
「幼児教室ひまわり特別会員コース」 
バランスの取れた優秀な医者に 
なるための１２のスキル 

こんにちは、熊野です。 

いつも私のメールをお読みいただき、本当にありがとうございます。

このレポートでは、「幼児教室ひまわり特別会員コース」というプ

ロジェクトのご案内をします。 

これからの時代は、アカデミックスキルとライフスキルを融合した

新しい教育が必要になります。そこで今回の「幼児教室ひまわり特

別会員コース」では、我が子を“バランスの取れた優秀な医者にす

るための１２のスキル”を、あなたにお伝えしていきます。 

１．上手に記憶し、忘れない力 

２．素早くスキルアップし、自己成長する力 

３．ここ一番で冷静に対処し、能力を発揮する力 

４．内発的モチベーション 

５．先を見越した計画性を持って、物事を進める力 



６．揺るがない自信を宿し、高い目標を成し遂げる力 

７．ピンチが発生したときに、素早く回復する力 

８．相手の意図や気持ちを適確に理解する力 

９．物事を正確に分かりやすく説明する力 

１０．一目で見て分かるように情報を整理する力 

１１．答えのない未知の状況で解決策を見出す力 

１２．成功に結びつく習慣を身につける力 

これからの時代に求められる“バランスの取れた優秀な医者”に必要

なスキルは、これら１２個に凝縮されています。 

「幼児教室ひまわり特別会員コース」は、これら１２個のスキルを

１年間で身につけ、社会で活躍する学歴もあり、ライフスキルが高

い子供に育てるための方法を学ぶことができる、実践的な会員制の

コースです。 

プロジェクトの「受講方法」について 

「幼児教室ひまわり特別会員コース」はビデオと専用テキストを通

じて、毎月ご自宅で受講していただくビデオセミナーです。 



あなたがお申し込みされると、ご案内メールをお送りいたします。 

メールに記載しているアドレスにアクセスしていただくと、メンバー

ページにてビデオ講座を視聴していただけます。 

今あなたがどこにお住まいでも、毎日家事やお仕事で忙しくても、

場所や時間を問わずに、ご自分のペースで受講していただけます。

お手持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンで受講できます

ので、教室に集まっていただく必要はありません。 

「幼児教室ひまわり特別会員コース」では、“親御さんが学ぶ環境

づくり”を重視しております。 



私だけでなく、ひまわりの人気講師である河村先生、藤井先生、加

藤先生の計４人が集まり、深い部分まで突き詰めた教育ノウハウの

エッセンスをあなたにお伝えします。 

毎月１ヶ月間で実践できるような適切なボリュームと内容にしてお

りますが、一つひとつが濃いノウハウとなっていますので、部分的

な実践でも大きな変化が期待出来ます。 

まずは実践できる部分から行動に移してみてください。 

なお、「幼児教室ひまわり特別会員コース」には２つのコースがあ

ります。 

ゴールド会員：毎月の教材視聴(サポートなし) 

プラチナ会員：毎月の教材視聴＋個別メールサポート(回数無制限) 

今回のセミナーのメインである「我が子を“バランスの取れた優秀

な医者にするための１２のスキル”」を学ぶのは、ゴールド会員で

も十分ですが、私たち４人の講師に随時相談できる環境をご希望の

場合は、プラチナ会員の受講をお勧めします。 



プラチナ会員では、講座の内容についてはもちろん、教育に関する

ことなら何でも、メンバーページからメールで直接ご相談いただけ

ます。 頂いた全てのメール内容を、熊野、河村先生、藤井先生、

加藤先生の４人全員が確認し、４人の意見を合わせた回答を、私が

まとめてお送りします。 

お子さんの年齢や状況に応じて、最適なコースをご選択いただけれ 

ばと思います。 

また、解約に関してですが、２ヶ月目以降から自由に解約可能です。

サポート宛てにメール連絡を入れるだけで、途中解約をお受けしま

す。解約時の違約金などもありません。 

毎月２５日に、翌月分の自動決済をクレジットカードにて行いま

す。そのため、翌月以降の解約を希望される場合は、その月の２０

日までに解約のご連絡をいただくことになります。 

それでは、講義内容の詳細をご紹介します。 



１ヶ月目： 
「上手に記憶し、忘れない力」 
ビデオセミナー（全１０回） 

特に小学生の勉強は暗記分野も多いため、記憶術を身に付ける必要

があります。また、社会に出ても、情報を効率良く整理して記憶す

る機会が増えてきます。 

そのためにも、いかに記憶し、忘れないようにするか？ このパー

トでは、効果的な暗記方法や、記憶した情報から実社会への活用方

法をお伝えするセミナーです。 

・英語や年表、医学用語、薬作用など、素早く記憶するためのコツ 

・教科書や資料を読んだときに確実に覚えるための方法 

・覚えたものを忘れないようにするには？ 

・言われたことを確実に定着させるためのメモやノートの取り方 

・全く勉強していなくても不思議と覚えている子とは？ 

・暗記を効率よくするための事前整理について 

・子供の記憶力を高めるための幼少期～小学校時代の親の取り組み 

・子供が自分で暗記をできるようになるための親のサポート方法 



※以上の内容は、あくまでも「上手に記憶し、忘れない力」セミ

ナーのごく一部です。 

２ヶ月目： 
「素早くスキルアップし、自己成長する力」 

ビデオセミナー（全１０回） 

自己成長するためには、自らスキルを上げていかなければいけませ

ん。学力をアップするためには、どのような演習問題を選び、効率

良くこなしていくか。将来、現状の課題を明確にし、習得するため

の計画を作る能力を身に付けるための方法を解説するセミナーです。

・成長する瞬間とは、どういう状況が起こったときなのか？ 

・目標や夢がかなう人とかなわない人の違いについて 

・塾や学校で友達づきあいをどのようにすべきか？ 

・苦手なことや、苦手教科に対しての向き合い方 

・新しいスキルを習得し、それができるようになるためのステップ 

・子供には嫌なこともやらせるべきか？その線引きについて 



・子供が早く学力が付くための、課題や問題に取り組ませ方 

※以上の内容は、あくまでも「素早くスキルアップし、自己成長す

る力」セミナーのごく一部です。 

３ヶ月目： 
「ここ一番で冷静に対処し、能力を発揮する力」 

ビデオセミナー（全１０回） 

人間はミスをする生き物ですが、極力ミスを減らすために、事前に

対策を練っておく必要があります。 テスト本場で自分の力を１０

０％発揮させるためにはどうすれば良いか。社会人になった時には、

仕事やプレゼンテーションでミスをせず、良い成果を出すためには

どうすれば良いか。  

平常心を保ち、能力を発揮させる方法を解説するセミナーです。 

・ケアレスミスを防ぐために一番効果的なことは？ 

・緊張した際にはどうやってその状態を落ち着けるのか？ 

・緊張せずに冷静に対処できるようにするための普段からの準備 



・「本番に強い」という本当の意味と実現するための方法 

・厳しい勝負や高い目標に取り組む子供に育てる方法 

・体験したことがない状況のなかで、最善を尽くすためには？ 

・動じない心を子供に培うために、親はどう接すればよいか 

・入試本番や大きな模試の際に、親はどういう声掛けをすべきか？ 

※以上の内容は、あくまでも「ここ一番で冷静に対処し、能力を発

揮する力」セミナーのごく一部です。 

４ヶ月目： 
「内発的モチベーション」 
ビデオセミナー（全１０回） 

継続的な努力をするためには、自ら動機付けを行う内発的モチベー

ションが必要になります。勉強に対して、強い熱意を持ってやる気

を保つためにはどうすべきか。 自分が本当に幸福感を味わえる目

標を達成するために努力し、困難があっても乗り越えるための方法

を解説するセミナーです。 



・勉強をした方がよい理由はなにか？子供にどう伝えるか？ 

・勉強を楽しいと思える子供に育てるにいは？ 

・子供の環境を操作して、勉強に誘導するのは正しいのか？ 

・叱ってやる気を出す方法は正しいのか？ 

・失敗したときに挫折しない心を培うための方法 

・心の底から「自分はできる」と思えるマインドを培う方法 

・子供のなりたい夢に対して、親はどのような視点で関わるか？ 

・子供が医者になりたいと思わせるための方法 

※以上の内容は、あくまでも「内発的モチベーション」セミナーの

ごく一部です。 

５ヶ月目： 
「先を見越した計画性を持って、物事を進める力」 

ビデオセミナー（全１０回） 

効率良く行動するためには、計画を立てる必要があります。お子さ

んが小さいうちは、親御さんが計画を立てていくのですが、いずれ

子ども自らでも計画を立てられるようにしなければいけません。 



自分の目標を確実に成し遂げるための効率よい時間の使い方を解説

するセミナーです。 

・毎日何をすべきかをどのように決めれば良いか？ 

・長期休暇や、まとめて時間が取れるときの計画の立て方 

・苦手教科と得意教科の勉強時間のバランスの取り方 

・実現しやすいゴールや短期的な目標の設定方法 

・テスト直前と普段の過ごし方の違い 

・自分がやるべきことを習慣化させるためのプロセス 

・計画性のある子供に育てるために親が意識すべき３つのこと 

・受験の際に、親はどのくらい子供の学習計画をサポートしたのか 

※以上の内容は、あくまでも「先を見越した計画性を持って、物事

を進める力」セミナーのごく一部です。 

６ヶ月目： 
「揺るがない自信を宿し、高い目標を成し遂げる力」 

ビデオセミナー（全１０回） 



高い目標を成し遂げるためには、揺るがない自信を宿す必要があり

ます。これは、ポジティブなエネルギーとなる攻めの自己肯定感で

す。 自分の力を信じて、大きな夢にチャンレンジし続けるための、

自己肯定感の高め方を解説するセミナーです。 

・自信がある人は何が違うのか？ 

・自信と過信の違いを理解して子供に伝える方法 

・親の自信を伝染させる方法 

・ポジティブな言葉を発して人格を作るためにすべきこと 

・失敗から自信を付けさせる方法 

・現状に甘んじない心を作る方法 

・自己肯定感を培うために、親が意識すべきこと 

・自己肯定感を培うために、どういう言葉をかけるべきか？ 

※以上の内容は、あくまでも「揺るがない自信を宿し、高い目標を

成し遂げる力」セミナーのごく一部です。 



７ヶ月目： 
「ピンチが発生したときに、素早く回復する力」 

ビデオセミナー（全１０回） 

勉強も人生も、すべてがうまく行くとは限りません。必ず問題にぶ

ち当たります。そのようなピンチが発生した時に、どのように回復

するかが重要になります。これは、ネガティブなことから回避する

守りの自己肯定感です。 成績がダウンした時、嫌なことが起こっ

た時など、メンタルを回復させ、前向きに努力するための方法を解

説するセミナーです。 

・打たれ強い人の思考習慣とは？ 

・ライバルに打ち負かされた時にどのように接するか？ 

・ストレスなく課題を継続する習慣作り 

・我慢できる子に育てるための親のあり方とは？ 

・楽観的に考えるけど、慎重な子に育てる方法 

・これからの時代を強く生きぬくための強い心の作り方 

・メンタルが強い子を育てるには、親はどうあるべきか？ 

・子供が落ち込んでいるときに、どんな声掛けをしたか？ 



※以上の内容は、あくまでも「ピンチが発生したときに、素早く回

復する力」セミナーのごく一部です。 

８ヶ月目： 
「相手の意図や気持ちを適確に理解する力」 

ビデオセミナー（全１０回） 

これからの時代には、コミュニケーション能力が特に重要になって

きます。コミュニケーショの中でも、まずは「相手の理解」を学び

ます。 これは、国語の読解や出題者の意図の理解にも繋がる重要

なスキルです。 また、実社会でも、相手に上手に質問をして関係性

を深めることにも繋がります。 相手の意図や気持ちを理解し、的

確に対応する方法を解説するセミナーです。  

・読書の習慣を身につけさせる方法 

・問題の意味や出題者の意図を正しく理解する方法 

・文章の趣旨を早く、適確につかむ技術 

・上手に質問をして、コミュニケーションを深める方法 



・授業での学びを最大限にするための取り組み方 

・相手が話したくなる環境を作るトレーニングの実践方法 

・相手の気持ちを考える習慣をどうやって身につけさせるか？ 

・子供が喧嘩したときに、親はどう対応すべきか？ 

※以上の内容は、あくまでも「相手の意図や気持ちを適確に理解す

る力」セミナーのごく一部です。 

９ヶ月目： 
「物事を正確に分かりやすく説明する力」 

ビデオセミナー（全１０回） 

「８ヶ月目」の内容の続きで、コミュニケーショの中の「自己の表

現」を学ぶパートです。 テストの際の、記述問題で正確な回答を

導き出すことができ、社会に出た際には、わかりやすいプレゼンテー

ションができるようになります。 相手に伝わりやすい自己の表現

方法を解説するセミナーです。 



・自分の言いたいことを上手に文章にする方法 

・国語や社会の記述問題で適確な回答をするためのトレーニング 

・分かりやすい説明のコツ 

・緊張せずにしっかりと伝える力を培う方法 

・自己ＰＲが上手な大人に育てる方法 

・相手を納得させる、説得できる論理の作り方 

・上手に説明するために、親はどんなトレーニングをすべきか？ 

・子供がもっと話したくなるような聞き方について 

※以上の内容は、あくまでも「物事を正確に分かりやすく説明する

力」セミナーのごく一部です。 

 １０ヶ月目： 
「一目で見て分かるように情報を整理する力」 

ビデオセミナー（全１０回） 

情報化社会となった時代において、情報を整理する力が必須となり

ました。そのためにも、子どものころからノートを整理し、復習を



しやすい環境作りが必要です。さまざまなジャンルの知識や情報を

整理し、相手に素早く情報を伝える方法を解説するセミナーです。 

・テストに向けて授業内容を整理する効果的な方法 

・すぐに参考にできる情報の引き出しを作る方法 

・暗記しやすい整理の仕方 

・学習計画と課題を浮き彫りにする週間ノートの作り方 

・物事の本質をつかみ、整理する力を培う方法 

・複雑に絡み合った情報をシンプルに整理する力の身につけ方 

・物事の本質を理解できる力を培うための教育法 

・予習と復習の使い分けについて 

※以上の内容は、あくまでも「一目で見て分かるように情報を整理

する力」セミナーのごく一部です。 



 １１ヶ月目： 
「答えのない未知の状況で解決策を見出す力」 

ビデオセミナー（全１０回） 

これからの時代は、体験したことない状況に遭遇することが急増し

ていくでしょう。そのためには、答えのない未知の問題でも、解決

策を見い出せるようにならければいけません。 自ら仮説を立てて、

突破口を見出していく方法を解説するセミナーです。 

・テストで難しい問題を解けるようになるためのステップ 

・経験したことない状況で動揺しない心を作る方法 

・難しいことにぶつかった時に挫折せず乗り越える方法 

・問題が起こっている状況で、明確な原因をつきとめる方法 

・テスト本番で解けない問題に出会った際の具体的な対処法 

・解決できない問題に対応する具体的ステップ 

・想像力を培うための親子の会話術 

・変化の激しい時代で強く生きていくための子育てメソッド 



※以上の内容は、あくまでも「答えのない未知の状況で解決策を見

出す力」セミナーのごく一部です。 

 １２ヶ月目： 
「成功に結びつく習慣を身につける力」 

ビデオセミナー（全１０回） 

当然ですが、成功するためには、行動(努力)が必要です。 

その行動は、日々の積み重ねですので、習慣化させなければいけま

せん。勉強面でも、成功に向けて毎日コツコツと、乱れることなく

学習を続けるためには、どのようにすれば良いか？ 

社会に出た際でも、夢や目標を達成するためには、どのような習慣

をすれば良いのか？ 

目標達成に適した手段を見出し、無意識に習慣化させる方法を 

解説していきます。 

・意志が弱いわが子の意志を強くする方法 

・３日坊主になる原因はどこにあるか？ 

・勉強ができる子は、どんな休憩の取り方をしているか 



・勉強に抵抗を無くすために親ができること 

・自分の目標はどれくらいのレベルで設定すべきか 

・毎日取り入れたい習慣、毎週取り入れたい習慣 

・嫌なことをすぐに辞めてしまう子供への対処法 

・子供の習慣化のために親がサポートできること 

※以上の内容は、あくまでも「成功に結びつく習慣を身につける

力」セミナーのごく一部です。 

以上のように、１年間をかけて、「バランスのとれた優秀な医者に

育てるための１２のスキル」をしっかりと身につけていただけます。

これらの１２のスキルは、“アカデミック面（勉強面）”と“ライフス

キル（世渡り能力）”の２つ、両方の角度から、お子さんの能力を

強化していきます。 

これからの変化の激しい社会を生きるために、必要不可欠な力と言

えるでしょう。 



まずは最初の１２ヶ月では、子供をバランスのとれた優秀な医者に

するための１２のスキルを基礎から学んでいただきます。そして１

３ヶ月目以降は、それらのスキルをもとに、よりハイレベルの教育

を実践するための内容をお届けしていきます。 

※プラチナ会員限定※ 
ひまわりサポートチームによる“個別メール相談” 

　「お悩み解決ホットライン」 

これまでにも読者さまから「定期的にサポートをしてもらえるよう

な環境がほしい」というご要望もありました。 

そのご要望にお応えするためにも、プラチナ会員様には、ノウハウ

を詰め込んだビデオ講義と共に、手厚い個別サポートの環境「お悩

みホットライン」をご用意しました。 

こちらのサポートに関しては、一律サポート専用窓口でお受けしま

す。頂いた内容をサポートチームで検討し、サポートチーム責任者

である加藤牧人先生からアドバイスを５日以内にお送りします。 



 

加藤牧人先生は名古屋の名門である東海中学校出身、塾講師、プロ

の家庭教師として数多くの指導を経験されたのち、幼児教室ひまわ

りの事務局長に就任されました。 

現在保護者の方の個別サポートや教育相談の責任者を担当し、年間

延べ500件以上の個別相談の対応を行っています。 



サポートを活用いただくことで、あなたの悩みや迷いをスピード解

決しながら、講座に関してもより深く理解していただくことが可能

です。 

相談頂ける内容は以下となりますので、ご確認くださいませ。 

【プラチナ会員でご相談頂ける内容】 

・幼児教室ひまわり特別会員コースの講座内容に関すること 

・あなたの今抱えておられる教育に関する悩み 

これらに関して、回数無制限でメール相談できます。 

また、以下が注意事項となりますので、ご確認ください。 

・教育に関する相談は同じ月の間は、お子さま１名様のことに 

　限らせていただきます。 

（月が変われば、対象のお子さんを変更して頂くことができます） 

・別の講座（極プロジェクト、特別セミナーなど）の内容に 

　関しての質問は受付できません。 



ビデオ講義については視聴期限がありません。あなたがご覧になり

たいときに、何度でも見直していただくことができます。 

（私の教室を運営している限りは、いつまでも視聴していただけま 

す。もちろん、教室を辞める予定などありませんので、ご安心くだ 

さい） 

「教育の本質について触れた濃い講義」と、「サポートチームによ

る手厚い個別サポート」という特別な環境をご用意しますので、深

い学びが得られることでしょう。 

幼児教室ひまわりサポートチームによる個別サポートが付き、しか

も回数無制限で相談できるというのは、とても大きなチャンスだと

思います。 

以上、本コースの詳細についてお伝えしました。 

最後まで読んでくださって、ありがとうございました。 

　　　　　　　　　　幼児教室ひまわり 

　　　　　　　　　　熊野貴文、河村京子、藤井小百合、加藤牧人


