第6回 オンライン
チアリングフェスタ第6弾はオンラインで開催！料金はすべて無料、各ブースの所要時間はすべておよそ40分（5分ほど前後する場合
もございます）。親子で楽しく学べるブース、美容ブース、様々なブースをお楽しみください。

高学年＋大人ブース、小学校低学年ブース、未就学児ブースの開催内容は各ページをご覧ください。
各ブースにご登録いただくと、株式会社Terakoya kidsからメールマガジンが届きます。

高学年＋大人ブース

2022年4月29日(金)、30日(土)、5月1日（日）6:00〜17:00

小学校低学年ブース

2022年4月29日(金)、30日(土)、5月1日（日）6:00〜17:00

未就学児ブース

2022年4月29日(金)、30日(土)、5月1日（日）6:00〜17:00

高学年＋大人ブース
ブース

開 催日 時

K01

4/29（金）06:00

K02

4/29（金）06:00

協会名・出店者名

タイトル

開催内容

傾聴

新1年生ママ必見！助産師

新生活の疲れが出始め、人間関係や勉強のストレスを強

くぼたまさこ

がこっそり教 える五 月 病

く感じやすい5月。小学生でも五月病にかかるんです！世

やまうちさくら

を吹き飛ばす母子手帳活

界にたった一つの我が子の記録、母子手帳を使って子ど

用術

もの心に寄り添いませんか。

看 護 師 直伝！ビンゴ で始

ビンゴを使って、からだの部位を知り、小学生高学年で

め る 明 るく 楽しい 性 教

知っておきたい知識について学びます。

パンツの教室
松井和子

育！

K03

K04

K05

4/29（金）06:00

4/29（金）07:00

4/29（金）07:00

モ ヤモ ヤママ必見！超 簡

我が子のいいところ沢山あるはずなのに心配のあまりつ

錦織可奈子

パンツの教室

単ワークで見つける今日

い口にしちゃうアレコレ。簡単にポジティブ変換できてし

村上さとみ

から使える我が 子の褒め

まうワークで各ご家庭オリジナルの褒め褒めワードを発

褒めワード♡

見！お子さまの愛情貯金をどーんと増やしませんか？

チャイニーズタイピング

漢 字が 苦 手は 思い込 み！ えんぴつも不要の漢字あそび。ゲームやクイズ感覚で家

増田文香

考える力が グングン伸 び

でもすぐに実践できる、我が家でも効果絶大「中国語講

る！中 国 語 講 師 直伝 漢 字

師ならでは」の漢字苦手克服法と声がけ。終わった頃に

あそび

はいつのまにか中国語まで覚えてしまう仕掛けあり。

毎日の兄 弟げんかマル 秘

毎日の兄弟げんかにイライラ...「いい加減にして！」と叫

回避術！

びたくなりますよね。でも！けんかがグーンと減って仲良

チビーズ
矢部かな

ケンカが 減るたった3つの く遊べる時間が増える、お母さんだからこそかけられる

K06

4/29（金）07:00

パンツの教室
すずきみちよ

K07

4/29（金）07:00

マネリテ

【魔法の言葉】

たった3つの魔法の言葉を伝授いたします！

臨床経験20年医療従事

毎日忙しいママがつい後回しにしがちなのが「健康診

者がお 伝えするこれだけ

断」お子さん達のためにもぜひ受けておきたい検診です

は知っておきたい！検診の

が、どこの病院がいいかわからない…そんな検診迷子の

病院選び

ママ達へ病院選びのヒントになる情報をお伝えします。

今晩のディナーは？

ポイ活はじめての方へ。ポイントをムダに捨てていませ

おおひがしまい

ステーキor寿司！

んか？ポイントを貯めてタダで豪華にステーキやお寿司

やぐちあん

ただ で食べられちゃう初

が食べられる方法やお得に生活必需品を手に入れる節

めてさんのポイ活大作戦

約術をお伝えします。

高学年＋大人ブース
ブース

開 催日 時

協会名・出店者名

タイトル

開催内容

K08

4/29（金）08:00

ゼロイチ大家

おうち 時 間 にサクッと年

おうち時間を有効活用して、がんばらないで年10万以上

いなみしょうこ

10万ゲット！ポイ活からは 貯金が増えたポイ活の仕組みをサクッと学びませんか？

高橋わこ

じめる教育資金の育て方

やぐちあん
K09

4/29（金）08:00

親子英語
神取夏子

フルタイムワーママでも、子どもが小さくてもできた、親
子でたのしめるポイ活のコツをお伝えします！

残 念 な 発 音 から脱 出！こ

海外でコーヒーを頼んだのにコーラが出てきちゃっ

れ 1つ 知 って い るだ け で

た！？何度言っても通じない残念な発音、それ、日本語独

カッコよく聞こえる発音ト 特のクセが出ているからです。それ1つ直しちゃいましょ

K10

4/29（金）09:00

食べトレ協会
竹井貴子

レーニング

う！グンと英語っぽく聞こえるようになりますよ！

我 が 子にピッタリの食 材

食べトレ5つのチカラは、本来お子さんが持つ才能を引

が分かる食べトレ5つのチ

き出すために必要な力を5つ（集中力、好奇心、やる気、

カラをチェックします。

精神力、基礎体力）に分類。チェックシートでお子さんに
必要な力を知り、ピッタリの食材をお伝えします。

K11

K12

4/29（金）10:00

4/29（金）10:00

チアリングフィットネス主宰

姿勢もよくなる！スマホや

大河内智子

ゲーム 疲 れの首や 肩をリ 勢が気になりませんか？首こり、肩こりは大人だけでは

親子英語
よつはしまき

お子様のタブレット学習やゲームをするときの下向き姿

フレッシュ！肩こり解消チ

ないようです。チアの動きを使って姿勢を正し、血流をよ

アダンス

くするエクササイズで肩こりを解消します。

毎日使える！子どもの自己

お子さんの自己肯定感を上げるために、親からの「あな

肯定感を上げる英語表現

たを信じているよ」がつまったメッセージを英語で伝え
てみませんか？英語が苦手な親でも大丈夫！カンタンで
すぐに使える英語表現5つお伝えします☆

K13

4/29（金）11:00

日本セルコントロール協会

テストで100点をとるお子

お子さんの記憶力が気になる、けど勉強は好きじゃな

日本セルコント

さんが 続 出！天才 脳 を 作

い！頭の良さは脳の質を高めることで作れます。2か月で

ロール協会

る細胞革命セミナー

IQを20上げどんどん記憶力が良くなる、食事にプラスす
るだけで良質な脳細胞を作る方法をお伝えします。

K14

4/29（金）11:00

不 登 校 カウン セ ラ ー 直

学校、園に「行きたくない！」なんて言われたら。学校で

天野有紀

パンツの教室

伝！行き渋りへのベスト対

何かあった？友達？先生？私のせい？どうしたらいいの？

つかやませいら

応3選！！

今、悩んでいるお母さんも、そうならないために、準備を

くめのいずみ
K15

4/29（金）11:00

傾聴
なごみゆかり

しておきたいお母さんも、一緒に考えましょう！
男子禁 制！友 達 関 係で悩

友達関係がうまくいかずに悩んでしまっている優しい女

む女子のための

の子、いませんか。他の人の話も聞きながら、元小学校

『高学年女子部屋♪』

の先生と、友達とうまくいく話し方や聴き方を一緒に考
えてみませんか。

K16

K17

K18

4/29（金）12:00

4/29（金）13:00

4/29（金）14:00

パンツの教室

お 風 呂で 話そう性 教 育！ 家庭での異性親子のお風呂は何才まで？公衆浴場の混

ささきあゆみ

何才まで子どもとお 風 呂

浴可能年齢が、6才までに引き下げられました。なぜ家

酒井博子

に 入る？今 のうちに 出 来

庭でも年齢を決めた方が良いのか、気を付けたいこと、

る3つのコト！

その先にある未来などをお話し致します。

マネリテ

小 学 生のうちに 知って得

誰もが知って得するお金の知識を○×クイズ形式にして

ふくざわみきこ

する！マネーリテラシー◯

出題します。 知れば知るほど興味のわく『お金の世界』

おおはしゆきえ

×クイズ大会

クイズに全問正解して、キミもお金マスターだ!!

【子育てママ必見】

子どもへ怒ることにお疲れではないですか？怒りの感情

鬼 バ バ か ら 愛 されマ マ

をコントロールすることで、イライラ育児をワクワク育児

へ！怒りのコントロール方

に変えるコツをお伝えします！

チビーズ
やぐちあん

法
K19

4/30（土）06:00

パンツの教室
東花

K20

4/30（土）06:00

マネリテ
むかいあさみ

この夏は仰 天アサガオを

昨年秋、Instagramでバズった「目立ちすぎる朝顔」

育 て て目立っちゃお♬小

親子で育てた経験から、面倒に感じる夏休みの宿題「ア

学校の先生直伝！育て方3

サガオ」を大成長させる3つのポイントを伝授します！親

つのポイント

子で 成長 を実感する夏になりますよ♬

忙しいママの為の時 間 管

これまでに200名以上が受講している時間管理術講座。

理術

小4・小1・0歳児の3人のママで日中・夜間・早朝に講座
を開講しているワーママの時短家事やスケジューリング
についてお話します！

高学年＋大人ブース
ブース

開 催日 時

協会名・出店者名

タイトル

K21

4/30（土）11:00

パンツの教室

知っておくと安心！思春期

開催内容

小2〜4年生のお子さんを育てている保護者の方向けの

中村ともえ

子 育 て で 大事 な 3 つ のこ イベントです。ハッピー思春期子育てをしている思春期マ

森まきこ

と！

マが、プレ思春期＆思春期子育てで大事な3つのことを
お伝えします。

K22

4/30（土）11:00

チビーズ
木村えりこ

K23

4/30（土）12:00

親勉
大木裕美

【子育 てママ必見 】鬼 バ

子どもへ怒ることにお疲れではないですか？怒りの感情

バから愛されママへ！怒り

をコントロールすることで、イライラ育児をワクワク育児

のコントロール方法

に変えるコツをお伝えします！

学 校 では 教えてくれ ない

お子さんの英語の伸び悩みには意外な理由が！学校で

知 って る だ け で や る 気

は教えてくれないけれど、知っているだけでやる気もアッ

UP！英語力が飛躍的に伸

プする目からウロコの3つのポイントをお伝えします。

びる3つのコツ
K24

K25

4/30（土）14:00

4/30（土）15:00

ビバランスダイエット主宰

可 愛いあの 子 もやってい

カードを使って楽しく「キレイ」になれる食べ物の組み合

齋藤好美

る？！GW中に知っておき

わせがわかります。学校では教えてくれない「美容」の正

たい！キレイになれる食べ

解を学ぼう！延べ1000名以上をサポートしてきた食事

物の組み合わせ

改善のプロがお伝えします！

パンツの教室
えびすゆみこ

K26

K27

K28

K29

K30

4/30（土）16:00

5/01（日）06:00

5/01（日）08:00

5/01（日）09:00

5/01（日）11:00

バトル激減！ママも子供も 知ってるだけでママも子供も『イライラ』が嘘のように消
『イライラ』が嘘のように

えていく！怒りと上手に付き合うテクニックをお伝えしま

消えていく！怒りの取り扱

す♪家族全員イライラが激減！我が家のビフォーアフ

い説明書

ターもご紹介します♪

勇気づけ親子教育 専門家

これってスマ ホ 依 存 症？ スマホ&ネット依存は怒っても効果なし！むしろ逆に子ど

松坂好志子

育 児 講 師 2 1 年 直 伝 ！ もからウザがられるだけ！急がば回れでまずは親子関係
2 2 0 0 名が 実 践し結 果を

の土台を作る。即、使える具体的な会話法を持ち帰ろ

出した対処法

う！発達凸凹児を育てあげた4人のママが伝授します

マネリテ

驚 きの 効 果！子どもの自

ワーママでもできる！子供のやる気を伸ばす家庭内アル

いなみしょうこ

主 性を育てる家 庭 内アル

バイトを大公開^ ^ワーママインストラクターの2人が、

まさべさき

バイト6 選 大 公 開 〜年 齢

幼児さんと小学生の我が子に実践している家庭内アルバ

別シェア〜

イトとコツを特別にお伝えします！

パンツの教室

針 も 不 要！不 器 用さんで

お気に入りの布やフェルトを使って可愛いオリジナルの

さかいひとみ、

も簡単、オリジナルヘアゴ

ヘアゴムを作ります。縫わないので簡単です。 親子で参

すずきなぎさ

ムでオシャレ上級者になっ 加したり、お母さんの手作りヘアゴムで親子の絆を深め
ちゃおう！

ましょう！

キッポジ主宰個性學
アドバイザー

子 供 のメンタル は 3 タイ

子供とお母さんのタイプが違うだけで、子供が自らどん

黒川真規子

プ！自 分 からどんどん 勉

どん勉強する子になる声かけも大きく変わります！誕生

強する子になる、タイプ別

日からタイプが分かる個性學を元に、今日からすぐにで

㊙声かけ術！

きる㊙声かけ術を手に入れませんか？保護者様向けです

お友達と仲良くなれる！

新学期が始まって1ヶ月がたちました。新しいクラスには

3つのシーン別

慣れましたか。友達と話をする時に【もっと仲良くなれる

言葉の使い方レッスン

言葉】と、逆に【使わない方がいい言葉】を知って、休み

傾聴
紺谷文乃

時間や学校の登下校、人気者になっちゃおう！
K31

5/01（日）12:00

パンツの教室
冬馬侑

＼親子で答えて、明るく楽

あなたはいくつ知ってる？クイズdeお悩みマルっと解

しくステップアップ！／思

決！小学4年生頃から感じるカラダの変化。いつ？どんな

春 期 のカラダを 守る○× アイテム？いくつ正解できる？＼親子で明るく楽しくス

K32

5/01（日）15:00

パンツの教室
きせまりえ

K33

5/01（日）16:00

クイズ

テップアップ！／するコツもお伝えします！

ゆで卵は使わない!? 電子

電子レンジで簡単タルタルソースを作って、食事をおいし

レンジ でかんた んタルタ く仕上げます♪副菜の青梗菜スープも作って、栄養満点、
ルソ ースを 作 っち ゃ お

楽ちん晩ご飯の完成！クッキングで親子のコミュニケー

う！！

ションタイム♪親子の対話も深めましょう。

親子英語

丸 暗 記 にサヨウナラ！脳

英単語は気合で覚える？答えはNO！脳科学的に正しい

なかむらいとこ

科学を味方にした7つのコ

方法で効率よく学習できますよ。英語レベルや年齢別に

ツで 英 単 語 力アップ大作

その日から使えるトレーニングをお伝えします！

戦！

第6回 オンライン
チアリングフェスタ第6弾はオンラインで開催！料金はすべて無料、各ブースの所要時間はすべておよそ40分（5分ほど前後する場合
もございます）。親子で楽しく学べるブース、美容ブース、様々なブースをお楽しみください。

高学年＋大人ブース、小学校低学年ブース、未就学児ブースの開催内容は各ページをご覧ください。
各ブースにご登録いただくと、株式会社Terakoya kidsからメールマガジンが届きます。

高学年＋大人ブース

2022年4月29日(金)、30日(土)、5月1日（日）6:00〜17:00

小学校低学年ブース

2022年4月29日(金)、30日(土)、5月1日（日）6:00〜17:00

未就学児ブース

2022年4月29日(金)、30日(土)、5月1日（日）6:00〜17:00

小学校低学年ブース
ブース

開 催日 時

T01

4/29（金）08:00

T02

4/29（金）09:00

協会名・出店者名

パンツの教室

T04

4/29（金）09:00

4/29（金）09:00

開催内容

大人気♡保育士あまちゃ ココロも身体も健康になれるキッズヨガ！親子でスキン

あまちゃん

ん直伝！集中力UPと姿勢

(あかばねまいこ)

もよくなる簡単楽しいキッ る！想像力を働かせる動物ごっこやふれあい遊びを楽し

マネリテ
杉山かおる

T03

タイトル

シップをとりながらおうちで全身を使った運動ができ

ズヨガ

みながら自分の身体を探求しませんか？

おえ か きクイズ バトル

お金のことをも〜っとよく見てみよう！何が描いてある

目指せ！お金博士

かな？大きさはどうかな？ 楽しく観察して、お金を学ぶ

くきのふみこ

ことの入り口に。どんなお金があったら嬉しいかな？

嶋田ゆきほ

キッズのアイデアも教えてもらいます♪
今日から君も 名 探 偵！推

指令書をもとに、ミッションをクリアしながら町の治安

くぼたまさこ

パンツの教室

理 力 ＆ 観 察 力 U P で、安

を守っていこう！ミッションポイントで、防犯や事故に遭

あおのめぐみ

心！楽しい街マップを完成

わないためにどう気をつけたらいいか確認していきま

よしもとみき

させよう！

す。

にじいろアートd eじぶん

好きな色を自由に塗るなどカンタンなお絵描きの中で、

はっけん！子どもの個性を

自分の意思を貫く力、思考力や想像力を引き出します。

伸ばす声かけ術

また子どもの個性を伸ばすOK、NGな声かけもお伝えし

パンツの教室
佐藤あずみ

ます！
T05

T06

4/29（金）10:00

4/29（金）10:00

最高に楽しい英語教育
Book Camp

英語が100倍楽しくなる！ 学校では教えてくれないけど、知らずに使っていると恥

桐生凛

学ぼう！英語のウソ、ホン 爆笑しながら学べます。お子さんが英語に興味を持て

教師歴13年直伝クイズで

ずかしい?! クイズに答えながら、英語のウソ、ホントが

ト

ば、英語教育の入り口は大成功です！

才能開花100%コーチ

からだを 使ったリズ ム 遊

からだと目の運動は脳を刺激します。集中力や運動能力

はら みこ

び！脳も目もからだもすっ アップに効果的！いっしょに楽しく、からだを使ってリズ
きり！

ム遊びをしませんか？パーカッション歴30年の講師がお
とどけします！お待ちしています！！

T07

4/29（金）10:00

パンツの教室
おのかおり

ゲームもネットも味方に！ 小学生の必修科目！人気キッズプログラミング教材の
夢 中にな れるプログラミ

Scratch（スクラッチ）を使って、自分だけのこいのぼり

ングゲームで思 考 力 を身

ゲームを作ります。自ら考え自らアイデアをひらめかせる

につけよう

思考力が身に付きます。

小学校低学年ブース
ブース

開 催日 時

協会名・出店者名

タイトル

T08

4/29（金）10:00

マネリテ

お 金の話に自信がないマ

T09

T10

T11

T12

4/29（金）10:00

4/29（金）11:00

4/29（金）11:00

4/29（金）13:00

開催内容

お家にいながら買い物やお仕事体験ができるおおすす

やぎさちこ

マも大丈夫！アプリで簡単 めアプリをご紹介！マネリテ協会アワード受賞インスト

せきぐちさり

♪お 金の勉 強〜買い物 &

ラクター3名が、アプリ活用法をお伝えします！アプリを

おだひのか

お仕事体験〜

使ってお子さんのお金の勉強を始めよう♪

パンツの教室

ポリ袋 で 作る 美 味しい！ どこの家庭にもあるポリ袋で蒸しパン、オムレツができ

いしいゆう

簡単！楽しい！防災クッキ ちゃう、簡単で美味しい防災クッキング！そのままランチ

あべちはる

ング 今始める大切な命を

にも。日頃から身を守る意識を親子で高める時間にしま

あかいひとみ

守る備え

せんか？

親勉

連休のお昼ごはんはこれ みんな大好きお好み焼き！ただ作って食べるだけじゃ

杉山かおる

で決まり！包丁ナシで子ど

もったいない♪お好み焼きと5教科を結びつけるとワク

おおはたじゅんこ

もと楽々♪賢くなる♡お好

ワク賢くなるポイントがいっぱい！クッキングしながらお

み焼き作り

好み焼きから広がる学びの世界を楽しみませんか？

お家で出来る走り方教 室

『運動会でリレーの選手になりたい』
『かけっこでのビ

徳本好美

パンツの教室

これで君もスター の 仲 間

リは卒業したい』を叶える！お家の中で簡単に出来て、走

えざきなな

入り！自己最速を叶える3

るのが早くなる方法を伝授。走る前に準備運動で体のパ

つのルール

フォーマンスを上げる親子マッサージをご紹介。

親勉

新 聞 紙で 算 数 力アップ！ 親子で新聞紙を使って、算数力アップ！高学年で学ぶ図

ひもとまゆみ

作って歌ってかぶとで遊ぼ

松井和子

う！

形で楽しく遊んで、自分だけのかぶとを作ろう！

しみずゆか
T13

4/29（金）13:00

パンツの教室
もりゆきえ

T14

4/29（金）14:00

傾聴
原西裕子

子どもの 作りたいを応

白玉粉を使い、ポンデケージョを作ります。作業はたっ

援！親 子で 味 わう焼 き立

たの3ステップ！材料を混ぜて丸めて焼くだけ！親子で楽

てパン。もちもちチーズパ

しいひと時を。春の行楽シーズンにもピッタリ！ピクニッ

ンを作ります！

クやお土産にもどうぞ♡

お 誕 生日からきみ の「 強

新学年になって何か習い事を始めましたか？数秘術とい

み」を発見！向いている習

う占いを使って、お誕生日から分かる「強み」やその強

い事も分かっちゃう！

みを活かせる習い事についてお伝えします。みんな知っ
ているアノ人の誕生日も数秘で読み解いちゃいます！

T15

T16

4/29（金）14:00

4/29（金）15:00

マネリテ

これいくら？お買い物ごっ スマホで誰でもかんたんにできるレジスターで遊びなが

いなみしょうこ

こでお金のセンスを磨く！ ら、世の中の値段の違いに興味を持たせ、子どものお金

染谷あや

スマホレジスターで遊んで

のセンスをぐぐーん！と伸ばす親の関わり方をお伝えし

みよう♪

ます♪モノを見る目が養われること間違いなし♡

親勉
おおはしゆきえ

T17

4/29（金）15:00

パンツの教室
緑川法子

目 指 せ！文 武 両 道 か けっ スポーツ少年・少女は、勉強する時間がないって本当⁈
こが速くなる『体操&5教

机に向かうだけが勉強ではありません！トレーニングし

科クイズ』

ながらでも勉強ができちゃうコツをお伝えいたします♪

大冒険！きみたちがいたふ

お腹の中で赤ちゃんはどうやって生活してる？ごはんや

しぎな 部 屋『お 母さん の

おしっこは？謎だらけの子宮のヒミツをクイズ形式で楽

子宮クイズ♡』

しく解説。お腹の中にいた頃を思い出しながら、子ども
たちに『大好き』を伝えませんか♡

T18

4/29（金）16:00

マネリテ
嶋田ゆきほ

ケチャップ？お醤油？おウ

小さい子でもできるカンタンマジック！？どの家庭にもあ

チの調 味 料を使ってお 金

る調味料で10円玉を磨いてみよう！一番ピカピカになる

ピカピカ選手権！！

のはどれかな？参加特典としてお金の勉強ワークシート
プレゼント！

T19

4/30（土）09:00

ドッグトレーナー
たかやまなお

お子さんでも出来る！愛犬

犬育て22年直伝！やんちゃな愛犬と一緒に仲良く遊びた

が賢くなる遊び方

いのに甘噛みされたり、飛びつかれてなかなか遊べな
い。そんなお悩みをなくして、愛犬と楽しく、さらには賢
くなる上手な遊び方を体験できます。

T20

4/30（土）09:00

親勉
染谷あや

身 近 なものでできる♪理

鏡やガラスは使わずに、身近な材料を使った万華鏡作り

系 脳 が 育 つ！てづくり万

で、算数、理科が得意な脳を育てます！作って終わりにな

華 鏡 のぞくほど 賢くなる

らない、5教科の遊びにアレンジする技も合わせてお伝

遊びも伝授♡

えするので、遊びが無限大に広がります♪

小学校低学年ブース
ブース

開 催日 時

協会名・出店者名

タイトル

開催内容

T21

4/30（土）10:00

賢母の食卓主宰

進学塾でのべ1万人の食事

通算300組の親子が参加した大人気イベント！お湯を注

表洋子

をサポートした 料理 講 師

ぐだけで「賢い脳」と「強い体」を育むお味噌汁が完成

直伝！賢 い 脳 を育む育 脳

するお味噌汁のもとを作ります。老舗食品メーカーのコ

みそ玉作り

ンテストでグランプリ受賞した書籍掲載レシピです！

T22

T23

T24

T25

T26

4/30（土）10:00

4/30（土）10:00

ひらめき勝負！オンリーワ

小学生とその親御さん対象。人と同じではなくオリジナ

はたりえ

親勉

ンの言 葉 を 作り出 せ！知

ルな回答をした人が勝つクイズ大会。 5教科や日常に

大久保愛子

識とひらめき勝 負のクイ 関するクイズに答えることにより、個性を披露できると

マネリテ

キミはいくつわかる？ワク

学校では教えてくれないお金のこと。遊びながらお金の

ワク・ドキドキおもしろク

大切さがわかるおもしろクイズ大会で、楽しくマネーリ

ふなはしふみこ

イ ズ で お 金 博 士 に な っ テラシーを高められます。みんなでお金博士になっちゃ

傾聴

T28

おう！友達にも教えてあげよう！

もうすぐこどもの日！コル

あと数日でこどもの日ですね。お子さんと一緒に100円

クコースターで自分だけの ショップで揃えられる材料を使って可愛いオリジナルの

田宮あゆみ

「こいのぼり写真たて」を

「こいのぼり写真たて」を作ってみませんか？出来上

作ろう

がった写真たてにお子さんの写真を飾りましょう！

母 の日に 渡そう！算 数と

今年の母の日はこれで決まり！身近な材料で簡単に☆か

4/30（土）11:00

4/30（土）13:00

ちゃおう！

かがみこころ

親勉
きとうあさこ

理 科 を学び ながら完 成！ わいいお花とカードでありがとうを伝えよう！学校でつ

小林ゆきこ

簡 単♪手 作りお 花＆カー まづきやすい算数と理科のポイントも、楽しく作りなが

すずきまり

ドでありがとう

パンツの教室
久米まさみ

T27

ともに、幅広い語彙力が身につきます！

藤本えま

4/30（土）11:00

4/30（土）12:00

ズサバイバル

ら学べるから、バッチリ覚えられますよ♪

兄弟の仲もパワーアップ！ 4兄弟ママによる歳の差兄弟でも一緒に遊べる遊びをご
1歳〜10歳4兄弟ママ直伝

紹介。兄弟同士のルール作りや助け合う気持ちを育み、

歳の差兄弟

全身を使った運動もプラス！心も体もそして兄弟の仲も

遊びの秘訣！

よりパワーアップ！

美歯女アカデミー主宰

歯 医 者 さんでは 教 えてく 歯ブラシの使い方次第で、
「集中力」「成績UP」も夢

あだちかずえ

れない！歯みがきで「成績

じゃない！歯医者さんでは教えてくれないけど、2児の歯

UP！」 天才キッズ にな

科衛生士ママが毎日実践している方法を伝授！400名の

れるコツ

親子が参加した大人気講座がチアフェス初登場！

4/30（土）14:00

びっくり！おいしい！地 層

おやつタイムに地層を感じるパフェを一緒に作りましょ

森まきこ

親勉

パフェ！いちごマグマが大

う！いちごマグマを味わいながら、大地の変化に親し

青山美津子

噴 火？！お や つで 理 科 好

み、理科好きに変身しちゃいましょう！

きに♪
T29

4/30（土）15:00

親勉

3 ステップ こい の ぼ り

作 って 歌 って 漢 字 マ ス ぼりづくり！コピー用紙一枚で作って歌って漢字で遊ぼ

おだひのか

ター！！

たけだゆうこ
T30

こどもの日はコレで決まり♪1年生でもできる簡単こいの

嶋田ゆきほ

4/30（土）15:00

傾聴
あいほしみずほ

う。あら、不思議！終わる頃には漢字が書きたくてしょう
がなくなっちゃう♡一緒に目指せ漢字マスター！

叩いて！割って！お菓子が

メキシコのお祭りやお祝い事では欠かせないピニャー

出てくる！自分だけのカラ タ。折り紙やペンを使って自分だけのカラフルピニャー
フル「ピニャータ」を作ろ タを作りませんか？お菓子を詰めたら叩いて割ってみ

T31

T32

T33

5/01（日）09:00

5/01（日）10:00

5/01（日）10:00

マネリテ

う

て！スペイン語で歌うピニャータの歌も教えちゃいます♪

クイズで遊ぼう！タブーに

親世代もちょっとニガテなお金のハナシ、親子で楽しく

大久保愛子

するにはもったいない！誰

話せるきっかけに！意外と知らない硬貨や紙幣の秘密

東花

かに話したくなるマネー入

や、つい話したくなっちゃう豆知識をクイズ形式で楽しく

門

学びます。

発達凸凹専門小児科医

ママ小児 科 医もやってい

ママがほめられると家族の笑顔が100倍になる！小児科

森中博子

る！家 族が10 0 倍 笑 顔に

医歴20年、15000組の親子からヒントを得た、誰でもほ

なるほめほめポスター大

め上手になれるほめほめポスターを一緒に作りましょ

作戦

う！もちろんパパもウェルカム！

作って楽しい！食べて美味

アイシングペン(チョコペンも可)を使ってクッキーにお

傾聴
笹野朋美

しい！おやつはこれで決ま 絵描きをしませんか？でも、ただお絵描きするだけでは
り！アイシングでお絵描き もったいない！！爪楊枝1本あればできるハートや波模様
クッキー

など簡単な描き方もコツと一緒にお伝えします。

小学校低学年ブース
ブース

開 催日 時

協会名・出店者名

タイトル

T34

5/01（日）10:00

親勉

ぬれても大丈夫！材料3つ

必要なのはクリアファイルとテープにカラーペン♪自分

やぎさちこ

とっておき工作♪わくわく

の描いた宇宙が世界に一つだけのステッカーになりま

相葉ゆうみ

ステッカ ーを 作って 宇 宙

す！お風呂で大活躍のわくわくステッカーを一緒に作り

へGO!!

ましょう(^^)

T35

5/01（日）10:00

パンツの教室

ラ ーメン 屋 さん 直 伝！簡

現役ラーメン屋さんがこっそり教える絶品 とろ〜り半

はらじゅんこ

単！絶品！親子でとろ〜り

熟煮卵 を親子で一緒に作ります。いつもの材料で簡単

たけうちあんな

煮たまご作っちゃぉ〜♪

本格的なお店の味に！不思議なスケルトン卵の秘密クイ

西田文恵
T36

開催内容

5/01（日）11:00

親勉
山下明美

ズや命のおはなしも♡参加者にはレシピをプレゼント！
宿題 嫌いは

ママの声か

けでまるっと解決！

夕方、家事をしながら嫌がる子どもに勉強をさせようと
するとどっと疲れますよね。宿題嫌いな子でもママの声
かけでまるっと解決する方法があるんです。たった3つの
魔法の言葉をお伝えします。

T37

T38

5/01（日）13:00

パンツの教室
さかいみきこ

なる新 聞 紙 テントの 作り

楽 。プロキャンパーいち推しの室内マイテントでアウト

こいけけいこ

方と遊び方

ドア！おうち時間を退屈なんて言わせませんよ〜

実験が好きな子は思考力

実は、お母さんの声掛け次第で『材料2つ』
『ほぼ失敗な

がぐんぐん伸びる！材料2

し』の簡単実験でも自由研究に繋げられるネタになるん

つ‼グラスの 中の 噴 火 実

です！現役小学校の先生が「理科好きな子を育てる」＆

験を楽しもう

「思考力を伸ばす」ヒントをお伝えします♬

たった一言 で親 子のケン

家族時間が長くなるとついついガミガミ言ってしまいが

カが 激 減？！魔 法 の言 葉

ち。でも大丈夫！怒ってしまった後にちょっとした一言を

かけ

つけるだけでイライラが激減します。あなただけのイラ

5/01（日）13:00

5/01（日）13:00

新聞紙だけでできちゃう私だけの秘密基地！子供ってこ

うち時 間が10 0 倍 楽しく もるの好きですよね。簡単に作れて、なんなら処分も

親勉
東花

T39

秘密基地を作っちゃお！お

くらたきみこ

パンツの教室
吹上雅代

イラ減少ワードをいっしょに見つけましょう！
T40

5/01（日）14:00

格上げおしゃれ
プランナー

超 カ ワ イイ ♡ 1 0 分 で 完

好きな色、素材の毛糸を使って親子でシュシュを作りま

青山純子

成！親子で「編まない縫わ

せんか？針も糸もいらないから簡単！連休明けたら学校

ない」シュシュ作り♬

につけて行っちゃいましょ！※親御さまのサポートが必
要な場面がありますので、ご一緒にご参加ください。

第6回 オンライン
チアリングフェスタ第6弾はオンラインで開催！料金はすべて無料、各ブースの所要時間はすべておよそ40分（5分ほど前後する場合
もございます）。親子で楽しく学べるブース、美容ブース、様々なブースをお楽しみください。

高学年＋大人ブース、小学校低学年ブース、未就学児ブースの開催内容は各ページをご覧ください。
各ブースにご登録いただくと、株式会社Terakoya kidsからメールマガジンが届きます。

高学年＋大人ブース

2022年4月29日(金)、30日(土)、5月1日（日）6:00〜17:00

小学校低学年ブース

2022年4月29日(金)、30日(土)、5月1日（日）6:00〜17:00

未就学児ブース

2022年4月29日(金)、30日(土)、5月1日（日）6:00〜17:00

未就学児ブース
ブース

開 催日 時

M01

4/29（金）06:00

協会名・出店者名

タイトル

開催内容

チビーズ

お漏らし！便秘！入園&入

入園、入学後、環境変化で、子どもの排泄、排便リズムが

富岡さや

学後のトイレトラブルを大

崩れていませんか？トイレ、パンツ拒否、おねしょ、便秘

せきりか

解決！

そんなトイレトラブルを元幼稚園教諭、薬剤師がおこた
えします！

M02

4/29（金）08:00

親勉
川口美香代

モンテッソーリ講 師 直伝

ストレスを溜めずにおむつを卒業できる秘訣や0歳の赤

♡超カンタン！10日間で

ちゃんからできることをクイズ形式で楽しく学びます♡

終わる魔法のトイトレ法

当時2歳3ヶ月の娘が10日間でおむつを卒業できた秘密
もお伝えします！

M03

4/29（金）08:00

チビーズ
まさべさき

食べられる科 学あそびで

【親子で楽しく！食べられる科学実験】たった3つの材

学んじゃおう♪「材料３つ

料で不思議がいっぱいグミづくりand大解剖。食と科学

で賢くなるグミ作り！」

のプロが子どもたちに学ぶ楽しさと初めての実験をプレ
ゼント。未就学児さんも小学生も参加OK。

M04

4/29（金）09:00

美歯女アカデミー主宰

これでキミもむし歯ゼロ！ むし歯はどうしてできるの？歯みがきはどうして必要な

あだちかずえ

クイズ で 学ぶ「お 砂 糖と の？クイズに答えながら、楽しくむし歯予防♪簡単歯み
むし歯のお話」

がきレッスン付きで、講座の直後から自ら歯みがきする
子が続出！500名の親子が参加した大人気講座です。

M05

M06

4/29（金）09:00

4/29（金）09:00

チビーズ

心が 満 たされ 、絆が 深ま ママの手があれば大丈夫♡親子の幸せふれあいタイム

矢部かな

る♡親 子で 育 脳マッサー

で、心が満たされ育脳にも繋がる！マッサージ中の大切

こばやしまり

ジ！大切なポイント3つお

な3つのポイントもお伝えします♪ママも一緒に心と体

伝えします。

をほぐしてリラックスしましょう♡

おうちからウキウキ 宇 宙

幼児さんでも簡単に作れる惑星モビールを作って、手の

あずみいちこ

の旅 〜キミだけのオリジ

届かない宇宙を身近に感じてみませんか？理科が苦手な

よしだまい

ナル惑星モビール作り〜

お母さんでも大丈夫‼我が子が宇宙博士になっちゃうか

親勉

も。このＧＷは一緒に宇宙の旅をしませんか。
M07

4/29（金）10:00

子ども発達専門講師

指導歴19年！集中力が 爆

6歳までにぐんと高めたい集中力！ついでに鼻も一人でか

田中直子

のび する 6 歳 までの 子 に

めるようになってほしい！目と手と身体を楽しく使う

大人 気！ティッシュ遊び5

ティッシュ遊び5選を指導歴19年元特別支援学級担任

選！

がお伝えします。お母さんも一緒に楽しんでください。

未就学児ブース
ブース

開 催日 時

協会名・出店者名

タイトル

M08

4/29（金）10:00

チビーズ

2歳でも作れる！レンジで

M10

4/29（金）10:00

4/29（金）11:00

簡 単♪五 感 を 鍛 えておい どもも安心。五感をたっぷり使いながら親子で楽しく作

きとうあさこ

しい柏餅を作ろう！

M12

4/29（金）12:00

4/29（金）12:00

親勉

こどもの日は自分だけの

子どもの日を男の子だけのイベントにしておくなんて

いなみしょうこ

かぶと作りで戦 国 武 将に

モッタイナイ！家にある材料で世界にひとつだけのオリ

藤本えま

大 変 身！歴 史 博 士にもな

ジナルかぶとを作ります。歴史を知らなくてもOK！歴史

こんどうゆう

れちゃう！

博士になれちゃうかぶとにまつわる小ネタもご紹介。

わたしってすごい！！ 2歳

簡単！可愛い！映える！美容師直伝のヘアアレンジ！自分

チビーズ
せきりか

から自分で出来る！子ども で出来るが自信を育てる！指先を使う大切さを元幼稚園

瀬能えつよ

が喜ぶヘアアレンジ3選＋ 教諭が伝授！＋ぶきっちょママでも出来る2度見されるヘ

チビーズ

M14

M15

4/29（金）13:00

4/29（金）13:00

4/29（金）14:00

【うんちどこにいくの？】 「このうんちはどこに行くの？」子どもの【なんで？】を
素 朴な疑 問は学びのチャ 科学のプロと遊びながら学びませんか？探究心を伸ばし

あしむらゆき

ンス

て科学が好きな子に育てよう！賢い散歩の方法・なん

〜散歩も楽しくなる〜

で？を引き伸ばすたった一つの言葉がけも伝授！

親勉

簡単！楽しい！海苔アート 簡単！楽しく！手間いらず！ 少しのアイデアをプラスする

むかいあさみ

対決！親子で出来る『ラク だけで《幼児からすぐ出来る》毎日のごはんの時間が将

せきぐちさり

ラクごはんde漢字遊び』

チビーズ

4/29（金）14:00

来役立つ！ 国・算・理・社・英の5教科のお勉強を楽しく
出来る時間に早変わりする秘策を伝授します！

材料3つ！たった5分！子ど

ぐるぐるかきまぜていると、あら不思議！たった5分で

矢部かな

もの やりたいとママの 楽

あっという間にできちゃう★子ども一人でできる簡単レ

大久保愛子

ちんが 叶う簡 単 ぷるぷる シピでおやつにぴったりのゼリーを作ります♪メリット

パンツの教室

ゼリー作り

いっぱいの台所育児のポイント、2つお伝えします。

これでキミもお肌博士！ク

〇×クイズに答えて、お肌をカイカイガサガサにする夏の

うらたまい

イズに答えてカイカイガサ

悪者をやっつけよう！保湿が不要になった！親子で楽し

倉島実希恵

ガサ夏のトラブル肌にさよ く塗れた！あせもや虫さされの予防法がわかった！そん

親勉
すずのきゆみ

M16

アアレンジ！GWルンルンでお出かけ間違いなし！

まさべさき

齋藤しおり
M13

れます♪季節行事に触れることで親子の思い出作りに
も！100倍楽しくなる言葉がけもお伝えしちゃいます♪

1♪
M11

【レンジで簡単！絶品かしわ餅！】火を使わないので子

いなよしみほ
なかじょうゆみ
M09

開催内容

パンツの教室
川口まさき

うなら♪

なお声をいただく、現役皮膚科ナースの大人気講座。

10 0 円グッズ で理 系 脳を

100円ショップで買える木製キューブを使って、パタパタ

伸ばす！世界にひとつ♡パ

うごくおもしろパズルを作ります。親子で一緒に楽しく

タパタパ ズ ルを 作っちゃ

作るだけで 数を捉える

おう！

センスがぐんぐん伸びる！

ストレス撃退！大笑い体操

大きな声で大笑いをして心も体も元気になる体操です。

で家 族みんなの免 疫 力

10分の笑いは30分のマラソンにも匹敵するほど体力を

アップ！気分もスッキリ！

消耗します。深い呼吸で集中力アップ！免疫力アップ！イ

立体をとらえる 2つの算数

ライラも体調不良も一気に吹き飛ばしましょう！
M17

4/29（金）15:00

毎 晩のイライラ脱 出 大作

1時間…2時間…どんどん過ぎてゆく寝かしつけの時間。

高野まゆき

チビーズ

戦！寝かしつけを楽にする

「うちの子どうして寝てくれないの？」思わずため息が

高山きすん

簡単3ステップ

漏れちゃうお母さんのために、イライラを脱出させるとっ
ておきの簡単3ステップを伝授いたします！

M18

4/29（金）15:00

マネリテ
おだひのか

3歳からできる！子供のお

仕事に家事に子育てに…とにかくママは忙しい！！全部ひ

手 伝いでママがどんどん

とりでやろうとせず、そこは子供に頼りませんか＾＾？お

楽になるヒミツ♡

子さんのお金の勉強にもなって、ママがどんどん楽にな
る♡一石二鳥なヒミツをこっそり教えます♪

M19

M20

4/29（金）16:00

4/30（土）06:00

チビーズ

〜ペットボトルで雲を作ろ 雲ってどうやって出来るの？雲って触れるの？そんな子ど

まさべさき

う〜 G Wの 散 歩 がたのし も達の「なんで？」をペットボトルで作っちゃおう！日常

すだかしょうこ

くなる！幼児ができる簡単

の不思議を体験して子ども達に学ぶ楽しさをプレゼン

実験

ト！自己肯定感を高める言葉がけもお伝えします。

もうやだ！やらない！をや

こんな時なんて声かける？自信があったのに失敗し

る気 につ な げる！誰 でも

ちゃった。思い通りにいかなかった。シュンとした心を、

簡 単！たった 一 つ の言 葉

一瞬でやる気につなげる言葉がけ！幼稚園の先生歴15

がけ

年の子どものプロがお伝えします

チビーズ
せきりか

未就学児ブース
ブース

開 催日 時

協会名・出店者名

タイトル

開催内容

M21

4/30（土）07:00

チビーズ

長時間動画を見せて罪悪

今日は動画を見せすぎちゃった…そんな時、罪悪感でモ

おおはしゆきえ

感 …でも大 丈 夫！挽 回 方

ヤモヤしていませんか？それを挽回できちゃう方法を

さとうみお

法を伝授！！

こっそり伝授！！ミニゲームもやるので、お子さまと一緒
にご参加いただけます♪

M22

M23

4/30（土）08:00

4/30（土）08:00

チビーズ

【朝が苦手な親子必

朝なんだか気持ちが上がらない、子どもの起きぐずりが

やまこしみゆき

見！】シャキーン！と気 持

激しい、全然起きない！そんな方必見！朝をシャキー

村上エミリ

ちよく朝を迎えられる、3

ン！！と気持ちよく過ごすためにできる親子時間の作り

つの極意

方を3つご紹介します！親子で楽しんでくださいね♪

お家で見れる満点の星 空

身近な材料で、親子で楽しく我が家だけのプラネタリウ

親勉
なかじょうゆみ

☆ 簡 単 材 料でプラネタリ ムを作ります♪自分で作って、お家で気軽に楽しめるか

中村由佳莉

ウムを作ちゃおう！

ら星座がどんどん覚えられます！夜空を見る機会の少な
い小さなお子様でも天体大好きになること間違いなし♪

M24

M25

4/30（土）08:00

4/30（土）09:00

パンツの教室

く「3歳からはじめる防犯

う。怖い人ってどんな顔かな、誰が一番怖いお面を作れ

のはなし」

るかな。 子どもの大好きな工作を通して3歳児でも分か

パンツの教室

親子の絆が深くなる！ママ

もうすぐ母の日！ お子さんと一緒に、花束を作りません

に渡そう花束ラブレター

か？ 作ったその場で大好きなママへ贈呈式！ 親子の絆

のだりな

M26

M27

4/30（土）09:00

4/30（土）09:00

塗ってちぎって親子で楽し 必要なのは紙とペンだけ！怖ーい顔のお面を作ってみよ

山田ちひろ
石川ゆりか
やまうちさくら
宮本くみこ

る、自分で自分を守る方法を身につけよう！

石井夏子

がぐっと深まるイベントです♡受け取る時に、お子さんの

ふじさきみさ

自己肯定感が上がる声掛けもお伝えします ♪

マネリテ

ワクワク♪未 来 をつ なぐ

子どもの『なりたい』を応援！人生すごろく作りで、全力

齋藤しおり

人 生 すごろく作り☆〜ど

で応援できる母になれるヒントを得る事ができます。作

くにかあゆみ

んなわが 子も応 援できる

成したスゴロクは、すぐ遊べちゃいますよ♪ワクワク未来

母になれる〜

を想像する時間を一緒にすごしましょう♡

お片付 けの イライラをワ

散らかったお部屋に、ついイライラして「片付けなさ

むかいあさみ

チビーズ

クワクに変える！こどもの

い！」と怒ってしまう…。そんなママのために、お片付け

中谷みき

脳を育てるお片付け術

が楽しくなると同時に5教科のお勉強までできてしまう
♡ヒミツのお片付け術を大公開しちゃいます！

M28

M29

4/30（土）10:00

4/30（土）10:00

看 護 師 直伝！正しい 手 洗

未就学児には自らするのは、なかなか難しい手洗い。こ

くぼいちか

傾聴

い方法

こでもう一度手洗いを見直してみませんか？看護師だか

嶋津真弓

強 い 体になってバイ菌 星

らこそ、お伝えできる未就学児でもできる手洗いのポイ

人をやっつけろ！！

ントや声がけを楽しく分かりやすくお伝えします。

毎 晩のイライラ脱 出 大作

1時間…2時間…どんどん過ぎてゆく寝かしつけの時間。

高野まゆき

チビーズ

戦！寝かしつけを楽にする

「うちの子どうして寝てくれないの？」思わずため息が

にいみあすか

簡単3ステップ

漏れちゃうお母さんのために、イライラを脱出させるとっ
ておきの簡単3ステップを伝授いたします！

M30

M31

M32

M33

4/30（土）10:00

4/30（土）11:00

4/30（土）12:00

4/30（土）13:00

パンツの教室

動 物 園が10 0 倍 楽しくな

動物園遊びをしながら、動物のフシギについて学ぼう♪

たにぐちはるか

る♪♪動 物クイズd e 性 教

♪子どもの大好きな動物の豆知識を楽しみながら、明る

里中せい

育♡

い性教育にも親しむことができちゃいます！！

親子英語

3歳以上のキッズにおスス

おうちで英語環境づくりにチャレンジしたいママとお子

こんどうゆう

メ♡ 英 語 の 手 遊 び 歌 や

さんに超おススメの英語の手遊び歌や簡単にできるゲー

ゲームで 英 語を学ぶはじ

ムを紹介しちゃいます！準備などいらないので、いつでも

めの一歩に！

どこでもできて親子のコミュニケーションにも！

ドキッ！知っているだけで

1歳から作れるストローとモールとビーズを使った簡単キ

くめみゆき

集中力に差が出る 世界で

ラキラ☆ブレスレット作り。作る過程でママがドキッ！と

くにかあゆみ

一つだけのブレスレット作

するシーンがいくつもあり、想像の斜め上を行く知育遊

り

びをします♪夢中になるから集中力もUP！

チビーズ

親勉

お 手 伝いが も〜っと楽し 大人気イベントがチアフェス初登場！お野菜をテーマに

よしもとみき

くなっちゃう！クイズでお

クイズ大会♪笑って考えて答えているうちに「聞いたこと

くきのふみこ

野菜博士になろう！

ある！」な単語がどんどん増えます。お料理も、お買い物
も一緒にしたくなっちゃいますよ(^▽^)

未就学児ブース
ブース

開 催日 時

協会名・出店者名

M34

4/30（土）13:00

パンツの教室

タイトル

開催内容

お ふろで 楽しく性 教 育♪ お風呂は最高の性教育タイム♡たった2つの材料だけ！

たてぬまはるか

たった 2 つ の 材 料 で で き 簡単！親子で楽しくからだの大切なことについて学べ

もりたかずえ

る！プカプカペタペタおも ちゃうおもちゃを一緒に作ろう！！
ちゃ

M35

4/30（土）13:00

チビーズ
高野まゆき

保 育 士 直 伝！3 歳 か ら の 何でも自分でやりたい！と言っていた我が子が、急に「マ
「ママやって」を上手に乗

マやって」「できない」と言い始めるのには、ちゃんとし

り切る最強テクニック

た理由があるんです。知らないと損をするその理由や最
強テクニックを、保育士がドドン！と教えます。

M36

4/30（土）14:00

チビーズ

2歳からかけっこが速くな

体育の先生直伝！2歳からできる！かけっこが速くなるコ

やまこしみゆき

る！運動神経がよくなる3

ツ。小さい頃から取り組んでおくと、運動だけでなく、小

つのポイント

学校へ上がっても自信をもって、色んなことにチャレンジ
することができますよ！

M37

M38

M39

4/30（土）14:00

4/30（土）15:00

4/30（土）15:00

パンツの教室

リトミック講師直伝【ママ

現役リトミック講師によるピアノの生演奏に合わせて、

なかしまちはる
ひろさわゆか
たかはしあや
まつのくるみ

も一 緒に！】わくわくリト 親子でLet'sリトミック♪リズム運動で親子の絆を深め

チビーズ

落書きにひと工夫！びっく 落書きに見えていた子どもの絵。取り組みやすいクレヨ

ミックで心 とカラダの 土

て、幸せホルモンを出して、親子でハッピーに！性教育で

台づくり♪

心とカラダの土台づくりをしましょ♪

斉藤はる

り ア ー ト に 大 変 身 ★ 〜 ンを使った技法をお伝えし、楽しく絵がグレードアッ

中村由佳莉

アートで 育 てる豊 かな 心

プ！！親子で唯一無二のアート作品を作っちゃいましょ

しのはらあきこ

〜

う！ママの魔法の声掛けで自信も笑顔も満開！

お金持ちへの道！ 超 は

いち、に、さん…と言えるようになったら、次はコレ！

マネリテ
くきのふみこ

じめのいっぽ

幼児さ お金とうまく付き合える大人になるための

んコース

めのいっぽ

超 はじ

コレを知ってから、おこづかいや、はじめ

てのおつかいにチャレンジすると、違いますよ〜
M40

5/01（日）06:00

親勉
くにかあゆみ

親 子で 想 像 力を育む！折

柔軟な発想の幼児期から算数に興味を持てる折り方を

り紙で簡単♪チョキチョキ

お伝えしつつ、切ってみないとどんな形ができるかわか

切り紙模様☆

らない！そんな仕上がりを想像するのが楽しくなる切り
紙で遊びます♪

M41

5/01（日）06:00

毎 晩のイライラ脱 出 大作

1時間…2時間…どんどん過ぎてゆく寝かしつけの時間。

高野まゆき

チビーズ

戦！寝かしつけを楽にする

「うちの子どうして寝てくれないの？」思わずため息が

はなまるりほ

簡単３ステップ

漏れちゃうお母さんのために、イライラを脱出させるとっ
ておきの簡単3ステップを伝授いたします！

M42

5/01（日）07:00

チビーズ
木村えりこ

材料３つ！親子で甘〜いプ

材料たった3つで簡単ふるふるプリンを親子で作ろう！

リン作り！子どもの自己肯

玉子を割ったり、ぐるぐる混ぜたり。子どもの「やりた

定感アップな声かけ付き

い！」や「できた！」を伸ばせる声かけのコツもお伝えし
ます！

M43

5/01（日）08:00

チビーズ
村上エミリ

親子で遊ぼう！紙コップだ

「ママー見てみてー！」が激減する子どもの集中脳を育

けでできる集中脳を育て てる5つの遊び方を大公開!!使うものは紙コップだけ。子
る5つの遊び

どももママも大満足の集中脳を育てる遊びを親子で楽し
んでくださいね♪

M44

5/01（日）08:00

マネリテ
相葉ゆうみ

もう一人でできるもん！子

GW明けは生活ペースが乱れがち。身支度ボードを使っ

ど も の 自 立 心 を 育 て る てやる事を見える化すると自分で気付けるように♪自ら
「 で き た よ ボ ード」作っ 進んでやりたくなる秘密の方法もお伝えします。親子で

M45

5/01（日）09:00

マネリテ
むかいあさみ

ちゃおう♪

一緒にオリジナルのできたよボードを作りましょう♪

お片付 けの イライラをワ

散らかったお部屋に、ついイライラして「片付けなさ

クワクに変える！こどもの

い！」と怒ってしまう…。そんなママのために、お片付け

脳を育てるお片付け術

が楽しくなると同時に5教科のお勉強までできてしまう
♡ヒミツのお片付け術を大公開しちゃいます！

M46

5/01（日）09:00

パンツの教室
伊藤あづさ

辛いトイトレは、さような

大人気！200人が参加した伝説のトイレトレーニング。

ら！

メディアに引っ張りだこのモンテッソーリ教師が ラクし

アッという間に終わるトイ て楽しいトイトレの裏ワザを伝授します！
レトレーニング

未就学児ブース
ブース

開 催日 時

協会名・出店者名

タイトル

M47

5/01（日）09:00

パンツの教室

親 子で作 ろ！鯉 の ぼり貯

親子で、簡単☆可愛い☆貯金箱を作りましょう！更に

金箱！

「貯蓄だけではないお金の振り分け方」を学べます！お

ゆきもとまお

M48

M49

5/01（日）10:00

5/01（日）10:00

いなばゆり

子さんに〝思いやりの心〟を育てたいママさんは必見で

平賀亜沙美

す♫
水だけでOK！幼児のうち

幼児の頃の「なんでなんで？」期。この時期に観察実験

西森環

チビーズ

から理 科大 好き！普 段 食

をしない手はありません！普段食べている野菜のタネを

すずきともこ

べている野 菜のタネを育

まいたらどうなるのかな？素朴な疑問から子どもの探究

ててみよう！

心を引き出します！

パンツの教室
もりまりこ
おきたみほ
せがわゆみ
なんばなおみ

M50

5/01（日）11:00

かんたん3ステップ 世界に 100均でも手に入る材料3つだけで簡単3ステップ！世界
一つだけのバスボム みん

に一つのオリジナル入浴剤を作ろう♪作った当日に使え

なで楽しく一緒につくろう

るからお風呂ギライっ子もすぐに入りたくなっちゃう！お
風呂で話せる性教育もお伝えしちゃいます！

親子英語

大 人 気 の 帰 国 子女＆ 純

子ども心をくすぐる仕掛けがいっぱい！3つの材料で、簡

ふくざき朋子

ジャパ 講 師 が お 届 け！英

単クラッカーを作ります。英語の声かけやクイズを通し

かくなつこ

語が 楽しくなる魔 法 のク て、未就学児さんにもわかりやすく、楽しい形で単語を
ラッカー作り♡

M51

M52

M53

5/01（日）11:00

5/01（日）11:00

5/01（日）12:00

開催内容

マネリテ

覚えていきましょう！

お 金の教育はじめの 一歩 今年はお金の教育元年！お金の教育のはじめの一歩とし

染谷あや

♪お買い 物デビューを無

て、まず考えるのが自分でお買い物に挑戦！ドキドキの

むかいあさみ

駄遣いにしないための3つ

『お買い物デビュー』を《単なる無駄遣い》で終わらせ

のコツ

ないために必要な3つのコツについてお教えします！

チビーズ

お 風 呂 イヤイヤ 怪 獣 だっ お風呂イヤ！行きたくない！ってお子さんにお家にある物

佐々木佑

たのに！？

すんなりお風

をボートに変身させてお風呂で遊んでみよう！用意する

すだかしょうこ

呂に 入るコツとボート作

のは牛乳パックと輪ゴムとストローだけ！自分からお風

り

呂に行く秘訣もお伝えします。

＼お金 教育のプロ直伝／

「ママこれ買って！買ってよ〜」なんでも欲しがる子にお

高野まゆき

マネリテ

あれ買って！を減らす買い

金の大切さや使い方をどうやって伝えたらいいのかご存

よしもとみき

物の極意

知ですか？お金教育のプロが誰でも出来るワンポイント
アドバイスを張り切ってお教えします。

M54

5/01（日）13:00

チビーズ

わが子もゴッホ！？マネっ とても身近なクレヨンで模写をしてみませんか？自由に

斉藤はる

こから始まる天才脳の育

伸び伸びと心のままに！クレヨンで模写するのはいいこ

中村由佳莉

て方

とだらけ。感性も磨かれ、目に良い。ゴッホの作品をマ

しのはらあきこ
M55

5/01（日）14:00

親勉
えんどうえみ

ネっこしちゃいましょう♡
算数を学びながら10分で

写真整理を楽しんでみませんか？算数のアナウンスをし

できる？！世界でひとつの

ながら写真を切って貼るだけで、オリジナルフォトが出来

超カワ♡フォト作り

ちゃいます。
アルバム作りを楽しむコツも大公開します♡

M56

5/01（日）14:00

チビーズ
すずきともこ

M57

5/01（日）15:00

マネリテ
高野まゆき

今すぐできちゃう！「保育

入園・進級したての4月よりも5月の連休明けに行きたく

園 行 きたくな い」か ら解

ないという子が増える傾向あり！親は気づいていない子

放される毎日たった1分魔

どもたちの本音を知り、事前に準備しておけば回避でき

法の声かけ

る魔法の声かけをお伝えします！

3 歳 か ら おうち で 実 践！

今話題のお金の教育。実は、3歳頃から始められるって

「お 金 の 教 育」を始 める 知ってましたか？3歳を過ぎると急に増えだす、あのサイ
ための子どものサイン

ン。意外でスルーしがちな、あのサイン。知らないと損し
ちゃう「お金教育の始め方」保育士が語ります。

M58

5/01（日）16:00

チビーズ
高山きすん

食のお 悩み 卒 業 宣 言！親

子どもの偏食や好き嫌いに手を焼いているママ必見！

子の笑 顔が増える好き嫌

「どうして食べてくれないの？」そんな不安やイライラを

いの減らし方

解消し、
「一口食べてみる！」の気持ちを育てる秘訣をご
紹介します。

