
K01 10/29（土）07:00 親子英語
なかむらいとこ

純ジャパ小学4年生が英検
2級に合格！
ママが大切にしていた5つ
のこと！

公立小通いでも、純ジャパでもお母さんのサポートでお
子さんの英語学習は見違えるように変わります。お母さ
んでもできる、いえ、お母さんだからこそできるおうちで
のサポート術をお伝えします！

チアリングフェスタ第7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。

第7回 オンライン

K02 10/29（土）07:00 オリジナル
増田文香

わぉ天才！漢字が苦手は
思い込み。考える力がグン
グン伸びる！漢字あそび

えんぴつも不要の漢字あそび。漢字嫌いの小学生も夢
中になる仕掛けが満載！クイズに答えてあそんで終わっ
た頃には、いつのまにか中国語まで覚えてしまう仕掛け
あり。中国語ジャンケン大会も、ぜひお楽しみに！

K03 10/29（土）08:00 傾聴
あいほしみずほ
笹野朋美

気になる我が子の恋愛事
情！お母さんのための子供
の恋バナ聴き方レッスン！

「あのね、お母さん」と子供が恋バナをしてきてくれた
ら、どう対応しますか？声かけ１つでその後の親子関係
まで変わってしまうかも！色々聞いちゃう？一緒に盛り上
がる？お母さんのための聴き方レッスン！

K04 10/29（土）08:00 マネリテ
大久保愛子
加藤ゆきえ

元証券ママが教える♪
総額20万円！？ママのため
の「ポイ活」はじめの一歩

総額20万円以上？ネットでのお買い物、ただ買っている
だけなんてもったいない！コツさえ押さえれば誰でもカ
ンタンにできるポイント取得法♪お得でラクラク、ハード
ル低く始められる「ポイ活」をお伝えします。

K05 10/29（土）10:00 オリジナル
青山純子

メイクとファッションのプロ
直伝！印象が200%アップ
するマスクの選び方

毎日のマスク、なんとなく…で選んでいませんか？色も形
もさまざまな不織布マスク。じつは、ひとりひとりに
「似合う」があります。印象が200%アップするマスクの
選び方のコツをお伝えします。

K06 10/29（土）14:00 マネリテ
原田みき
まさべさき
染谷あや
くきのふみこ

7割のママが知らずに始め
てる！？おこづかいの渡し方
NG&GOODポイント
大公開！

お菓子買って～！ガチャガチャしたい！クレーンゲームす
るぅ！「そんなことに使うお金はありません！」って言い
たくなるやつ。どうしてますか？ピンチはチャンス！
4者4様の「おこづかい実践の記録」シェアします。

K07 10/29（土）20:00 パンツの教室
おおのいくこ
つはともこ
伊藤あづさ

モンテッソーリ講師直伝！
はじめてのトイレトレーニ
ング

いつから始めれば良いの～？おまるは、必要？トイトレっ
て夏やるんじゃないの？など 何から始めたら良いか分か
らない！初めてトイレトレーニングをされる方向けにお話
しいたします。

ブース 開催日時 協会名・出店者名 タイトル 開催内容

高学年＋大人ブース

高学年＋大人ブース　 2022年10月29日（土）、30日（日) 6:00～22:40

小学校低学年ブース　 2022年10月29日（土）、30日（日) 6:00～22:40

未就学児ブース　　　 2022年10月29日（土）、30日（日) 6:00～22:40



オリジナル
くろかみ陽子

パンツの教室
森まきこ
石井夏子
あさくらあき
おぐらみずき

オリジナル
あだちかずえ
高橋わこ

傾聴
冨澤理恵

親勉
長田いづみ

パンツの教室
ゆきもとまお
平賀亜沙美

チビーズ
いしいおうこ

オリジナル
黒川真規子

親勉
むかいあさみ
川口美香代
大久保愛子

傾聴
紺谷文乃
高橋リエ

チビーズ
原田みき
やぐちあん
叶じゅんこ
紫藤なお

マネリテ
大久保愛子
加藤ゆきえ

親子英語
かくなつこ
川口美香代

K08 10/29（土）21:00 ファッションのプロ直伝！
毎朝の洋服選びが楽に
なる♡クローゼット整理術

毎日、洋服を選ぶのに時間がかかる…。そんなお悩みは、
ちょっとしたコツでクローゼットを整理するだけですぐ
に解決！冬服を買いに行く前に、無駄買いしないよう、
まずはクローゼットの中を整えてみませんか？

ブース 開催日時 協会名・出店者名 タイトル 開催内容

高学年＋大人ブース

K09 10/29（土）21:00 イヤイヤおばけに効く
たった1つの魔法

世界共通の2才イヤイヤ期、いかがお過ごしですか？　
順調に成長している証拠！と言われても 親としてはイラ
イラするものですよね。そんな愛しき【イヤイヤおばけ】
ちゃんに効く魔法を、お伝えします！

K10 10/29（土）21:00 お口と家計をWで見直し 
ママが我が子に伝える
お金がザクザク貯まる
コツ！

知ってるだけでお金がザクザク貯まる！お口と家計の見
直しで、がんばらないでも生涯で車が買えるほどおこづ
かいが増えるをワケを知りたくありませんか？小学生の
うちに知っておきたいヒミツをお伝えします！

K11 10/29（土）22:00 夫婦喧嘩にならない話の
聴き方・伝え方

男性と女性では脳の仕組みから話の聴き方や伝え方が
違います。この仕組みを正しく理解し、相手の心に寄り
添う話の聴き方をすることで 夫婦喧嘩も解消され、より
良いパートナーシップを築くことができます。

K12 10/29（土）22:00 生涯賃金に1億の差がつく！
子どもの英語力の伸ばし方

英語ができるのとできないのでは、生涯賃金が1億円違
うことをご存知でしたか？お子さんの将来に役立つ英語
とは？という疑問に、企業研修や大学の講座を多数抱え、
著書多数の英語教育のプロがお答えします。

K13 10/29（土）22:00 ファイナンシャル・プランナー
と実践！
ママ時間を充実させる3つ
のワーク

毎日ご家族のために頑張っているお母さん！現役ファイ
ナンシャル・プランナーと一緒に、付箋を使った簡単な
ワークで、理想の自分を見つけませんか？好きなお飲み
物を片手に、是非ご参加ください☆

K14 10/29（土）22:00 スーっと寝れる？
寝させたい？
究極の寝かしつけ

はやく寝なさい！！毎晩怒号が飛ぶ。5400名受講の幼児
教育の創設者いしいおうこが多くのお母さんが悩んでい
る寝かしつけに言及。有料級の『究極の寝かしつけ』公開。
いよいよ真の寝かしつけ戦略が立てられる！

K15 10/30（日）06:00 子どもの個性は3タイプ！
自分からどんどん勉強
する子になる、3つの秘訣

子どもとお母さんの個性タイプが違うだけで、子どもが
どんどん勉強するようになるポイントも大きく変わります。
個性學を元に、3つの秘訣を手にいれませんか？
保護者向けのイベントです。

K16 10/30（日）06:00 ママの理想を全取り♡
夢を叶えるタスク管理術

家事に！子育てに！お仕事に！どれも頑張るママが理想
の未来を全取りできる♪タスク管理術をお伝えします。
ワーママ、専業主婦、パート主婦の方も、赤ちゃん抱えて
いてもOK！3人の夢を叶える管理術を大公開！

K17 10/30（日）06:00 怒っている人への話の
聴き方・扱い方

怒っている人へ何か言ったら余計に怒らせてしまった！な
んて経験はありませんか？あるいは、怒っている人に対し
て自分も怒りを感じてしまったり。そんな時に言っては
いけないNGワードと、処理の仕方お伝えします。

K18 10/30（日）06:00 子だくさんワーママ直伝！
しんどい家事を8割手放す
4つの秘訣♡

育児に家事にと毎日アップアップなワーママ生活…と思
いきや、何だか余裕な方々発見！ママはラクチン、子供は
育つ♡そんな秘訣、子だくさん先輩ワーママが教えます。
「家事を8割手放すリスト」全員プレゼント！

K19 10/30（日）07:00 金利300倍も夢じゃない！？
元証券ママが教える♪
ママのための「投資」
はじめの一歩

お金の勉強をしてみたい！だけど何からやればいいのか
わからない！ハードル高く感じる方が多い「株式投資」。
初心者ママのための投資のはじめ方について、元証券会
社勤務の二人がわかりやすくお伝えします♪♪

K20 10/30（日）07:00 小学生で英検3級合格も
夢じゃない♡英語が苦手
ママでもできる英語学習
継続3つのコツ

英語を身につけるためには継続することが一番大切！コ
ツコツ続けることに苦手意識がある親子でも大丈夫！
小学生で英検3級合格も夢じゃない♡英語が不得意なママ
でもできる英語学習継続3つのコツを大公開！



K21 10/30（日）09:00 マネリテ
やぐちあん
ひしだあさえ

医療系ママ必見！田舎に
住むママ大家さんの、子ど
もに伝えたいお仕事選び
&お金の教養

コロナ禍でも現場で頑張って働く医療系ママへ。我が子
に知って欲しい仕事選びについて、地方在住の医療職
ママ大家の二人がお伝えします！

ブース 開催日時 協会名・出店者名 タイトル 開催内容

高学年＋大人ブース

K22 10/30（日）09:00 オリジナル
青葉あゆみ
吉永有希
染谷あや

お金のプロに聞いちゃおう！
将来の教育費に備える家計
術～保険・マイホーム・NISA

子供の教育費っていくらかかる？教育費に備えるために
なにをやったらいいの？お金のプロが実践している3つ
の秘訣、保険、マイホーム、NISA活用法について、特別
に大公開します！

K23 10/30（日）09:00 傾聴
なごみゆかり

会話が苦手！気を遣って
疲れる！そんな人に贈る
会話の3つのヒント

会話が苦手！気を遣って疲れる！とお悩みの方いません
か？会話をしてもしゃべりすぎ&言葉が足りず失敗。
気を遣って疲れるから会話を避けてきた人が会話が心地
よいと言われるようになった3つのヒントお伝えします

K24 10/30（日）09:00 パンツの教室
のじまなみ

大人女子必見！プロ直伝！
30代からの美と健康を叶
えるフェムケアセミナー♡

生理痛、PMS、尿もれ、更年期、冷え性、肌の衰え、
性交痛、便秘…こんな不調ありませんか？ 年齢とともに
なかなか聞けない《おとな女性の 膣と骨盤のフェミニン
ゾーンケア》について性教育のプロがシェア♪

K25 10/30（日）10:00 オリジナル
大河内智子

気になるのは薄着の季節
だけじゃない！ニット姿も
スッキリ見える二の腕の
作り方

露出が少ない季節はボディラインも油断しがち。でも、
ご存じでしたか？二の腕の太さしだいでカラダが大きく
見えてしまうって？！ニット姿もスッキリ見える二の腕の
作り方をご紹介します♪

K26 10/30（日）10:00 親勉
ゆきもとまお

ファイナンシャル・プラン
ナー直伝
家計簿苦手さんのための
簡単家計術

面倒な家計簿にはサヨウナラ！家計簿が続かず、レシート
ばかりが溜まっていく…。そんなお悩みのママ必見！
現役ファイナンシャル・プランナーと一緒に家計簿いら
ずのラクラク家計管理法を学んでみませんか♪

K27 10/30（日）10:00 親子英語
神取夏子
大木裕美

中高生の英語の壁
徹底解剖！

最近英語が苦手になったと子供が言っている・・実際に
試験の点数も下がりぎみ、でも理由がよくわからない！
そんなお悩みはありませんか？中高生になってぶつかる
「英語の壁」の正体を徹底解剖いたします！

K28 10/30（日）21:00 親勉
吉永有希

たった1度で絵が大激変
～を約束♥
ネットでは探せない！芸術
家秘伝の手法を大公開♡

絵はコツを知れば誰でもたった1度で上手に描けるよう
になります♡秘伝の論理的手法を特別に大公開！たった
1度の効果は、参加者の絵を見れば一目瞭然！100%の
方が大満足と回答した企画が1晩限り登場です♡

K29 10/30（日）21:00 キラッと輝く子どもの才
能発見！効果バツグンの
コミュニケーション手相術
講座

手のひらには メッセージがいっぱい！ 鑑定歴14年。
鑑定延べ2000人越えの中から観えて来たお子さんの
キラッと輝く才能発見の方法と伸ばし方をお伝えします。

K30 10/30（日）22:00 パンツの教室
のだりな

思春期ママ、プレ思春期
ママ必見。しつけより大切
な三つの心得

しつけより、大事な3つの心得を思春期、またはプレ思春期
のお子さんをもつお母さま達にお話しさせて頂きます。

K31 10/30（日）22:00 傾聴
紺谷文乃

子供も、お母さんもストレス
の な い 受 験 を ！
受 験 する 我 が 子 へ の
声かけ3つのNGワード

現在、一人息子が中学受験中のマスターインストラクター
紺谷文乃が「受験」に挑む子どもについつい、お母さん
がかけてしまう言葉の中でも特に気をつけたい3つの
NGワードをお伝えします。

K32 10/30（日）22:00 親勉
すずのきゆみ
小林ゆきこ
なかしままみ

お子さんと選んで楽しい♪
学んでおいしい♪はじめて
マ マ の ふ る さと 納 税
「基本のキ」

今年こそ「ふるさと納税」始めませんか？何からやったら
いいの？損しない？わが家はいくらできる？そんな基本
から、選ぶときも届いてからも、お子さんの学びにつな
がって２度おいしい「返礼品選びのコツ」も伝授！

K33 10/30（日）22:00 チビーズ
原田みき
矢部かな

投資なんて無縁だった夫を
180度変えた2つの仕掛け

お金は銀行に貯めておくのが一番！そんな夫が「投資」
を始めた理由。それはたった2つのことを妻が仕掛けて
きたから！「中小企業診断士」である売れっ子コンサル
から伝授してもらった仕掛けを今回大公開！

オリジナル
斎木千桜子



K34 10/30（日）22:00 オリジナル
やぐちあん
高橋わこ
釘田まきこ
岸本きょうこ

リスクゼロ！ズボラでも
OK♡ワーママに最適な
ポイ活&ふるさと納税
ランキング

ズボラママこそ、実はみんなやっている！！節税できる
「ふるさと納税」＆「ポイ活」で年末までに2万円を貯め
ちゃおう♪楽して年10万以上たまった方法と親子で楽し
めるふるさと納税返礼品を家計のプロが大公開！

ブース 開催日時 協会名・出店者名 タイトル 開催内容

高学年＋大人ブース



T01 10/29（土）07:00 親勉
よしだまい
あずみいちこ
いたやけいこ
大久保愛子

たちまちキミも図形マスター！
A4用紙で作るハロウィン
お菓子BOX☆

見るだけで心ときめくカボチャとコウモリ。実は、あのカ
タチとこのカタチを組み合わせて作れます！お菓子BOX
を作ってるうちに図形マスターになれちゃう！
みんなで“Trick or Treat ! ”

チアリングフェスタ第7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。

第7回 オンライン

T02 10/29（土）07:00 親勉
長田いづみ

数字は世界共通語
英語で算数やってみよう！

時計や曜日の読み方を確認した後、アメリカの小学2年生の
算数とpictograph（統計図表）を英語やってみよう！
アメリカではどんなことを習っているのかな？
一緒に確かめてみましょう。

T03 10/29（土）07:00 マネリテ
むかいあさみ
相葉ゆうみ
おだひのか
嶋田ゆきほ

お小遣いは《はじめが肝心》
失敗しないための４つの
ポイント

お小遣いは始める時がとっても大事！始める時に「ある
こと」を意識しておくと、お子さんのマネーリテラシーが
ぐんぐんUPするんですよ♪お小遣いを始める時に失敗
しないためのポイントを4つ厳選してお伝えします！

T04 10/29（土）08:00 親勉
すぎもとあゆみ

かけ算九九も覚えちゃう！
親子で作る☆
ペーパープレートドリーム
キャッチャー

眠っている間にいい夢をつかまえてくれるというドリーム
キャッチャー。今回は紙皿を使って簡単に、そしてかけ算
九九を使って様々な模様を作り出して、キミだけの
ドリームキャッチャーを作ってみよう！

T05 10/29（土）08:00 カラダも頭もすっきり！
コミュニケーションも上が
る親子で朝ヨガ

身体を温める呼吸法からゆっくりスタートします。不器
用さんも体が硬いさんも心配なし！動物の真似っこや笑
顔になるペアポーズをゆるゆる～体と頭がすっきり！
一日が軽やかになるよう一緒に朝ヨガしましょう♪

T06 10/29（土）09:00 マネリテ
いなみしょうこ
いたやけいこ
えだねやすこ
おぐらみずき

ハロウィン特別企画♪
オバケからの挑戦状！
キッズマネークイズでお
金博士になろう♪

オバケからの挑戦状をクリアすると大好きなお菓子がも
らえるクイズ大会！お子さんでも楽しめるクイズでお金
の知識が身につき、お金を稼ぐ経験もできる♬遊びなが
らお子さんのマネーリテラシーを身につけませんか＾^

T07 10/29（土）09:00 親子英語
神取夏子

ジョリーフォニックス
体験会

英語を読むのが難しいのは、アルファベットの名前とそれ
が表す音が異なるから。アルファベット（文字)と音（発音)
のルール、それがフォニックス。フォニックスを知ると英語
が読めるようになりますよ！

ブース 開催日時 協会名・出店者名 タイトル 開催内容

小学校低学年ブース

高学年＋大人ブース　 2022年10月29日（土）、30日（日) 6:00～22:40

小学校低学年ブース　 2022年10月29日（土）、30日（日) 6:00～22:40

未就学児ブース　　　 2022年10月29日（土）、30日（日) 6:00～22:40

オリジナル
田中　直子



親勉
なかしままみ
はらだみか

パンツの教室
おのかおり
のだりな
みよしゆか
くりはらりな

マネリテ
やぎさちこ
よしもとみき
せきりか
矢部かな

オリジナル
はらみこ
きむらゆうか
四倉陽子

親勉
杉山かおる
はたりえ
くにかあゆみ

親子英語
よつはしまき

親勉
相葉ゆうみ
大久保愛子
くにかあゆみ

親勉
すずのきゆみ
染谷あや
小林美月
あずみいちこ

親勉
長田いづみ
すぎもとあゆみ
くにかあゆみ

親勉
あずみいちこ
しおかぜみら
よしだまい

親勉
やぎさちこ
原田みき
えんどうえみ
なかしままみ

親勉
せきぐちさり
原田みき
すずのきゆみ
はらだみか

オリジナル
くろかみ陽子

T08 10/29（土）09:00 5分でかんたん！誰でもで
きちゃう！ハロウィン★
スペシャルマジック3選♪

盛り上がること間違いなしのかんたんスペシャルマジッ
ク！楽しくマスターしてハロウィンをより盛り上げよう♪
さらに、ママたち必見！キッズツアー添乗のプロ仕込み★
上手な集合写真の撮り方！もお伝えします

ブース 開催日時 協会名・出店者名 タイトル 開催内容

小学校低学年ブース

T09 10/29（土）10:00 思考力と防犯力を鍛えよう！
ハロウィン防犯クイズ

思考力と防犯力を鍛えるために！
お子さん達と防犯クイズで遊びながら、自分の体と心を
守れる方法をお伝えします！

T10 10/29（土）10:00 地球防衛軍募集！宝さが
しでRを攻略せよ！
～ホントに必要なお金と
モノ～

よく耳にするSDGs、でもちょっと難しそう…という親子
のために！最も身近な取り組み“4R”について楽しく学び、
無駄遣いも撲滅？！地球の未来とお金について考えられ
るかっこいい親子になろう！

T11 10/29（土）10:00 Trick or Treat！
英語でハロウィン
パーティー！

ハロウィンの帽子をおしゃれにデコレーション！フルーツ
ティーを作って乾杯！ネイティブスピーカーと、英語で楽
しく、ハロウィン気分で一緒にパーティーしませんか？

T12 10/29（土）11:00 レンチン簡単♪5教科も
ポンポンはじける
☆紙風船ポップコーン作り☆

楽しく笑顔はじけるポップコーン作り♪ 火を使わないの
でお子さんも安心してご参加いただけます。 おやつが
完成して、5教科の知識もまるっとはじけ飛ぶポイントを
理数系講師3名がお届けします！

T13 10/29（土）11:00 ハロウィンの飾りを折り紙
で☆ついでに英語も覚え
ちゃおう！

ハロウィンの飾りを折り紙で作ります。ジャックオーラン
タン（かぼちゃ）を折りますが、講師と一緒に折るので、
必ず完成します。折りながら、ハロウィンに関する英単
語を覚えていきます。

T14 10/29（土）13:00 ぶきっちょママもラクラク☆
4STEPでできる！
簡単ハロウィンゼリー作り♪

親子で作ろう♡「可愛い・楽しい・学べる」ハロウィンゼ
リー♪火を使わない簡単レシピだから小さなお子さんが
いても安心！材料4つ！作り方はたったの4STEP！今年
は手作りゼリーにチャレンジしませんか♪

T15 10/29（土）15:00 算数と社会が好きになる♪
思考力＆創造力が育つ！
材料3つでカンタンおばけ
パイ作り☆

＼管理栄養士直伝！／トースターで作れるハロウィンに
ぴったりのおばけパイ☆作って食べるだけじゃモッタイナイ！
算数や社会の学びを取り入れながらおばけパイを一緒に
作りましょう。オリジナルレシピもプレゼント♡

T16 10/29（土）15:00 簡単♪科学実験☆
色の不思議を体験！
ペーパークロマトグラフィー

色の秘密をみんなで探ろう！赤と青を混ぜると紫に。
黄色と青を混ぜると緑に。色を混ぜると、元の色と違う
色になることは知っていますね。それとは反対に、混ざって
いる色を分ける実験をしてみましょう。

T17 10/30（日）08:00 わくわくタイムトラベラー☆
ぼくだけのおひさま時計
づくり

簡単にできる「腕時計型」のオリジナルの日時計を作り
ます。太陽の動きや方角、歴史や英語まで、時計ひとつ
でたくさん学べる方法をお伝えします。おひさま時計を
はめてみんなでタイムトラベラーに変身！

T18 10/30（日）08:00 粉不要！計り不要！
材料2つ♪
ハ サ ミ で で き る 簡 単
クッキー◎

たった2つの材料できるクッキー作り◎完成までもワク
ワク♪焼いている間に植物クイズもあり^^理科力upの
簡単クッキングを一緒に楽しみましょう！

T19 10/30（日）09:00 英語で学ぶアート！
材料3つ☆世界でひとつ
だけのキャンドルランタン
作り！

ペットボトルで簡単に作れるキャンドルランタン。バイリ
ンガル先生と英語で工作しませんか？さらに！理科や
歴史も楽しく学べます♪また、今話題のSDGsを家庭で
取り入れ、話すきっかけにする方法もお伝えします。

T20 10/30（日）10:00 親子で楽しもう♡
ハロウィンネイル＆簡単
ハンドケア

はみ出たり、ムラになったり、綺麗に仕上がらない…
子供の爪の噛み癖が直らない…そんなお悩みが解消する
マニキュアの塗り方と簡単ハンドケアをお伝えします！
親子でハロウィンネイルを楽しみませんか？



T21 10/30（日）10:00 親勉
よしもとみき
松井和子
瀧川千晶

おばけなんてないさ？
ときめきハロウィンリース
作り

ハロウィンの由来をお伝えしたり、5教科の声かけをしな
がら、楽しくハロウィンリースを親子で作って頂く。

ブース 開催日時 協会名・出店者名 タイトル 開催内容

小学校低学年ブース

T22 10/30（日）10:00 マネリテ
嶋田ゆきほ
おだひのか
たけだゆうこ

お小遣いはもらうだけ
じゃない！自分で稼げる子
に育つ「お手伝い帳」を
つくっちゃお！

「自分から進んでお手伝いする子！？そんな子いるわけ
ない！」そう思ったママさん、子どものヤル気スイッチ入
れちゃいませんか＾^ 親子で一緒に「オリジナルお手伝
い帳」を作って《自分で稼げる子》に育てましょう！

T23 10/30（日）11:00 親勉
せきぐちさり
小林ゆきこ
嶋田ゆきほ
まついまさみ

今日から君も人気者！
なぜ？を引き出す《探究
マジック》で天才マジシャン
に大変身！

え！どうして？すごーい！子どもの歓声が聞こえてくるこ
と間違いなしの探究マジック。楽しい！やってみたい！
そんなワクワクから始まる【学びの意欲】を刺激しちゃう！
幼児さんもできる簡単マジックをお伝えします♪

T24 10/30（日）11:00 親勉
相葉ゆうみ
染谷あや
川口美香代
吉永有希

お絵描きで都道府県を
すいすい覚えちゃう♡
世界にたった1冊！おばけ
図鑑を作ろう♪

大人でも苦手な都道府県と特産物。その都道府県と特産
物を「おばけ」にしたら？小さなお子さんもすいすい覚え
られる♡どんなおばけに会えるかな？世界にたった1冊！
自分だけのオリジナルおばけ図鑑を作っちゃおう♪

T25 10/30（日）11:00 親勉
森まきこ
しみずゆか
石井夏子
宮下まさみ

落ち葉アートで植物ハカセ
になろう！

芸術の秋！外を歩けば落ち葉がたくさん！お気に入りの
葉っぱを見つけて、簡単落ち葉アートに挑戦しよう！
葉っぱはどんな形かな？葉脈ってなぁに？親子で楽しみ
ながら理科好きになろう！

T26 10/30（日）15:00 パンツの教室
きせまりえ

親子で簡単ハロウィン
ディナーを作ろう（ロール
キャベツとかぼちゃパン）

きせ家のリクエストメニュー第2位！！めんどくさそうな
ロールキャベツを、簡単調理、ほったらかしでおいしく
仕上げます。今夜のごはんはコレで完成、時短レシピ
で、親子でゆっくりディナーを楽しんでくださいね♡

T27 10/30（日）15:00 マネリテ
やぐちあん
高野まゆき
杉山かおる
染谷あや

＼お金のトラブルを回避
せよ／やりくり上手を目指
して5歳から始めて欲しい
3つの事

わが子にお金のトラブルに巻き込まれてほしくないママ
集まれ～！低賃金時代だからこそ男女とも、正しく大事
に使えるやりくり上手に育てましょう♪5歳からスタート
できる3つのことをクイズ形式でお届けます！

T28 10/30（日）16:00 親子英語
なかむらいとこ

怖ーいけど楽しく英語も
覚えちゃう！
親子でハロウィンクッキン
グ！

ハロウィンのような海外のイベントは英語を自然に取り
入れるまたとないチャンス！親子で楽しく、身近な材料で
クッキングしながら英語もおぼえちゃおう！



M01 10/29（土）06:00 チビーズ
高野まゆき
エイミー・あらい
かわしま杏奈
よしざわあや

8割のママが悩んでつまづく！
子どもに伝わる
【しつけの線引き3つコツ】

しつけと思って何度叱っても全く変わらない子供にイラ
イラしてしまう。そんなお母さんのために、叱るポイント
や自信をもってしつけができる♡子供に伝わるしつけの
コツを3つお伝えします！

チアリングフェスタ第7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。

第7回 オンライン

M02 10/29（土）06:00 チビーズ
高野まゆき
みやまなつ

知って得する！子どもの言
葉がぐんぐんのびる絵本
選び3つのポイント

衝撃！実はほとんどのママが知らずにやっている間違っ
た絵本選び。たくさんありすぎて何を選べばいいかわか
らないママ必見！言葉を育む絵本選びのポイントを3つ
に絞り、幼児教育のプロがたっぷりお伝えします。

M03 10/29（土）08:00 パンツの教室
佐藤あずみ

ぐるぐる毛糸deみのむし作り
【アートで伸ばす変化に強
くなるチカラの育て方】

カンタンな毛糸アートで、かわいいミノムシ作り♪いま
注目のアートを取り入れた教育は、子どもの創造力を
伸ばし、自ら思考していく力へとつながります。家庭での
楽しみ方や親の関わり方についてもお話します。

M04 10/29（土）09:00 チビーズ
まさべさき
矢部かな
すずきともこ
朝見えみ

理系が好きになる！子ども
の『なんで？』を育む、水
と油のびっくり簡単マグマ
実験！

コップの中でマグマをボコボコ噴火させて、「不思議！」
「面白い！」を親子で体験しよう！材料4つでできる簡単
実験を通して、身近な「なんで？！」から子どもの知的
好奇心を育むコツをお伝えします。

M05 10/29（土）09:00 パンツの教室
あかいひとみ
川口まさき

世界一！やさしい性教育・
はじめの一歩「水着ゾー
ンゲーム＆クイズ」

子ども達が大好きなあの曲で、親子で楽しみながら、
自分の体の大切な部分を覚えよう！遊びながら防犯の
知識が身についちゃう！親子で爆笑！大盛り上がり！
世界一やさしい性教育の第一歩を踏み出しましょう！

M06 10/29（土）09:00 チビーズ
せきりか
やまこしみゆき
高山きすん
まついまさみ

たった1つの行動でスパッ
と脱イラ！スマイル子育て
大作戦

なんで言うこと聞かないの？子育て中に多発するイライラ。
それ、案外簡単に手放せますよ♪ ママの笑顔は子どもの
ココロを満たす栄養源♡たった1つの行動で脱イライラ！
スマイル子育てにシフトチェンジ叶えます！

M07 10/29（土）10:00 チビーズ
村上エミリ
やまこしみゆき
すだかしょうこ

＼３人の魔女におまかせ／
楽しくて止まらない！遊び
ながら集中力をぐんぐん
伸ばす魔法

お子さんの集中力、遊びながらぐんぐん伸びたら嬉しく
ないですか？その方法は、実はとっても簡単！お子さんは
楽しい遊びが止まらない！脳育トレーナー、体育の先生、
元ダンサーの3人がその魔法をお伝えします！

ブース 開催日時 協会名・出店者名 タイトル 開催内容

未就学児ブース

高学年＋大人ブース　 2022年10月29日（土）、30日（日) 6:00～22:40

小学校低学年ブース　 2022年10月29日（土）、30日（日) 6:00～22:40

未就学児ブース　　　 2022年10月29日（土）、30日（日) 6:00～22:40



マネリテ
くきのふみこ

チビーズ
高山きすん

チビーズ
せきりか
大久保愛子
矢口とも
紫藤なお

チビーズ
まさべさき
まついまさみ

マネリテ
やぎさちこ
高野まゆき
いがらしあや
のむらえみ

パンツの教室
小笠原千尋
くりはらりな
みよしゆか
中川内真佐枝

チビーズ
やまこしみゆき

チビーズ
あらいえみ
いなよしみほ
木村えりこ
すずきともこ

パンツの教室
小笠原千尋
のむらえみ
中川内真佐枝

チビーズ
まさべさき
いがらしあや

親勉
むかいあさみ

チビーズ
エイミー・あらい
やまこしみゆき
にいみあすか
佐々木佑

傾聴
なごみゆかり
はまの江美

M08 10/29（土）10:00 お金持ちへの道！
“超”はじめのいっぽ
幼児さんコース

いち、に、さん…と言えるようになったら、次はコレ！　
お金とうまく付き合える大人になるための“超”はじめ
のいっぽコレを知ってから、おこづかいや、はじめての
おつかいにチャレンジすると、結果が違います

ブース 開催日時 協会名・出店者名 タイトル 開催内容

未就学児ブース

M09 10/29（土）11:00 親子バトル激減！怒らなく
てもしつけが上手くいく
3つのコツ

「走らない！」「静かにしなさい！」何度言ってもマナーを
守れないわが子にイライラすることはありませんか？
実は怒らなくてもしつけが上手くいく方法があるんで
す！ガミガミをニコニコに変える3つのコツをご紹介！

M10 10/29（土）11:00 たった2つの材料が一瞬
でスーパーボールに！?
好きから伸ばす科学の力
と自立力！！

自分でやって！でも、面倒なことになるのは嫌…どうやっ
たら自分のことは自分で出来るの?たった2つの材料で
スーパーボールを作りながら、自分で考えて行動する
力。さらに科学の力を伸ばす秘訣をお伝えいたします！

M11 10/29（土）11:00 幼児もできる初めての科学
実験「材料3つで賢くなる
グミ大解剖」

【親子で楽しく！食べられる科学実験】たった3つの材料
で不思議がいっぱいグミづくりand大解剖。食と科学の
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。

M12 10/29（土）12:00 幼児から始める♡マネリテ
式お小遣い管理「基本の
キ」＆万能貯金箱づくり

マネリテ流万能貯金箱を作ります^^人気のあのお菓子
の空き容器を使うから“簡単5分”で完成！それを使って、
幼児さんからできるお小遣い管理法もお伝えしますよ♪

M13 10/29（土）12:00 あつまれ！うた好きキッズ 
下ネタなんてこわくない！
みんなで歌おうMy性教育
ソング

3才から明るく楽しく伝える性教育でオリジナルソング
をみんなで歌おう♪下ネタを大声で歌っちゃうキッズに
オススメ！お約束を守れて、さらに！自分で自分の身体を
守れるようになる大切なポイントをお伝えします！

M14 10/29（土）13:00 現役体育の先生直伝！
運動の苦手なお母さんも
安心！運動神経がよくなる
3つのポイント

みなさん、ご存知でしたか？お子さんの運動神経をぐん
ぐんと上げられるポイントが、実はあるんです！そのポイ
ントを知ると、運動神経はもちろん、勉強にも効果が！
そのポイント、現役体育の先生がお伝えします！

M15 10/29（土）14:00 ワンボウルでOK☆親子で
つくろう！プロが教える！
かんたん可愛いハロウィン
パン♡

せっかくのハロウィン♡子どもと思い出残したい！でも、
めんどくさいのはムリ！！ そんなママ必見☆現役パン屋
さんが、たったボウル一つで親子で作れる簡単かわいい
ハロウィンパンをレクチャー♡

M16 10/29（土）14:00 3時のおやつはこれで決まり！
レンジで簡単！美味しい
楽しいスイートポテト作り

親子で楽しくクッキング！カンタン美味しく作れるスイート
ポテト作りから、にこやかに命の誕生をわが子へ伝えら
れます。性教育インストラクター直伝！おやつを食べなが
らでも話せる性教育のコツをお伝えします！

M17 10/29（土）16:00 子どもに積み木を！
意外と知らない才能を
伸ばす積み木活用術5選！

賢い子は積み木で育てる！0歳から小学生まで実践できる
♡積み木をとことん遊び尽くす《年齢別活用術5選》
大公開！夢中になる経験は自信を育む！自ら挑戦する言
葉がけのコツも伝授。

M18 10/29（土）20:00 賢い頭と強い心に育つ
寝る前1時間の過ごし方

「いい加減、早く寝なさい！！」そんな風にガミガミ怒る
のをやめたいお母さん必見！寝かしつけをラクにする
コツと『賢い頭』と『強い心』に育つ寝る前1時間の過ご
し方について、お話させて頂きます。

M19 10/29（土）21:00 \これだけ押さえておけば大
丈夫/教師・ドクター直伝♡
0～6歳の遊び方大辞典！！

【１年後大きな差がつく！！】医師・教師・子育てのプロ
直伝♡0-6歳までに押さえておきたい、子どもがぐんぐん
賢くなる遊び方のヒント！お伝えします^ ^

M20 10/29（土）21:00 元教師＆保育士直伝！
ダダをこねる子どもの気持
ちを鎮めるお母さんの対応

公園に行くと子どもがなかなか帰らない！ダダをこねる！
それで困るお母さんたちもいるのでは？そんなときどう
やって子どもの気持ちを鎮めるか。やってはいけないNG
対応を含め、元教師&現役保育士がお伝えします。



M21 10/29（土）22:00 親勉
くきのふみこ
おだひのか
小林美月
なかしままみ

ひらがな・時計・あいさつ…
どこまでマスターしたら
安心？入学前ママ心得確認
シェア会

ひらがな・時計・あいさつ…入学前にどこまでマスターし
ておいたら安心！？今、必死に教えているママ、我が子が
ちゃんとできるか心配なママへ。「入学前ママの心得」を
３歳～小４の親勉ママと一緒に確認しましょう。

ブース 開催日時 協会名・出店者名 タイトル 開催内容

未就学児ブース

M22 10/29（土）22:00 チビーズ
高野まゆき
いけだとも
すだかしょうこ

毎朝のイライラから解放！
お仕度をサクサク進める
3つの鍵

いつまでも進まない子どもの朝のお仕度。早くしてー！と
言い続けるイライラから解放されませんか？お仕度を
サクサク進めて、笑顔でバイバイが言えるようになるため
の3つの鍵についてお伝えします。

M23 10/30（日）07:00 親勉
相葉ゆうみ

材料費100円♪ゴシゴシ
するだけ！羊毛フェルトの
“まんまる”お月様コースター
作り

羊毛フェルトって難しそうと思っていませんか？ゴシゴシ
するだけで簡単に作れるんですよ♪材料費はたったの
100円！一緒に“まんまる”お月様のコースターを作りま
しょう♡「学べる」アレンジ方法もお伝えします！

M24 10/30（日）08:00 パンツの教室
伊藤あづさ

幼児教育のプロが伝授！
入学前までに身につけたい
一生困らないお箸のマナー

お箸の持ち方を手遊びやふれあい遊びを楽しいながら、
正しいお箸の持ち方をレクチャー。子どもが使いやすい
お箸を初公開☆

M25 10/30（日）09:00 パンツの教室
伊藤あづさ
森まきこ
よしもとみき

かわいいおしり♡ミイラに
なろう！

子どもが、ミイラになる遊びを通して自分の身体の部位
を知る。また身体に興味を持つことで、自分自身を大切
にする心を育てる。さらに、身体を清潔に保つ大切さを
子どもに伝える。

M26 10/30（日）09:00 チビーズ
むかいあさみ
高山きすん
叶じゅんこ

偏食・少食・遊び食べに
ダラダラ食べ《子どもの食事》
4大お悩みを卒業する方法

「偏食」や「少食」、「遊び食べ」に「ダラダラ食べ」…
親子で楽しく食べたいと思っても、気づけばイライラ、
ガミガミが止まらない！そんなママのお悩みを解決し、
ニコニコ笑顔で理想の食卓を叶えるヒントをご紹介！

M27 10/30（日）10:00 オリジナル
表洋子

進学塾でのべ1万人の食事
をサポートした食育担当
直伝！賢い脳を育てる育脳
みそ玉作り

通算400組の親子が参加した大人気イベント！お湯を
注ぐだけで「賢い脳」と「強い体」を育むお味噌汁が
完成するお味噌汁のもとを作ります。Amazon・楽天
ブックス料理部門1位に輝いた書籍掲載レシピです！

M28 10/30（日）10:00 オリジナル
あだちかずえ

親子で学ぶ！歯みがき好き
にさせる3つのコツ

毎日の子どもの歯みがきに疲れていませんか？子どもが
歯みがき大好きになる3つのコツをご紹介します！
実習もありますので、ぜひ親子で参加してくださいね。

M29 10/30（日）10:00 チビーズ
村上エミリ

脱マンネリおうち時間！
紙コップだけでできる集中
脳を育てる5つの遊び

脱マンネリおうち時間！知育おもちゃ迷子のママ必見！
子どもたちが夢中になって遊びだす紙コップだけででき
る集中脳を育てる5つの遊びをご紹介します。家族みんな
で楽しんでくださいね。

M30 10/30（日）11:00 チビーズ
矢部かな
高山きすん
矢口とも
よしざわあや

たった5分！カンタンおにぎ
らず作りとお手伝いバトル
を回避する3つのポイント

お手伝いのメリットはたっくさん！なのに、結局バトルに…。
でも、3つのポイントを押さえるだけで、子どもの笑顔と
「できた！」を引き出せます♡5分で簡単ランチに！海苔
を安全に食べられる裏技もお伝えします♩

M31 10/30（日）20:00 チビーズ
むかいあさみ
村上エミリ
いがらしあや

抜け出せ♡片付けの無限
ループ！子どもが自分で
片付け始める3つのコツ

片付けても片付けてもすぐに散らかる部屋…結局最後に
片付けるのはママ…！そんなイライラお片付け無限ループ
からの脱却！！未就学児でも《自分で》片付け始める、
お片付けのコツ3選を大公開しちゃいます☆

M32 10/30（日）22:00 マネリテ
むかいあさみ
相葉ゆうみ
嶋田ゆきほ
いけだとも

お小遣いは《はじめが肝心》
失敗しないための４つの
ポイント

お小遣いは始める時がとっても大事！始める時に「ある
こと」を意識しておくと、お子さんのマネーリテラシーが
ぐんぐんUPするんですよ♪お小遣いを始める時に失敗
しないためのポイントを4つ厳選してお伝えします！

M33 10/30（日）22:00 親勉
杉山かおる
いたやけいこ

塾講師＆幼児教室講師が
伝授！6歳までに知っておき
たい算数に強くなる3つの
ポイント

小学校入学はワクワク・ドキドキな一大イベント！1つで
も得意なことがあると自信もって学校生活がスタートで
きますよ♪簡単な遊びを交えつつ、授業が待ち遠しい！
算数に強いお子さんになるポイントをお伝えします。


