
　　　　第36号
発行日：平成30年7月７日
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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→

●ペットボトル&缶収集のお願い
　　　　　　　　　　　　”500mlペットボトル”と
　　　　　　　　　　　　”350ml缶”を夏休みのイベント
　　　　　　　　　　　　で使うので、集めています。
　　　　　　　　　　　　ご協力よろしくお願いします。

おしらせ

JC先生
新スタッフ紹介！

It’s lovely to meet you all!
Here at the Fun Fun Kids After-
school, staff, including myself, 
understand our unique know-how 
about how to enable Japanese 
kids to become familiar, not only 
with the language of, but also 
with the culture of English-
speaking countries.
With our interesting way of 
teaching, English would be all 
yours.
Get ready for exciting adventure 
at the Fun Fun Kids After-school!

今後の予定

●７/２８.２９（土•日）箕面まつり 
場所：芦原公園
時間：２８日 １４：４５～２１：３０
　　　２９日 １４：４５～２１：００ 
火曜ダンス、土曜ダンスチームの出演は２８日（土)
１９：２８からです！たくさんの出店があり、とても
楽しいです。

●８/２５（土）山手公園まつり
場所：山手公園
　（Fun Fun の上にある山手公園で開催されるお祭り夜景も絶景です。）

時間：１６：００～２１：００
火曜ダンス、土曜ダンスチームの出演は１８：３０ごろ
予定（まだ未定）です。Fun Fun も出店します。
フライドポテト、アメリカンドック、チキンナゲット、
ジュースを販売。
※サタデークラスの子供達は、
午後から１４：３０～１５：４５で
英語のレッスンをしてから、
お祭りに遊びに行きます。

一学期もあと少し。お待ちかねの夏休み、FunFunではサマーキャンプ、お祭りに加え、クッキング、クラフト、ゲーム
大会などの毎日日替りのイベントが盛り沢山です！またレッスンでは、一学期の復習を含めた内容です。普段のレッスン
で少し遅れがちな子供さんはみんなに追いつく絶好のチャンスです。このチャンスを掴むも自分次第！遊びも勉強も、全
力で楽しもう！！！

●サマースクールのご案内とお願い 
夏休み期間中は午前は英検に関する特別レッスン、
午後は一学期の復習も踏まえた通常レッスンとなります。
夏休みは子供にとっても大切な時期で、夏休みにしっかり
頑張った子は必ず伸びます。
夏休みは詰めてレッスンに来てくれるお子様も多く一気に
レベルの差が生じる時でもあります。
実際に、去年夏休み前はクラスで少し遅れ気味の子でも、
追加利用で、みんなより多く英語に触れた子は、先生達も
驚くほどの成長を見せました。逆に、夏休み前はクラスの
トップレベルだった子が、週に一回午後のレッスンのみ
で、自身の英語を維持できなかった子もいました。
そこで、夏休み期間中は、追加利用のオプションも活用し
ながら、なるべく参加頂き、英語力をぐんっと伸ばしても
らえたらと思います。



7月のレッスン

6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 Scholastics (教養クラス)

●テーマ『Farm animals, Ocean animals, Animal Body 
parts, Habitants 』

各クラス、動物、動物の体や環境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）
　　　　　  ライティング　Oo~Zz 
　　　　　　３文字単語を読む練習
    
　　　　
B Class→  単語（場所：家　町の建物　自然　　交通機関　）　
                  上の単語を使った短い文章を読む
　　　　　フォニックスの母音が並んだ時の発音 oo oy ow
　　　　　　　　　　
C Class→   動詞の過去形の復習。　
　　　　　　to doを使った文章を読む
　　　　　  夏休みに関する短いお話　　　英検問題

A Class→  フラッシュカードで単語を復習。
　　　　    will do, will be, did do の復習。
               can do, can be
B Class→ do does, have has　　　　　　
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。　  

●英検合格者
５級　玉置あやね　（小５）
　　　大江ななは　（小５）
　　　奥田まなみ　（小５）
合格おめでとう！これも日々の積み重ねの成果です。
また、英検合格割引もございますので、合格のお知ら
せがまだお済みでない方は、メールでも結構ですので
お知らせください。

●１０月英検
１０月の英検では、FunFunは準会場となり、普段レッスン
を受けている教室で、緊張しすぎる事なく、受験が出来ま
す。英検受験を考えている方、英検対策講座希望の方は、
お知らせください。基本は土曜日の講座ですが、平日でも
対応可能な曜日もございます。
試験時間など詳細事項は、決まり次第お知らせさせて頂き
ます。

英検について

ピーマンの収
穫があったよ♪
トマトももうすぐ
かな＾＾



6月の習い事（１）

ダンス（火):

ピアノ（月):

空手 (水):

ダンス（土):

こんにちは。皆さん地震は大丈夫だったでしょうか。子ども達に話を聞くとあんまり怖がってはいなさそうですが、、(笑)
今後も被害のない事を祈ります。
さて、振り付けの進んでいるTLC-Ain´t 2 Proud 2 Beg☆☆☆みんなのスキルがとても上達してきていて、なおみさんにも驚かれた程
です☆今回は人数も増えたので構成も細かく取り入れました。それについて来てくれる子ども達には感謝です！親御さんもお時間が
ありましたら、ぜひ覗きに来てください。^ ^

＜合宿の日程＞
日程：８月４、５日　　　場所：香川県
今年は、４年前に行った香川で、うどん作りや海水浴もあります♪合宿と聞くと練習漬けという風な想像をしますが、そんな事
はありません。練習も一応？ありますが、楽しい事が９割です＾＾普段、面識のない他の支部のお友達ができたり、色んな経験
ができたりと、空手の合宿だからこその試練と楽しみがあります！基本的には全員参加の行事になっていますので、予定を調整
していただきご参加下さい。また、夏期昇級審査会はこの合宿に参加した人しか受けることができないのでご注意下さい。

「努力は裏切らない」という言葉があります。これは努力の全てが結果に繋がるという訳ではなく、努力の一つ一つが必ず力に
なっているということです。「努力」というは、地道で道のりが長い分、結果が出ないと無駄に感じてしまうことがあります。
しかし、結果のために頑張っているのは事実としても、そのプロセスがとても大事だと思います。これは努力している最中には
なかなか実感が沸かないものですが、年数が経った時、その当時した努力が身を助けることもあります。
“「天才」は９９%の努力と１％の才能からできている”　この言葉は私がとても好きな言葉です。
努力をし続ければ、「天才」にほど近い自分に登り詰める事ができると思います。逆にどんな才能を持っていても、努力をしな
ければ天才にはなれません。
天才になる必要はないかもしれませんが、なりたい自分がいるのであれば、それは努力次第で叶うと信じています。

＜試合結果＞
６月２３日（土）に極真会館の全国大会である、
「グランドチャンピオン決定戦」にて、若林泰輝君がベスト８に
入賞しました。この大会は、北海道から沖縄の予選大会で優勝、
準優勝した子達だけが出場できる歴史ある大会です。
その大舞台で入賞できた事はとても素晴らしいですね。
地道な努力の継続の結果ですね＾＾

おめでとう！

わっつあ～～～っぷ！！！サタデーダンスクラスです！！！
みなさん地震は大丈夫でしたか？我が家はCD棚が倒れまして、CDの雪崩が発生しました(ToT)
そんな地震も吹き飛ばすかのように、子供達は元気に夏祭りのダンスに向けて、踊って踊って踊りまくっております！！！
本番までもう少し！！！お祭りよりもお祭り騒ぎで、レッツダンシ～～ング！！！

ピアノクラスでは、生徒さん全員のウィンターフェスティバルで発表する曲が決まりました。
今、練習している曲より難しい曲に挑戦します。今から練習して、本番で今までの練習の成果を発表するというのは、自分でゴールを
決めて、そのために努力する過程が大切だということを経験するいい機会になると思います。生徒さんの頑張りに期待しています！



書道 (木)(金):

6月の習い事（２）

書道 硬筆
８月号掲載

新サタデースクールの様子

オールイングリッシュ
クラスはポーランドの
伝統的お菓子”コアチ
キ”を作りました！！！

ベーシッククラスは
アメリカンクッキー
を作りました！

３ヶ月に1回の昇段試験（1級以上の人は３ヶ月に1回しか昇級のチャンスがありません。）の結果が出ました！
な、な、なんと季未ちゃんが書道5段になりました！素晴らしい！私の小学生での最高記録が抜かれてしまいましたー！（笑
ですが、とても嬉しいです！また、奈南花ちゃんも書道、硬筆共に昇段してました。おめでとう！さすがに6年生になると、
言われなくても練習の時も喋らず集中して書いているので、その結果が出ています。
2.3年生は遊びたい気持ちが強く適当にささっと終わらせて2階へ上がってしまう子が多くなっています。きっと自分でも最近
昇級していないなあと思っているはずです。適当にやっても時間がもったいないだけです。短い時間です。集中してやれば必
ず結果はついてきます。諦めずに頑張りましょう！

牛   楽涛      9級
荒木 健太朗  9級
中井  優花     9級
大越  美空   7級
菊地  泰己   5級
濱崎  絢菜   8級
池田  怜生    4級
笠井  咲希  2級

尾本  結佳子   3級
笠井   咲希   6級
下柿元  誉     6級
菊地  瀬乃   2級
湯浅  慶祐  8級
梅林  季未   5段
門田  奈南花 2段

前川  大輔   8級
遠近  天詩   4級
下柿元  誉   4級
橋本  湊      4級
藤谷  詠  2級
梅林  優花  2段
菊地 瀬乃  2級
湯浅  慶祐  8級
門田  奈南花  4段

◎
◎

◎


