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「Kids&Mom（キッズアンドマム）」は、子育て中のママたちが
キッズ ＆ マ ム

気になるテーマを毎月ピックアップして、専門家の方にお話を
伺う子育て応援特集です。

楽しい子育てで子どもは伸びる②

言い方を変えてみると、前向きな子になれる

公立小学校で２３年間教師を務めた経験と知識を少しでも子育てに役立ててもらいたい
と、メールマガジン「親力で決まる子供の将来」を発行する教育評論家の親野智可等さ
ん。先月に引き続き、今回は子どもへのそもそもの接し方についてお話してもらいました。

否定的な言い方を
やめてみる

子どもに親の愛情を
実感させよう

部分に注目して
褒めてみよう

「○○するといいよ」
などの
肯定的な言葉や「 ○○が
上手だね。○○をがんばっ
ているね」
などのほめる言葉
をつかうようにすると子ども
は心が開いて素直に聞こう
という気持ちになります。

そうやって、肯定的な言葉
をかけ続けると、子どもは親
の愛情を実感できるように
なるので、
何でもがんばる気
力がわいてきます。逆に自
分を批難される言葉がけを
されるとやる気を失います。

ほめることのが難しいという
親御さんにお薦めしたいの
が〝部分に注目してほめる〟
方法。例えば書き取り帳を
見て小言を言いたくなったと
きも、
「この
『空』
という字、
上
手だね。この字もいいね」
と、
まず部分をほめます。
どう
しても直させたい字があると
きは、
十分ほめたあとで
「じゃ
あ、
これだけ直そう」
と言えば
喜んで直してくれますよ。

否定的な言葉がけが口癖になっていませんか?
Proﬁle

私の生徒の中に、
毎日、
朝起きたところからずーっとお母さん
に叱られている小学3年生の男の子が居ました。
「朝起きるの
が遅い! いつまでダラダラご飯食べているの? 顔は洗ったの?
ボロボロこぼさない! 学校のプリントは出したの? 」等々、
それは
もう矢継ぎ早に言われるそうです。
これは朝の会の3分スピー
チで彼自身がおもしろおかしく発表してくれたのですが、教室
内は大爆笑でした。
その時、他の子どもたちの共感がすごかっ
教育評論家

たことに驚きました。彼ほどでなくても、多かれ少なかれみんな

親野 智可等 さん

似たような環境に置かれていることがわかりました。
［取材協力］
教育評論家

おやの

楽しい子育てのヒントに!
親野先生著書の一冊。

ちから

親野智可等

思って言っているのですが、
否定的に言うことが口癖になってし
まっているようでした。
これを言われ続けると、
子どもは自分に自信

出版社：PHP研究所

無料で読める子育てメルマガも配信中!
公式ホームページ 「親力」

を持てなくなり、
「どうせ、
僕なんかダメだ」
と自己肯定感がボロボロ

単行本：174ページ

http://www.oyaryoku.jp

定価:1,188円
（税込）

になり、
ちょっと壁があると乗り越えられない子になってしまいます。

Amazon等で発売中

思い当たるお母さん、
今日から少し言い方を変えてみませんか?

電話またはメールでお早めにご予約を
※学童クラスは各曜日、各クラス定員10名まで

プチ消しゴム
プレゼント

（11月末まで）
千里丘
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芦森工業

206-6170-5578

メール/ info@english-iec.com

ハロウィンパーティーなど、楽しいイ
ベントが盛りだくさんなのも魅力。異
文化にふれながら、先生や友だちと
交流を深められる。

■募集クラス ※料金は1ヶ月の授業料、すべて税別
月～金曜日の学童クラス
サタデースクール
通常月 14時～19時
10時～16時半 16,000円
週2回 25,000円～
上級クラス
週3回 33,000円～
週4回 40,000円～
（英検準2級、2級レベル）
週5回 46,000円～
水18時～/土16時半～
9,000円
夏休み、冬休み期間 9時～18時
週2回 32,000円～

特典「シティライフを見た」 （11/26（土）
まで）
1、入会金15,000円（税別）→全額免除
体験レッスン後即日入会のみ
※即日入会以外は50%OFF
2、2016年度教材費50%OFF
3、入会セットプレゼント
4、スクールバッグ（小学6年生まで）プレゼント

※詳しくは、
ホームページにて

対象年齢：年少～中学生
（一部教室により異なります）
送迎エリア：吹田市、豊中市、
箕面市、茨木市の当校指定地域
※対象地域の詳細については、当校HPをご覧ください。

●豊中校

千里阪急ビル
モノレール

ルミエール
豊中4F
ホテルアイボリー
近畿大阪銀行

豊中市本町3-1-57 ルミエール豊中4F
受付/11時～19時（土曜・10時～18時）
月・日・祝定休
至蛍池

206-6858-5571

セルシー

千里阪急
ホテル

P

千里山病院

エッソ

公園
交差点

206-6833-0507

薬局

池田泉州ＢＫ

至梅田

阪急オアシス

新御堂筋

緑地公園駅

至千里中央
P

千里中央

http://english-w.jp

センチューパル

豊中市新千里東町1-1-5
大阪モノレール
大阪モノレール千里中央ビル6F
千里中央ビル
受付/10時～21時（土曜：10時～18時）
6F
中央環状
日・祝定休

[姉妹校]高槻校、茨木校、塚口校、天王寺校

豊中市東寺内町5-38
緑地東タハシハイツ
受付/11時～19時（土曜・10時～18時）
月・日・祝定休

●千里中央校

旧千里大丸
プラザ

イングリッシュワールド

新御堂筋

※各特典利用は、
レッスンを3か月以上継続される方に限る

206-6338-5554

ベビーサインクラス開講

英語力向上はもちろん、一人ひとりの子ども
の成長を考えてくれるフォロー体制で保護者満
足度が９６％と非常に高い同スクール。人気の
ベビーコースは１歳半から展開。
３歳以上のコー
スでは
‘’
聞く
・話す・読む・書く
‘’
の英語４技能を総
合的に伸ばすカリキュラムが特徴です。成果を
実感できる成績表や参観、
毎月のレッスンカリキ
ュラムがもらえるのも嬉しい。英検や資格取得コ
ース、
イベントも盛り沢山。
まずは体験レッスンへ！
！
かり
助
大
て
バスもあっ

▲明るく元気な先生と一緒に英語を勉強しよう
！

●緑地公園校

内容：楽しい英語音楽( キーボードの
生伴奏) を使って、
リズムに合わせて
ジャンプ、
ウオーク、
ラン。お耳と体の
動きを通して英語を学習。

学校から自宅付近までの送迎あり

1歳半～英語耳を作り発音もばっちり
楽しみながら伸びる最高環境

英 会話スクール

英検、英検Jr. 受験会場認定校

1・2歳ママと一緒クラス開講

ネイティブ教師と日本人講師の
ペアティーチング

※ご希望の方には昼食の弁当を1食350円で用意

http://english-iec.com

豊中

教室はアットホームな雰囲気で、
先生も子どももみんな仲良し！楽
しみながら、
自然にぐんぐん能力
が伸びるそう。

るネイティブの先生たち 徒 も 。さらに、保 護 者の
と過ごすなかで、会話能 要望に応え、学童クラス
力が確実に育まれ、積極 で、
算数・国語クラスを新
的に英 語 を 話 すように たに開 設 。英 語に加え 、
なるという。
算 数の計 算 力や文 章 問
題を解く力、
国語の漢字
英検取得に適した環境 や読解力も養ってもらえ
算数・英語クラスも開設 る 。学 童 の 時 間 内 で 実

レベルに応じたレッスンを実施。学童クラスには、入門クラス・
初級クラス・中級クラスに加えて帰国子女クラスを設けてい
る。
それぞれスピーキングやリスニング、
テキストを使ったライティ
ング、
リーディングとバランスよく英語の4技能を育む。

同スクールは英検合格 施 、追 加 の 授 業 料 はな
者 も 多 数 輩 出している し。体 験レッスンも 随 時
アットホームで楽
（ 英 検のみのクラスもあ 開催中。
り）
。ネイティブ先生との しい雰囲気の教室をぜひ
日々の会話で耳にするフ 一度のぞいてみて。
レーズは英検にも頻出す
るので、子どもたちは試
験 本 番で自 分の実 力を
存分に発揮できるそう。
フォニックスや読み書きに
も力を入れており、
わず
か半 年で 英 検５級に合
格した小 学１年 生の生

特典「シティライフ見た」
と
体験会参加の方に

英語の
学童保育

毎日英語にふれられる学童保育
バランスよく４技能を伸ばす
算数・国語クラスもスタート

※見学のみも可

学童保育スタイルで
確実に英語力を養う

小 学 校や幼 稚 園の後
に 学 童 保 育 のスタイル
で、毎 日たっぷり英 語を
学べるのがここ。独 自の
カリキュラムにそって、ネ
イティブ教 師と中 学・高
校 英 語 教 諭 第１種 免 許
を 持つ日 本 人 教 師がき
め細やかに指導。英語の
アクティビティーを 通し
て、楽しみながら「 聞く・
話す・書く・読む」の４技
能をしっかり身につけら
れる。英語力を伸ばすに
は、留学のように英語だ
けの環境に身を置くのが
最も効果的。その点 、同
スクールでは日本の中学・
高 校での指 導 経 験 もあ

2017年度新規生募集
1日スクール体験会実施中
平日16時～18時
土曜10時～15時

おやの ちから / 公立小学校
で２３年間教師を務めた経験と
知識を、子育てに役立ててもら
いたいと始めたメールマガジン
が大人気。全国の学校や自治
体での講演活動も多数。

しつけに厳しい真面目なお母さんにありがちな行動で、
子どもを

至吹田
至南茨木

ケンタッキー
フライドチキン
国道176号

豊中駅

阪急宝塚線 エトレとよなか

至梅田

上記を通じて、発達に不安のあるお子様や障がいを抱えるお子様を、
個々の特性に応じて支援いたします。

国家資格保持者が実施する
機能訓練等。

平日は19時まで。
土日祝は18時まで利用可。

将来の就職に役立つ療育。

車による送迎もOK。

日曜・祝日も利用可能。

昼食・夕食のご提供。

未来放課後デイサービス

吹田市南金田1-4-11 寿恵広マンション102
営/月～金 11時～19時 土日祝 10時～18時
●定員：1日10名 ●利用対象：3歳～18歳

お菓子作りや
料理教室、
また某有
名テーマパークで勤
務していたスタッフ
が教えるプロの
掃除教室なども
行います。

