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［取材協力］

全日本家庭教育研究会
教育図書出版 株式会社 新学社
京都市山科区
東野中井ノ上町11-39
http://www.popy.jp/ ポピー公式　　で検索

● 幼児ポピー「ポピっこ」

全日本家庭教育研究会
教育対話主事

神村 眞知子先生
【略歴】
元 京都市立清水小学校校長・　  
　 市原野小学校校長
元 京都市教育委員会学習部　　
　 首席社会教育主事
元 京都市小学校国語研究会 総務
元 京都市小学校NIE（教育に新聞を）
　  実践研究会 副会長
現在、全日本家庭教育研究会
京都本部 教育対話主事　

P r o fi l e

キッズ＆マム

わが子に育んでほしい力は、人生を自分の力で切り拓いていく「生きる力」。幼
児期や小学校低学年の頃に親と子がしっかりと関わり、様々なことを教えてい
く「家庭教育」の大切さが、今見直されています。44年の歴史を持つ家庭教育
のパイオニア「全家研ポピー」の神村先生にお話を伺いました。

「Kids&Mom（キッズアンドマム）」は、子育て中のママたちが
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。

　「ポピーの教材を、親子で1日10分取り組むことで、その後
のお子さんの成長に必ず良い影響を与えることができると思
います。いちばん大好きなお母さん等に大きな花まるをもらって、
ほめてもらうことで、子どもたちは自己肯定感を育んでいくから
です」と神村先生。幼児ポピーの「ポピっこ」は、脳の専門家
篠原菊紀先生監修のもと、「こころ・あたま・からだ」をバランス
よく育てるように作成されていて、子どもたちが〝学ぶことって
楽しいんだ〟と実感できるようになっている。
　そんな幼児期の土台づくりを経て、小学校入学後は「小学
ポピー」へ。こちらは教科書ごとの教材が揃っているので、学
校の教科書と同じものを学ぶことができる。「ポピーを親子で
やっていると、お子さんが今、学校でどういうことを学んでいる
のかがわかります。ポピーをツールにして、親子の時間を育みな
がら、自ら学ぶ習慣を身につけて行ってほしいですね」。

おためし見本（無料）受付中！ 

「いちばんの先生は家庭にいます」
親子で積み重ねた習慣と学力が将来に役立つ

　親子のふれあいを通じ、ふだんの生活からい
ろいろなことを学ぶきっかけ作りを、と考えられた
教材。知的な部分だけでなく、心や意欲、体の
動きも統括する「脳」をバランスよく育てることに
よって、学習に適した土台を培います。

　小学生向け教材「小学ポピー」は学校の教
科書にそった内容なので学校で習ったことがし
っかり復習でき、理解度が深まります。ワークの
後に、理解を確認する「まんてんチェック」のペ
ージや毎月のテストで再確認できます。

70120-627-700 
※申込番号HSL01のお伝えを

申し込み方法
（電話受付／平日の9時半～18時）

スマホサイト

スマホで
アクセス！

※各申込み先で申込番号を
　問われた場合は、この番号
　のお伝えを。

ホームページ　
www.popy.jp/mihon/ 

お申込番号 HSL01

● 小学ポピー

　ポピーの教材をほぼ毎朝頑張っています。授
業のわからなかった事も家で確認できるし、教材
を開くと左側に教科書のまとめ、右側に問題が
あって、わからないことが確認できる。そのおかげ
で、「わからない」がそのままにならず、100点がと

れていると思います。兄達は、勉強の習慣がうま
くつかずに中学で困りました。そこで小さい頃から
の習慣が大切だと思い、ポピーに入会しました。
学校教材に近く、とてもシンプル。1日の学習量
がわかりやすいのがよいと思います。

小さい頃からの習慣が大切 千葉県Hさん姉妹

システム会費 各980円（月額・税込）

小学1・2年生（国語・算数・生活科）2,700円・2,800円
小学3～6年生（国語・算数・理科・社会）3,100円～3,400円

　幼児期の足は骨の発達が早く、この時
期に間違った靴選びや成長スピードに合
わない靴を履き続けると、足型に歪みが生
じて浮き指や外反母趾・O脚などの原因に
なることも。同店では上級シューフィッター
が足の計測を行い、
子ども一人ひとりに
あった正しいサイズ
や靴の種類を丁寧
に教えてくれる。2月
からはasicsスクス
クシリーズ春の新作
も揃うので、この機
会にぜひ。

（右）「じっとすることが難しいこの年代
の小さなお子さまの足は、機械計測だ
と正確に測るのが難しいので、当店で
は正確な計測ができるフットゲージで
の手計測やフットプリントの採取を行
っています」と大持店長。

大切な子どもの
成長に合わせた靴選びを

　　

キッズシューズ

特典
「シティライフを見た」で
キッズシューズお買い上げの方、スクスクオリジナル、
キッズ身長計を先着20名にプレゼント！
さらにママのお手持ち靴を無料で補正サービス！
（2月末まで）

　　オーモチ靴店
高槻

2072-683-1313
　　　　　　　

高槻市芥川町1-10-4
営／10時～20時 　定休日なし　

オーモチ靴店   で検索
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　60年以上の実績を持つカワイ音楽教室のリトミ
ック。1歳から4歳まで年齢にあわせたカリキュラムが
あり、考える力や感じる力、豊かな感性などの"個性"
が育まれると評判だ。ただいま春募集に向けての無
料体験・見学会が実施されるので、気になったらまず
は問い合わせをしてみよう！

カワイのリトミックで"個育て"をはじめよう
まずは無料の体験・見学会へリトミック・ピアノ

カワイ音楽教室茨木・高槻

2072-635-8866
http://www.kawai.co.jp

茨木センター　茨木市双葉町8-1  奥村ビル5F
高槻センター　高槻市紺屋町7-9  JR高槻駅前松坂屋南口前
高槻宮之川原教室　高槻市宮之川原5-20-1 サボイ清水店2F
その他、高槻大樋町・高槻藤の里町・茨木総持寺駅前町にも教室あり
問合わせ・茨木センター/火～土（日・月・祝除く）10～17時

カワイ音楽教室  でも検索可能

①無料体験会・見学会参加で
　　入会お申込みの方、
　入会金40％OFF！
②ピアノチャレンジお申込み
　授業料(7,560円～)→半額に！
　さらに正規コース入学時の
　入会金40％OFF！
③さらにHPから体験お申し込みの方は
　全コース入会金540円OFF！
　　　　　　　　　　　 　(2月末まで)

3/14(火)10:00～
3/16(木)10:00～
3/18(土)10:00～

3/14(火)11:00～
3/16(木)11:00～
3/18(土)11:00～

4/8(土)  15:15～
4/10(月)15:30～

3/17(金)16:30～
3/9(木)  11:00～
3/15(水)11:00～
3/18(土)11:00～
3/21(火)11:00～

3/9(木)  10:10～
3/15(水)10:10～
3/18(土)10:10～
3/21(火)10:10～

3/16(木)15:00～
3/18(土)14:00～

3/9(木)  16:00～
3/15(水)14:30～

4/11(火)14:20～
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くるくるクラブ
H26.4.2～
H27.4.1生

クーちゃんランド
H27.4.2～
H28.4.1生

3歳ピコルわーるど
H25.4.2～
H26.4.1生

4歳ピコルわーるど
H24.4.2～
H25.4.1生

リトミック無料体験・見学会レッスンの日程 特典
「シティライフを見た」と予約で

ピアノ
チャレンジ

4歳からのお試し
1ヶ月（3回）

個人レッスンも
好評受付中！

宮之川原

ゲームは昔のファミコンから最
新機種まで、壊れた本体や箱・
説明書のない昔のソフトでも。

受/9時～20時　年中無休
古物許可No．大阪府公安委員会
第622010123619号

70120-977-719  https://toy-kaitoru.com/

ディズニー英語システム・七田式・中央出版など買取例は
多数。資格取得教材（フォーサイト・TAC）、有名塾の教材
や通信教育教材・知育玩具なども。

　使わなくなった子ども用教材やおもちゃ、ゲーム
などが自宅に眠っているなら、無料で出張買取をし
てくれる「トレジャー」に相談するのがオススメ！年間
50万点以上の買取実績を誇り、使用済みや欠品
のある教材でも査定OK。教材だけでなく、30年以
上前のゲーム機やソフト、子ども服など買取対象は
様々で、高額査定なのも嬉しいポイント。コレクショ
ン品など数十万円の買取や、業者さんからの依頼
も大歓迎！送料無料の
宅配買取もOKとのこと
なので問合せしてみよ
う。

使用済みや欠品があっても査定OK
無料出張でまとめて買い取ってもらおう

　　

買い取り

特典「シティライフを見た」で（2月末まで）
買取額20％UP！

買取例
●仮面ライダー系変身グッズや戦隊ロボ・レゴ・フィギュアなど
●子供服：メゾ・ラルフ他多数 スポーツブランドも
●絵本・木製玩具・知育玩具・知育CD・DVDなども

　　教材・絵本・玩具・ゲーム・フィギュア・エアガン買取
買い取り専門店 トレジャー
関西買取センター

　「自分も小さい頃からメガネで苦労したから、同
じような経験をさせたくない」、「メガネをかけると
視力がどんどん下がるから心配」という思いで来
店するお母さんが近頃増えているという同店。ア
イメディカルの視力回復法は、厚生労働省認可
の超音波治療器ミオピアを通わず自宅で1日10
分片眼に当てるだけ。回復の見込みがある方と
ない方がいるので、まずは体験会でお試しを。

「子どもにメガネをかけさせたくない」お母さんへ視力回復

以下に当てはまったら、無料体験会へ
● スポーツをするからメガネがジャマ！
● 眼科に通ったが良くならなかった。
● 授業中だけ、メガネをかけている。

70120-497-613 
ご希望の方は、TEL・インターネットからご予約を 
 「アイメディカル新大阪」で検索

アイメディカル新大阪東三国

営/平日・土11時～19時　
日祝11時～17時　月曜定休
大阪市淀川区東三国5-12-10 エンシンビル2F　
地下鉄東三国駅2号出口徒歩約5分
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黒板の字が見えづらくて、視力検査で引っかかった
ので、友達の紹介でアイメディカルを始めました。毎
日頑張って、前までは見えづらかった黒板の字が見
やすくなりました。

吉本 香渚さん（10才）高槻市日吉台小学校
使用前
右0.2　▶
左0.3  ▶

使用2ヶ月後
右0.9
左0.6 両目0.9

箕面・高槻・茨木で無料体験会を開催
1回の体験で回復の見込みがあるかわかります。
※予約優先制・所要時間約50分

2/12（日） 10時～17時 箕面市立東生涯学習センター 地下2F 美術室

2/19（日） 13時～20時 高槻南スクエア4F No.1

2/26（日） 14時～20時 茨木市民総合センター（クリエイトセンター） 302


