問の上島府議会議員、協賛してくださった企業を含めこの大会に関わってくださった皆さま、ホン
トにありがとうございました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（道場ブログより）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
私も毎月のように色んな試合会場に行かせていただいていますが、どの大会も運営している現場スタッフはほとんどが保護者の
方々です。
保護者の協力無くしては大会一つ成り立ちません。他のスポーツのように普段から保護者に役が割り当てられ、教室運営のお手
伝いをするという事は当道場ではありませんし、大会も本来なら保護者の方にはご負担をかけず、道場生のみで運営できると一
番いいのかもしれませんが、まだまだジュニアの多い道場のため、保護者の協力が不可欠であります。
私も一保護者の立場から申し上げますと、保護者が大会運営に携わることはとても大事な事だと感じています。何も知らない親
ほど現場で文句ばかり言ってます＾＾；これは出場する選手にも言えることです。試合に出れるのは当たり前の事ではありませ
ん。出場するための費用は必要ですし、交通費も必要です。その費用は親が出しています。また現場まで連れて行ってくれるの
も親です。その親も見えないところで、道場のサポートをしたり、子供達がより良い環境で練習や試合ができるように動いてい
ます。そして現場では、スタッフの方々が汗だくになりながら必死に運営しています。それは全て出場する“自分達”選手のため
です。試合だけに限らず普段の練習に行けるのも親のサポートがあってこそです。
そういうところに感謝ができる人間に
うちの道場生が育ってほしいと心から
願ってます。
空手をしているお子様だけでなく、フ
ァンファンに通う全てのお子様にそう
いった当たり前の事に感謝できるよう
になってもらいたいと思います＾＾



書道 (木)(金):

5月の習い事（２）

書道 硬筆
7月号掲載

ダンス（土):
キューズモールでの最高なダンスショーも終わり、次は夏祭りに向けて、花火のように子供達をダンスのビートで打ち上
げようと思います！！！2ヶ月続けて夏祭りでダンスショー！！！
リオのカーニバルよりも盛り上がること間違いなしですね！！！オブリガード！！！

5月のキンダークラス

新一年は、５月で疲れが見えて気が緩んでいましたが、６月になり小学校とFun Funのリズムに慣れてきて、またしっかり
取り組めるようになってきました。今年の1年生は意外にも男の子が集中力があります。例年とちょっと違いますね^ ^
これからが楽しみです！
６月は昇段試験です。1級以上の人は３ヶ月に一回のチャンス！頑張りましょう！

大越  美空   8級
濱崎  絢菜   9級
前川  大輔   9級
遠近  天詩   5級
市原  美佳   ★写真版掲載（1級）
下柿元  誉   5級
藤谷  詠  3級
菊地 瀬乃  3級
湯浅  慶祐  9級

堀江 奈央  6級
遠近 天詩  6級
吉良 伊織  7級
橋本  湊     7級
湯浅  慶祐  9級

写真版掲載おめでとう！
市原美佳ちゃん（小2）

水やり、クラフト、カ
ードゲーム、体を使って
楽しく英語を覚えたよ！

5/19のQ’s Mallのイベン
トの無事終わりました！

新サタデースクール


