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　子どもの体力づくりや教養
を身につけさせたり、はたまた
感受性豊かな時期にさまざま
な体験を通して、発想力や社
交性を伸ばしてあげるなど、
子どもの頃の習い事には非
常に大きなメリットがあります。

　通いやすさも重要なポイン
ト。家から教室までの距離だ
けでなく、レッスンのある時間
帯にも注意しましょう。学校の
授業が長い日に、体力を使う
ものは避けるなど、ちょっとし
た配慮が継続につながります。

　特に好きな分野があるなら、
その方向をさらに引き出して
あげるような習い事を選ぶの
も手。子どもは無限の可能性
を持っているので、本人が意
欲的であれば、チャレンジさせ
てみると大きく伸びることも。

　プログラミングを学ぶことで、ロボッ
トや自動販売機などが動く仕組みを
知ったり、発想力、コラボレーション
能力、プロジェクトマネージメント、デ
ザイン思考などといったプロダクト開
発に必要な素養が身につきます。こ
れらの能力は将来どんな職業、仕事
に就いたとしても必ず役に立つはず。

　「夢や楽しい毎日には、“一生懸命に
なれること”、“好きなこと”が必要です。
私たちは、それを見つけるきっかけが、習
い事・おけいこであると考えています」と
話すおけいこデビュー.netの渡部さん。
　子ども達一人ひとりに、それぞれ生ま
れ持った才能があり、お子さんの得意な
こと、好きなこと、やりたいことを、お子さ
んと一緒に見つけてあげることが、子育
て時期の何よりの楽しみなのかも。長く
続けて、将来「やっててよかった」と思え
る素敵な出会いがあるといいですね。

働くママたちが増えたことで「習い
ごとをさせたいけれど、仕事をして
いるから連れていくことができな
い」と悩む方も多い。そんなニーズ
に応えてくれるのが習いごともでき
る保育所やプレスクール、様々な
プログラムが用意された学童保育
もあるのでぜひチェックしてみて!

　2020年から小学3年生から必修
化、小学5年生から教科化となる英
語。今の子どもたちが大人になる頃、
ビジネスにおいてもさらなる英語力
が求められるように。耳の良い聞き
取り能力の高い幼少期に英語の発
音に慣れ親しんでおくことで、英語
力の基礎を養っておきたいもの。

「 暮 らし 」も「 学 び 」も 親 子 で 楽 し む

キッズ＆マム

特別編

赤ちゃんやこどもの習い事が探せるwebサイト。
全国エリアで、あらゆるジャンルの習い事が
探せると人気。

https://okeikodebut.net/

おけいこデビュー.net
■取材協力

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

206-6833-0507
http://english-w.jp

英検、英検Jr. 受験準会場認定校

イングリッシュワールド
千里中央校

豊中

　21世紀を担う子どもにとって英語の
習得はとても重要。保護者満足度96%
のイングリッシュワールドでは8月から新
たにサタデーインターナショナルコースを
開講。幼児（年少～年長）、小学生（1年
～4年）の2クラスで、月3回、月計18時
間も英語に浸れるから、英語力が飛躍
的にレベルアップ。テーマ学習など内容
は幅広く、やる気を引き上げるイベントや
校外学習などアクティビティもいっぱい。
「覚える英語」でなく「使える英語」が身
につくうえサイエンス、クラフトアートとい
ったカリキュラムやプレゼンテーションを
通して自ら学び、考えるなど“生きる力”も
育む。今年はベーシックレベルのみで、
問合せ、申込は7/4から受付開始。

特典「シティライフを見た」で（7月末まで）
入会金 15,000円（税別）→半額

サタデーインターナショナルコース開講
「世界で生きる力」を子どもたちに英語学習
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206-6368-3412
http://www.suita-clover.jp/
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　英語はもちろん、習い事もさせてあげたいけど忙
しくて難しい…そんな働くママ注目！同園は、ネイテ
ィブ講師との毎日の会話で真の英語力が自然と
身につくと評判だ。英検Jrもゴールド取得者が多
数。リトミック・体育・徳育・食育・日本文化など、クロ
ーバーに通えば習い事いらずの充実内容で、一人
ひとりをちゃんと見て成長を促してくれる。親子で
「クローバー大好き」になる魅力満載の園だ。

▲大自然の中、みんな
で田植体験！

チームワーク抜群！子ど
もたちも大好きな先生。

7時半～19時保育可能　ここで習い事も
英語、リトミック、体育、ピアノ…充実の内容

保育所・
インターナショナルスクール

【保護者の声】
クローバーに通って英語の力が飛躍的に伸びました！少人数制なの
で子ども一人ひとりを先生がしっかり見てくれています。毎日のお便り
で子どもが今日何をしたか分かるので安心です。保育園も習い事も
となると大変ですが、ここなら移動もないし普段の先生が全部みてく
れるので心強いです。　　　　　　　　　　　　（Kさん・吹田市）

うちの子は一人っ子ですが、縦割りのクラスに
毎日通っているので自分より小さい子を可愛
がるようになりました。行事が多くて日本の文
化や礼儀も教えてくれて、子どもも楽しそうに
通っています。先生同士も仲が良くて“クロー
バーファミリー”って感じです。（Kさん・守口市）

特典 「シティライフを見た」と予約で　（7月末まで）
1日体験教室が無料 【開園】 月～土：7時半～19時

昨年度生のエデュタイム風景を
動画でご覧いただきます。
●日時：7/8（土）11時～
●場所：スマイルキッズ
　　　　プレスクール箕面校
●対象：満1歳～就園前のお子様
※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。

教室説明会のご案内

　「3歳までの生活環境は性格形成だけでなく、運
動能力・知的好奇心の発達など今後の成長に大き
く関わります」と同教室の浦部先生。リトミックや知
育、絵画、体育、英語などのエデュタイムから受講日
程を選択可能なので、お母さんなら誰もが想う「豊か
な感性と知性を身につけてほしい」「潜在能力を最
大限伸ばしてあげたい」という気持ちに応えてくれ

る。8月中にご入会の方に
限り、平成30年度幼児ク
ラス、プレスクールへの優
先枠あり。詳しい内容はお
問合せしてみよう。

子どもの可能性を信じ、たくさんの経験を積む
充実したエデュタイムが人気の教室スマイルキッズ スクール

説明会へ
参加した方全員に
入会手続き時の
特典あり！

ここがポイント！
① 週1日～5日までお好きな曜日を選択可
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
③ 8時～20時の延長システム有　④ 全日給食あり
⑤ 幼稚園選びやお受験相談も対応

千里

箕面
箕面市船場東1-15-8-201

吹田市千里万博公園12-1-202

高英進学教室（本部）
　　 スマイルキッズ レインボースクール
　　 スマイルキッズ リトルプレ・プレスクール

　：school@ukkhawaii.net
※お問合せ時間：土・日・祝日を除く10時～16時
WEBは［UKKスマイルキッズ］で検索

206-6875-2366
FAX06-6875-1617

R171
キューズモール

ジェット（旧SSOK）ジェット（旧SSOK）

Bb

千里中央駅

新船場南橋

新船場北橋

中央環状線

新御堂筋

至箕面▲

　自分からやりたい！と楽しみながら英語が学べる同教
室。外国語教育研究所教授によって開発されたカリキュ
ラムは、タッチモニターを取り入れ目・耳・指で英語に触れ
ることで自然と英語が身に付くと評判だ。オリジナル教材
の絵本は年齢に応じた日常会話が盛
り込まれており、先生やお母さんと一
緒に読むことで気づけば「生きた英
語」が習得できる。遊びの中から英語
を身につけよう！まずは無料体験会へ。竹ノ内先生。中高英語教員免許、J-SHINE小学

校英語指導者TOEIC講師、その他資格多数。幼
児教室・英会話学校での講師やボランティア通
訳を経験。海外駐在後、千里山コミュニティセン
ターなどで幅広い世代に英語を教えている。

2080-4160-5121
34tomoko@happy.zaq.jp

（メールかSMSで対応）

吹田市千里山西5-29-9

　　

特典　「シティライフを見た」で （7月末まで）
体験レッスン参加の上、
即日入会で入会金10,000円→無料

　　キッズブラウン
千里山こども英語教室

千里山

わくわくする仕掛けがいっぱい
遊びの中で英語を身に付けよう園児～英語教室
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【夏休み説明会＆無料体験会】　1時間程度
対象：園児～小学2年生（要予約）　開催日：7/21（金）27（木）28（金）
時間：1部/14時（園児）～、2部/16時（1、２年生）　 定員：各回親子3組
※その他要相談

入会金：10,000円、
　　　 テキスト代別途
・小・中学生：3,000円/60分
・高校生：3,600円/60分
・英検対策：2級まで　3,600円/60分
　　　　　 準1級　4,000円/60分

・大学生・成人：4,000円/60分
（目的に応じて･短期集中可）
・TOEIC対策：目標600点　
　　　　　　5,000円/60分
   1コース　75,000円～/
　　　　　　　 90分×10回

プライベートレッスン　※初回カウンセリング（30分程度）無料！

KidsBrown英語教室
入会金：10,000円　教材費：3,000円/月　園児～小学2年：6,600円/月


