
2017.2  City Life Hokusetsu WEST 4

［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

　表現力や理解力といった将来に繋が
る力がバランスよく育まれ、明るくやさしい
人間力を持った子に育つと定評のあるス
マイルキッズ。日本ベビーコーチング協会
が監修した育脳プログラムを基に本格的
なリトミックや、知育、体操、絵画、英語の
エデュタイムがある。習い事に通わせなが
ら園生活に向けた基礎をつくることができ
るのが特徴。曜日選択制で幼稚園プレと
の併用ができるのも嬉しい！平成29年度
スクール生の第3回募集説明会が2/25
（土）に開催されるので詳しい内容はお問
合せ、もしくはwebをチェックしてみよう！

子どもの可能性を最大限引き出す
エデュタイム中心のカリキュラムが人気1才からのプレスクール

吹田市千里万博公園12-1
パークサイドビル202
お問合せ時間：土・日・祝日を除く
10時～16時

206-6875-2366

FAX：06-6875-1617
    school@ukkhawaii.net

吹田 高英進学教室 
スマイルキッズ
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UKKスマイルキッズ　で検索

●日時：2/25（土） 10時半～
●場所：スマイルキッズプレスクール箕面校
　　　　 （詳細はお申込時にお伝えします）
●対象：リトルプレスクール生
　　　　　ご入会時に満1歳以上のお子さま
　　　　レインボースクール生
　　　　　ご入会時に満1歳6ヶ月以上のお子さま
　　　　プレスクール生
　　　　　平成26年4月2日生～平成27年4月1日生
●条件：ひとり歩行・幼児食が食べられること
※合同説明会へご参加ご希望の方は、お電話又は、
　ホームページのお問合せフォームにてお申込みください。

平成29年度スクール生募集説明会

ここがポイント！
① 週1日～5日までお好きな曜日と内容で選択可
② 全スタッフ日本ベビーコーチング協会認定
　 資格取得者(年6回以上の内外研修参加)
③ 8時～19時の延長システム有
④ 幼稚園、小学校選びや受験相談も対応

エデュタイム
体操・体育（体幹トレーニング）
自立に向けて重要なポイントとなる身体的成長の促進
知育（もじ、かず、ちえ、空間認知力、量感）
様々なアプローチから、子どもが持つ知的好奇心を育む
リトミック（音感、リズム感、 拍子感、音楽の基礎）
リズムにあわせてイメージの世界を楽しむことで、想像力を豊かに
絵画・造形・表現（自己表現力、巧緻性）
様々な素材・道具を使い色彩感覚や立体感を体験し
工夫する力・道具を使いこなす力と感性を育む
英語（ネイティブと日本人講師のチームティーチング）
1歳～8歳までの総合カリキュラムで学ぶ楽しさと力を育む

※曜日によっては満員のクラスもあり。お申し込み、お問い合わせはお早めに。
　詳細は合同説明会にて。

説明会参加者の
入会特典あり！

　短時間の詰め込み教育方式ではなく母子分離での
長時間保育を行うことで、子ども達の自発的な成長を
促す大人気のスクール。子ども達一人ひとりにしっかり
と寄り添い、知育・リトミック・体操・絵画制作といったバ
ランスの取れた「1日のカリキュラム」と「四季を取り入
れた“遊び”」を軸に、それぞれの子どもに合わせて手を
差し伸べる教育を行う。教室の内外で、たくさんの友達
と一緒に幼稚園入園前1年間を過ごす事は、脳の成
長を著しく促し、思いやりや優しさ、協調性などを身に
付け豊かな心を育むことが出来る。これまでの体験説
明会は定員を超える盛況ぶり。4月から始まる2017年
度プレスクール生の募集もいよいよ定員に達する勢い
で、希望曜日に添えないケースが出てきているので興
味ある方は早めに体験説明会に参加予約を！プレスクールに通う阪上たいせ

い君とママ

「家に帰って来て
も、ずっとカウピリの
話をしているくらい、
とても楽しく通って
います！」｠

北摂の大人気プレスクール「カウピリ」の
2017年度生募集もいよいよ大詰め
「子ども達は4月から大きく成長します」

2～3才児のための
プレスクール

プレスクール概要
●9時半～15時までの長時間保育
●週1～5日間で曜日選択可（月～金）
●主なカリキュラム：知育・リトミック・体操・絵画制作
●延長保育あり（9時～9時半/15時～18時）
●欠席の振り替えあり
●有機野菜を使用したアレルギー対応の給食
●親子で楽しめる行事（参観・遠足・クリスマス会）
●60坪の広い教室

2017年度プレスクール体験説明会
体験会の後、プレスクールの日常を動画で見られる
日時　2/4（土）、18（土）　各日10時～11時半
対象　2014年4月2日～2015年4月1日生まれ
※参加は電話にてご予約を。説明会日程に都合が合わない
方は個別対応も出来るので気軽に連絡を。

　　

　　　　 知育幼児教室 
kaupili キッズプレスクール
〈カウピリ〉

箕面

推薦のことば

箕面市牧落3-13-33 アクティブ箕面3階

教室2072-720-7222
本部2072-727-7888
http://www.kaupili-kids.com/

カウピリ　で検索

保護者の声

▲豊かな心を育むことがカウピリの理念。現在のプレ
生の様子はHPの「BLOG活動日記」でチェック！

医療法人もみじの手　
箕面レディースクリニック 

狩谷 佳宣 院長

吉田真一郎 理事長

医療法人スマイル会
よしだ歯科
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様々なカリキュラムで豊かな
心を育み「生きる力」を身に
付けてもらう事を理念とした
同スクールに非常に意義を
感じ、応援しております。

206-6388-4156
http://www.warabe-esaka.com

スマートフォンサイト : warabe-esaka.mobi

吹田市江坂町5丁目9-6　受付／10時～18時　定休／日曜・祝日
総合幼児学院 WARABE

入室要項
● 教科 ： 国語・算数・英語　　● 1レッスン…2,000円～（45分）
● クラス ： トドラークラス…2歳2ヶ月～、チャイルドクラス…4歳～、ジュニアクラス…小学校～
● レッスン時間…①15時50分～②16時20分～③17時15分～

※お迎えサービスあり
（寺内・千里第三・大池・豊津第一小学校児童対象）
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千里山病院

西浦歯科
医院
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　1番大切なのは学習を身に付けるための姿勢です。自
分でやろうとする根本的な部分を重視しています。これから
先、お子様が壁にぶつかった時、自分で乗り越えていける
力をつけてあげたい。経験豊富な講師がオリジナル教材で
可能性を引き出します。 院長 亀田有美（保育・教育現場で10年近い経験を持ち、自身も5児の母）

　　 シティライフを見たで
　　  （2月末まで）
● 1レッスン体験無料＋
　英語ワンコインレッスン1回無料
● 入会金（10,800円）免除

小学1年～3年対象 放課後クラス
月額 13，000円～

特典

週1回500円
ワンコインの
英語レッスンも！

　プロの手で“今”を大切な思い出にしたいならアミュへ。今なら冬
の撮影キャペーンを実施中。「振袖での写真をやっぱり撮りたい」
「もう一度撮り直したい」という人向け
の、着付け、ヘアメイクと撮影用振袖
の無料利用が含まれた嬉しいプラン。
お得な七五三記念キャンペーンや就
活パックも好評だ。詳細はWEBで。

冬の撮影キャンペーン実施中
大切な思い出はキレイに残そうこども写真館

吹田 こども写真館フォトスタジオ・アミュ
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吹田市山田西1-1-11　火曜定休　2/14～17休　
営／平日10時～18時　土日祝日9時～18時　Ｐ有

20120-753-039
HP：http://www.studioamu.com
ブログ：http://studioamu.citylife-new.com/

冬の撮影キャンペーン3/31まで
● 成人記念通常13,500円→8,640円
（撮影用振袖、着付け、ヘアメイク付）
● 七五三記念 通常3,240円→1,500円
※成人記念と七五三記念は写真代金別
● 就職活動用証明写真
就活パック4,800円（データCD付）


