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書写が グング
と一 緒に

特許
取得済

実績の文字指導と体験から身につける算数指導

エンピツらんどの先生たちが

一番大切にしていること―

特許出願番号
（特願 2017-4160）

お子さまの情動を揺さぶり、
気持ちを感じ合わせながら、
知的な世界にいざなうこと。

文字パーツ練習プログラム
キャラクター

『自分を大好きだと言える子に育てる』

それが、エンピツらんどの
使命です。

文字をパーツに分けて

書けるようになったら、

1

文字をパーツに分けて
練習する独自の書写法

2

シンプルな直線から
折れ線・曲線の練習

3

とめ・はね・はらいの
技を練習

★セット内容★

それをつなげて
文字書きに挑戦でござる。

なぞり帳

幼児コース の ご案内

ケース

なぞり台紙

練習ノート

清書ノート

幼児コース３つのポイント

姿勢保持力と書写力

くらい あけて すわります

のうちに
園児
大きく成長

２５年の実績、だから書ける！

しせいのつくりかた１：あしをふんばる
①せなかに ぐーが いっこ はいる

る﹂って
﹁でき
い！
たのし

「筆まるくんセット」

②りょうあしで ぎゅっと
ふんばります

文字指導

エンピツらんど は、
お子さまの『姿勢』作りに集中します。
さまざまな研究機関との検証の結果、美しい文字を書くためには、足の力、体幹の固定、

ぎゅっ
姿勢の作り方カード 1

腕の引き、そしてエンピツをつまむ力にそのポイントがあると確認できました。保護者の皆さまにもぜひそのノウハウ

エンピツを正しく持ち、ひらがな４６文字が、
きれいに書けるようになります！

とめ

をお届けしたいと思います。『姿勢』は、書写力の基礎であると同時に、内臓や呼吸器の発達を促すための重要な要素です。
エンピツらんど

は書写で、お子さまの健康と自尊感情を育みます。

いつのまにか

記憶する算数

感情コントロールと感覚統合
特に不快や怒りの感情コントロールに効果がある
メソッドを取り入れ、自己効力感を育てます。

数をこなして生活できるように
計画的にステップを踏みながら
一斉指導→個別プリントで学んでいきます！

幼児コースでは、
「からだのじかん」「かずフラッシュのじかん」「もじもじのじかん」で、
発達に有用な刺激を計画的に注入し、感覚器→脳→筋肉の神経回路を太くしていきます。

はね

い

はら

平均的
年長児

おぼえたカード ̲ おえかき

また、大きく感情を揺さぶり、わははと大笑いし、満足したその直後に抑止をするという訓練をしていきます。これら
により、自分が思うようにからだを動かせたり、感情をコントロールできるようになっていきます。指導のポイントは、
不快な行動でさえも上手に『快』で記憶を積み上げさせることです。

数や量にピンとくる感覚――直観力
子どもの知識は、大量に繰り返される視覚的・聴覚的・
触覚的体験により構成され拡大します。

頭の回転の速い子、一を聞いて十を知る子、ピンとくる感覚のある子の共通点は、
「事実の体験量が多い」ということです。
また、「特定の事実を繰り返し体験している」ことも重要です。小学校に上がって、足す引くの計算という概念や、多い
少ないの量の概念にピンとくるためには、事実を観察し知っていることがポイントとなります。改訂幼児コースでは、
子どもの認知理論をもとに、数量に関する感覚刺激の事実体験量を重視し、お子さまの直観力を育みます。

す！
動画ありま
幼児コース
まるわかり
ビデオへ
▼

実際の授業風景をご覧になりたい方はこちらへ★
授業風景が見られるコース紹介のほか各種動画を公開中！

下記 URL または QR コードよりエンピツらんど HP「動画の部屋」へアクセスしてください♪
〈 動画一覧 〉
● 幼児コースまるわかりビデオ

● だから上達！オリジナル教材のすべて

● 動画でカンタン♪ご契約方法

● 入学準備コースまるわかりビデオ

● 知ってる？文字指導のヒミツ

● 体験会・オープンスクールの参加方法

● 小学コースまるわかりビデオ

https://enpitsuland.com/video/

動画の部屋

授業

幼児コースのご案内

時間

55分

発達心理学・大脳生理学・精神医学等の知見をもとに創り上げたカリキュラムだから、効果的な学習を安心して受けることができます。
55 分

授業の流れ

1

集中

2

安心

▶

4 つの約束
1. お背中ピッ！

2. お口チャック

3. 整理整頓

4. 手はおひざ

3

発散

▶

4

集中

▶

5

集中

▶

6

▶

発散

7

集中

▶

8

お金・時計の認知と記憶力を鍛えます

現在コロナ禍において、
だいすきグリーティング

かずフラッシュのじかん

だいすきグリーティングは

授業のはじめに先生とひとりひとりハグをする
ことで、安心感や信頼感を引き出すオキシトシ

お金や時計の概念理解は時期尚早です。それよ

自粛させていただいております
ンホルモンが活性化。落ち着いて授業にのぞむ

りも、生活の事実体験とお金の色や形、時計の
形や動きを連動させ記憶させておくことが重要

調管理を行います。

です。また、大人から褒められたり、自分で出
来た感を高めるためには、
「覚えていたことを早く思
い出して適応行動に移す

脳と感覚器官の連動を鍛えます

力」が求められます。か

からだのじかん

カードを見ながら、テンポ

よくリズミカルに唱えます。
まだ意味はわからなくても
大丈夫。楽しく自然にイメー
ジをインプットしていきま
す。イメージ記憶を蓄積し
ておくことで、その後の学
習をスムーズに行うことが
できるのです。

▶

スピードを鍛えます。

感覚器→脳→効果器（筋肉）へと自分の
以下の 5 項目の獲得を目指します。

算数センス『直観力』を養います

①各感覚器 単独の機能をアップする

さんすうのくに

②いくつもの感覚刺激を統合判断し活動する
③感情を開放し興奮させる

最大の目的は、
『直観力』です。ですから、考え方

④感情を抑止し鎮静させる

ややり方から思考して答えを導き出すことを目

⑤感覚器と効果器を連動させる

ほんのくに

先生の気持ちのこもった読み
聞かせで、日本の昔話や世界
の童話を、新進絵本画家が独
創的な画と共に１冊に 2 話、

て、毎回授業後に子ど
も達の大好きなシール
を貼り、モチベーショ
ンを向上させます。

子ども達の
感情を
心地よく
刺激します。

なぞり台紙セット

独自のノウハウでグングン上達

特許出願中

月会費

こ と で、小 学 校 か ら の 計 算 や 概 念 が ス ピ ー

やる気
ア ップ

自信力
ア ップ

引っ込み思案だった子が
エンピツらんどに通ってから
授業中に進んで元気に笑顔で
発言できるようになりました
福岡県 A.K 様

ディーに操れることを
期待しています。

・

諸費用

幼児コース

パペットを使ったコミカルな授業演出により、
子ども達は感情を揺さぶられながら文字に関心

入会金

を持っていきます。独自ノウハウの「魔法の言

入会時教材費

3,050 円
年少
年中

5,780 円

年長

6,900 円

葉」や「学年別文字プリント」特許出願中の「なぞり台
紙セット」が、
気持ちにスキルを乗せて上達を後押します。

会費

的にしていません。
『直観力』は、体験量から作
ので、この下地を幼児期に作っておいてあげる

神奈川県 M.Y 様

授業に参加した証とし

年間 12 話を描き、

られる感情記憶・事実記憶と類推力が重要です

ア ップ

▶

パスポートについて

もじのくに

思い通りの適応行動がスムーズにとれるように、

落ち着きがなかった子が、
きちんと座って笑顔で授業を
受けられるようになりました

集中

12

▶

名作絵本を 12 話読む

は、
≪記憶≫に関する量や

多様な刺激を活用し、

集中力

▶

11

発散

ずフラッシュのじかんで

感覚器（目・耳・手）への

保護者の声

10

忍耐

ワクワクす
る教材が
いっぱいだ
よ！

準備を行います。またこの時、先生は生徒の体

もじフラッシュのじかん

発散

9

▶

あそびで楽しく記憶する

安心感で心を整える

集中

※年度や園によって開講されているコースや
内容が異なる場合がございます

しせいのつくりかた１：あしをふんばる

文字と姿勢を美しく導きます

①せなかに ぐーが いっこ はいる
くらい あけて すわります

※年度により変更する場合がございます
※月次費用は年間分を均等分割しご請求しております。
そのため、奇数月にご入会されたお客様には
２ヶ月ごとに使用する教材費の差額分（305 円）を
入会月のみ加算してご請求となりますので、
予めご了承ください。

②りょうあしで ぎゅっと
ふんばります

もじもじのじかん

書写を活用し、繰り返し行動が成功体験の

6,930 円 ／月

ぎゅっ
姿勢の作り方カード 1

基盤であることを記憶させるとともに、書写姿勢を指導することで、
粗大運動・微細運動の感覚統合を完成させることを目的にしています。

最新の情報はWEBをご覧ください。

幼児コースQR コードはこちらです→

