フライングキッズ

御殿場 親⼦魔法合宿

〜「勉強が⼤好き︕」になる「勉強のやり⽅」を親⼦で学ぶ合宿〜
2015 年 7 ⽉ 4 ⽇（⼟）〜5 ⽇（⽇）
御殿場国⽴中央⻘少年交流の家

“あなたは、いくつ☆ですか︖”
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆

⼦供が勉強しないで困っている。
真⾯⽬に勉強しているのに成績が上がらない
塾に⾏っているのに、家庭教師を付けているのに成績が上がらない。
親⼦喧嘩が絶えない
お稽古、習い事、スポーツと勉強の両⽴で悩んでいる。
⼦供が「勉強が嫌いだ︕」と⾔っている。
ゲームばかりしている。
毎⽇が楽しそうでない。
中学校、⾼校受験を考えている。
受験塾に通っているが結果が出ない、やる気がない。
受験を親⼦で楽しみながら合格を勝ち得たい。

☆の数だけチャンスがあります。その秘密を、この合宿でお教えします。
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⼦供は何故勉強をしないのか︖
世の中のご両親の⼦育ての悩みの⼀つが「⼦供が勉強しない︕」と⾔うことではない
でしょうか︖宿題をやらない、テストの点が悪い、ゲームばかりしている、中には、元
気に学校に⾏っているだけでいい、落ちこぼれなければいい、勉強よりスポーツの出来
る⼦に育 てたい︕と思っているご両親もいらっしゃいます。
でも、⼤⼈が知らない本当の⼦供の気持ち・・・。実は、⼦供達は、本当は、勉強が
出来るようになりたいのです＼(^^)／
私は、私の教室に来てくれた⽣徒さんに聞いてみます(*^^*) 「勉強で学校で１番
になれたら︖」「いつもテストで 100 点が取れたら︖」「習っていない漢字も練習し
ないで書けちゃったら︖」「成績表が全部 “出来ている（昔で⾔うオール５）”だった
ら︖」⼦供達は⽬を輝かせて私の顔を⾒ます︕
「きっこ先⽣と勉強したら全部叶うよ︕」始めは信じない⼦もいます。でも、少し私
と勉強すると、それが本当だったことを知って、⼀⽣懸命勉強するようになります。⼦
供達が勉強しないのは、勉強のやり⽅を知らないからなのです。
ゲームと同じ︕勉強には、やり⽅があります。⼦供達が「きっこ先⽣は魔法使い」だ
と信じてくれるのは、結果が出るからなのです。そんな勉強のやり⽅を、私は、たくさ
んの親⼦ に知っていただきたいと思っていますきっこ先⽣がどうして⼦供達に「勉強
⼤好き︕」になる魔法をかけられるか︖親⼦で経験してみませんか︖
昨年春休み、夏休みは⽩川郷で、今年春休みには浜名湖で開催したフライングキッズ
「魔法合宿」でも、⼦供達に奇跡的な変化があったと参加者の保護者様よりお喜びの声
をいただいています︕

「勉強がゲームに勝つ為の魔法の奥義」
１ わくわくするような明確な⽬標を与える︕
（嬉しくて仕⽅なくなるような未来の妄想をさせる︕）

２ 最短で⽬標をクリア出来る⽅法を教える︕
（ゲームでいう必殺の裏技︕）

３ 達成したいと思わせる評価を与える︕
（喜びは達成感︕物では⼼は満たされない）
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合宿に参加して得られること（ほんの⼀例です︕）①
この合宿に参加して得られること、それは親⼦の絆です。怒らないでいい⼦育て親⼦が笑顔で暮らす
毎⽇。私の親⼦合宿に参加した親⼦に起こった奇跡。
お⺟様(お⽗様)には
〇親⼦の絆が築けます。
〇親としてどのように⼦供の勉強をサボートすればいいかを学べます。
〇お⼦様の点数の取れない原因を⾒つけます。
⼦供達は・・・
○嫌いだった勉強が好きになった。
○勉強法を知ったことで中学の定期テストでいきなり各教科平均２０点上がった︕
○⼦供⾃⾝が受験を決めて、志望校に合格した。
○不登校を克服し、学校へ通い、部活も精⼒的に参加している。
○学校でトップの成績を取り続けている。
○私の教室で培った鉄板の基礎学⼒で、御三家中学(⿇布中学)他、難関中学合格者多数︕
○ゲーム依存で崩壊しかけていた親⼦関係が解決︕
きっこ先⽣が⼦供達にかける魔法のエッセンスを、この合宿で伝授致します

体験談
⽇頃「ただ勉強を頑張らせるだけの塾」には限界があると感じ、きっこ先⽣にお世話になっておりま
す。 昨年のトヨタ⽩川郷⾃然學校での「雪の魔法合宿」から帰ってきた娘は、苦⼿だった勉強に⾃分か
ら向かう姿勢が⾝に付き、とても驚きました。この経験から『夢というポジティブな⽬標に親⼦でコミ
ットすることで、最⾼の結果を出すことができるのだ︕』とわかり、「御殿場親⼦魔法合宿」にも参加
させて頂き、今年の春、念願の第⼀志望の中学に合格することができました。幸せな魔法体験をみなさ
んにもぜひお勧めしたいです。
（⽩川郷魔法合宿・御殿場親⼦魔法合宿 参加者 中１⼥⼦お⺟様）
４⽉１⽇から２泊３⽇で浜名湖魔法合宿に姉妹で参加させていただきました。⼩５、中３の娘達に、
しっかり｢勉強⼤好き︕｣になる魔法がかかりました。 ⼩５の娘は学校の宿題で｢５年⽣で頑張りたいこ
と｣に｢勉強｣と書き、｢フライングキッズでﾞ勉強のやり⽅を習いました。私は勉強がやりたくて仕⽅が
ありません｣とまで書いています。 きっこ先⽣の魔法の秘密を親⼦で学びたいと思い、御殿場親⼦魔法
合宿にも参加者させていただきます︕
（浜名湖魔法合宿 参加者 ⼩５⼥⼦お⺟様）
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合宿に参加して得られること（ほんの⼀例です︕）②
１ 鉄板の基礎計算⼒を付ける︕

⼩学校低学年で⾝に付けたと思っている基礎計算⼒︕実は、今後の武器になる ほど、⾝についていな
いことが多いのです。⾜し算、引き算、かけ算。あなたのお⼦様は即答できますか︖従来の毎⽇の繰り
返しの計算練習では⾝につかない「速攻 結果の出る秘技」をこの合宿でお教えします︕

２ 漢字脳を開きます︕

かつて、私の息⼦は幼稚園で何の努⼒もせずに⼩学校の漢字を全て覚えてしま いました。漢字脳の開
き⽅がわかれば、漢字⼒はどんどん⾝について⾏きます。何回も書いたり、ノートを作る、いわゆる学校
での漢字の勉強の仕⽅では漢字⼒は⾝ に付きません。漢字が好きでたまらなくなる勉強の仕⽅をお教え
します。

３ 魔法の「記憶術」お教えします︕

理科や社会に留まらず全ての教科で使える記憶術を覚えます。10 枚のカードに書 いてあるものと名前
を瞬時に覚えて忘れない⽅法。この記憶術を使えば、徳川15 代将軍もあっという間に覚えてしまいます。

４ ペンキ屋さん⽅式勉強法

試験範囲を1 ページずつ完成させていく⽡屋さん⽅式の勉強法ではテストの点は取れません。テスト対
策にすぐに役⽴つ勉強法をお教えします。

５ 速⾳読勉強法

知らない間に覚えてた︕努⼒して覚えようとしても脳は覚えてくれません。努⼒したくなるや
り⽅が「速⾳読勉強法」です。努⼒したくなるやり⽅は、もはや努⼒ではないことを体感してい
ただきます︕

６ 価値観ババ抜きとエゴグラム

カードを使ったワークショップと⼼理テストで、今まで気づいていなかったご⾃分と お⼦様の
価値観を再発⾒し、親⼦それぞれの性格の特性を探ります。価値観と性 格は⼈それぞれ違
うことを知っていただくことは、今後の⼦育ての⼤きなヒントになるに違いありません︕最⾼
の経験になること、間違いなし︕です。

７ 歴史⼈物カード

中学受験に向けて、⾼学年で勉強する歴史に興味が持てるようになる最強のツール、歴史⼈物カードを作
ります。歴史⼈物と顔⾒知りになることで、歴史の勉強が⼤好きになります。

８ 親⼦未来バー

親⼦で、お⼦さんが⼤⼈になった未来の時間にタイムトリップをして、お⼦様とお酒（ノンアルコー
ル）を飲みながら話をします。お⼦様がなりたい未来を、なった⾃分 で語ることで、お⼦様にも親にも
魔法がかかります。勉強は未来の夢を実現させるツールであることを実感出来る魔法のワークです。
4/6

フライングキッズとは
勉強は「やらせるもの」「⼤変なもの」と考えているご両親のお⼦さんは、勉強が好きになりません。
本当は、勉強って⾯⽩くて、楽しいものなんだということを伝えたくて、私はフライングキッズという⼩
さな教室を開きました。
怒らないでもいい⼦育て、毎⽇が笑顔と笑いに満ちた平穏な毎⽇。私は、たくさんの ご両親に、
そんな⼦育てを伝えてきました。
16 年の私の教室の歴史の中で、たくさんの⼦供達が「勉強⼤好き︕」になってくれました。その
結果、希望の学校に合格 できたり、学校でトップの成績になったり・・・。

◎主な合格実績
慶応義塾幼稚舎、⻘⼭学院初等部、東京⼥学館⼩学校、聖⼼⼥⼦学院初等科、
東洋英和⼥学院初等部、⽥園調布雙葉⼩学校、横浜雙葉⼩学校、
光塩⼥⼦学院初等科、湘南⽩百合⼩学校
⿇布中学、学芸⼤付属世⽥⾕中学、海城中学、桐朋中学、
城北中学、都市⼤付属中学、学習院⼥⼦中学、郁⽂館中学
勉強は、夢を実現する強⼒なツールだということを、⼦供達、⾃らが体感します。最 短で出来るよ
うになる、きっこ先⽣独⾃の勉強法で、⼦供達は苦しくない勉強法を⾝に つけていきます。

ど ん ど ん で き る よ う に な る か ら ⾯ ⽩ い ︕そうなれば、

「やめろ」と⾔っても 勉強する⼦供の出来上がりです。それが、フライングキッズが、⼦
供達に「勉強⼤好 き︕」になる魔法をかけられる秘密です。

◎代表プロフィール
⼀⼈息⼦を難関私⽴⼩学校から御三家中学、国⽴⼤学に⼊れた⼦育ての 経験を
もとに、⼦供達に「勉強⼤好き︕」になる魔法をかける教室フライング キッズを主宰。
世⽥⾕区の教室にて、右脳教育を取り⼊れた独⾃の勉強法（レシピ）で、最少の努⼒で
確実に成績を上げ、⽣徒たちを合格に導いている。
全国で、保護者、⽣徒に向けて、⼦育てや勉強法を教える講演活動にも⼒ を⼊れ
ている。
全⽶睡眠療法協会認定ヒプノセラピスト
全⽶ NLP 協会認定マスター・プラクティショナー
フローマネジメント・インストラクター
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要項
【⽇程】
【内容】

2015 年 7 ⽉ 4 ⽇（⼟）〜5 ⽇（⽇）（１泊２⽇）
まるで魔法にかかったように「勉強が⼤好き︕」になる「勉強のやり⽅」 を親⼦で学ぶ合宿です。

【募集対象】 ⼩学校３年⽣から６年⽣までのお⼦様とその保護者
※お⼦様だけ、⼤⼈だけのご参加もご相談ください。
【募集定員】 親⼦１０組 ※定員に達し次第、締め切らせて頂きます。
【宿泊先】

国⽴中央⻘少年交流の家
〒412-0006 静岡県御殿場市中畑 2092-5

【集合場所】 7 ⽉ 4 ⽇（⼟）１０時４０分

国⽴中央⻘少年交流の家

受付前

【アクセス】 東京からご参加の場合、
交通費 ⼤⼈往復３,７２０円 ⼦供往復 １,８６０円
１⽇⽬ 新宿駅⻄⼝
８︓００ 発 （⾼速バスにて移動）
２⽇⽬ ⻘少年交流の家 １５︓００ 発 （⾼速バスにて移動）
※⾼速バス使⽤でご参加の⽅は、各⾃チケットを購⼊の上、当⽇、｢御殿場⻘
少年交流の家｣現地に集合となりますので、よろしくお願い致します。
(⾼速バスは各⾃での予約となります。添乗は致しません。お⼦様だけのご参
加ご希望の際には、ご相談ください。)
また、お⾞でのご参加の場合、御殿場⻘少年の家の駐⾞場を無料でご利⽤いた
だけます。
【受講料】

宿泊料、１⽇⽬昼⾷、⼣⾷、２⽇⽬朝⾷、昼⾷込み（交通費別）
親⼦参加︓
６４,３００円（税込）
お⼦様（１名）追加︓
＋２７,０００円（税込）
お⼦様のみのご参加︓
３７,８００円（税込）
⼤⼈のみのご参加︓
３７,８００円（税込）

【お申込み⽅法】
下記メールアドレスか、電話にてお申し込みください。 ご参加に関してのご相談
もご遠慮なくお問い合わせ下さい。
お申し込み後、３⽇以内に下記⼝座迄お振込み下さい。お振込みを確認次第、正
式な参加お申し込みとなります。
【締切】

7 ⽉1 ⽇（⽔）まで

フライングキッズ代表︓⼩畑希久⼦
設⽴︓1997 年 6 ⽉ 1 ⽇
住所︓東京都世⽥⾕区上⽤賀 5-1-11

お振込先
銀⾏名︓三菱東京 UFJ 銀⾏
⽀店名︓⽤賀出張所

HP: http://www.flying-kids.jp/

⼝座番号︓普通 1143948

電話番号︓03-3709-1201
携帯番号︓090-7179-8308
メール︓kik812_bella_notte@hotmail.co.jp

⼝座名︓オバタキクコ

※恐れ⼊りますが、振込⼿数料はご負担ください。
【キャンセル料】 ７⽇前から４⽇前︓20% / 3 ⽇前︓30% / 2 ⽇前︓50% / 前⽇︓70% / 当⽇︓全額
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