


Make a 
D ifference

世界で活躍する日本人を見渡すと、「語学力」や「海外経験」よりも

それぞれの個性的なアイディアや秀でた技術、独自のアイディアが

大切であることが分かります。子どもたちの可能性は無限大（∞）。

それぞれのやり方で“違い”を作り出すことができるはず。語学力、

コミュニケーション力、異文化対応力、多様な視点と考え抜く力と

いった4つのグローバルリテラシーを身に付け、「他者とは異なる自

分の強み」を磨くことで、“世界で輝く自分らしさ”育みます。

Make a difference 「違いを生み出し、素晴らしい変化をもたらす。」

これが私たちのゴールです。



語 学 力 、 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 力 、 異 文 化 対 応 力 、 多 様 な

視点と考え抜く力といった4つの「グローバルリテラシー」を

身 に 付 け 、 「 他 者 と は 異 な る 自 分 の 強 み 」 を 磨 く

こ と で 、 “ 世 界 で 輝 く 自 分 ら し さ ” 育 ん で い き ま す 。

KBC∞が目指す「国際教育」

グローバル人材

自分の強みコミュニケーション
力 多様な視点

考え抜く力

異文化対応力

語学力



日本の子どもたちに向けた

英語環境のデザイン

世界の人口は70億人。そのうち英語を生活や仕事で使用する人口は15億[1]から

20億人[2]ほどもいると言われています。まさに世界の4人に1人が英語で会話を

する時代です。

2020年度からは日本の小学校でも英語が教科化されるなど、英語教育のスピード

は加速の一途をたどっています。

現代を生きる日本の子どもたちにとって、英語を学ぶ自然な環境とは何なのか？

私たちは子どもたちに英語を強いることはせず、日本語で過ごす日常やイベントの中

にも、英語や外国の文化、世界で起きている出来事に興味を持つ「しかけ」を作って

います。

子どもたちにとって、英語はそこに「自然にある」もの。世界を広げるコミュニケー

ションのツールとしての英語にやさしく触れていきます。

[1] Breene, K. (July 27, 2020). Which countries are 
best at English as a second language? WEF.
https://www.weforum.org/agenda/2016/11/which-
countries-are-best-at-english-as-a-second-
language-4d24c8c8-6cf6-4067-a753-
4c82b4bc865b/

[2] CRYSTAL, DAVID (March 2008). Two thousand 
million? English Today 93.
https://www.cambridge.org/core/services/aop-
cambridge-
core/content/view/68BFD87E5C867F7C3C47FD0
749C7D417/S0266078408000023a.pdf/two_thou
sand_million.pdf

https://www.weforum.org/agenda/2016/11/which-countries-are-best-at-english-as-a-second-language-4d24c8c8-6cf6-4067-a753-4c82b4bc865b/
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/68BFD87E5C867F7C3C47FD0749C7D417/S0266078408000023a.pdf/two_thousand_million.pdf


日本の学校教育は「出る杭は打たれる」のことわざ通り、自らの考えを主張し

たり、個性を伸ばすことが難しい環境にありました。アジアの国々を対象とし

た調査では、日本人の自己肯定感が非常に低いことがわかっています。しかし、

今、世界で活躍する日本人トップアスリートや、アーティスト、日本の技術を発

信する国内のインフルエンサーを見ると、一様に「強い個性」と「自信」を持って

いることに気づかされます。創業以来、キッズベースキャンプでは子どもたち

の自己肯定感を育み、個性を引き出すコーチングを大切にしてきました。

「自分の良いところを認め、自信に変える。」「みんなと違うことは素晴らしい

ことである」と、一貫して伝えていきたいと考えています。

輝く個性



世界中の人々が集まるディスカッションの場では、教科書的な英語とは

異なる様々なアクセントの英語が話され、話す相手も、それぞれの国の文

化や価値観、常識、利害に基づいて主張を展開していきます。

これからのグローバル社会を生きる子どもたちには、「英語を使える」だ

けではなく、自分の「意見」や「考え」、「想い」を言葉に乗せられるように

なってほしいと考えています。

私たちは、日ごろのアフタースクールの活動を通じて、「なぜそう思うの

か？」「相手はどう思うか？」など様々な問いかけを行い、コミュニケー

ションツールとしての英語＋αの力を育む環境をお子様にご提供します。

グローバルリテラシー



KBC∞では、４つのグローバルリテラシー（語学力・コミュニケーション力・異文化対応力・

多様な視点と考え抜く力）を育む国際教育プログラムをご用意しています。すべてのプロ

グラムはお子様が英語をはじめ、世界の事柄に興味を持ち、自分の意見を発信していくこ

とを目的として作られています。子どもたちの視点を広い世界へ。視野を広げる環境づく

りを私たちは目指しています。

KBC ‘LIVE’ ENGLISH Immersion Café

Academic Approach Immersion Approach

子どもせかいフォーラム

世界で活躍する日本人と出会う

グローバルリーダーズ
世界の時事やニュースを考える

グローバルイシューズ
日本人としてのアイデンティティを育む

ハローNIPPON！

遊びを通して英語を使う

イマージョン カフェ
「知ってる！」を増やす、学びの時間 「やってみたい！」に答える、表現の時間



自分の個性や才能を活かして世界規模で活躍されている方をゲストでお招きす

るプログラムです。リーダーたちの体験談や想いを直接聴き、多様な生き方や価

値観に触れる体験を通して、子どもたちが「将来どんな大人になりたいか」「その

ために、今何をしたらいいか」などについて考えるきっかけを与えます。

Ⅰ 総合芸術アーティストによる圧巻のパフォーマンス
Ⅱ 世界各国で公演をされているピアニストによるクラシック生演奏
Ⅲ オーストラリア･バレエ団員による講義と実演
Ⅳ 東京医科歯科大学教授による医学の講義
Ⅴ JFAプロフェッショナルレフェリー・女子プロサッカー選手による講義と実演
Ⅵ ミスグランドジャパンモデルによるウォーキングの実演と子どもたちへのレクチャー
Ⅶ 元青年海外協力隊員と派遣先であったスーダンからの留学生の方々との交流
Ⅷ 海外在住経験のあるフリーアナウンサーによる英語での読み聞かせ
Ⅸ ICTを活用した日本のイチゴ栽培に取り組んでいる実業家よる講義

グローバルリーダーズ紹介ページ

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

Ⅳ Ⅴ Ⅵ

Ⅶ Ⅷ Ⅸ



時事問題をテーマに世界を読み解くワークショップです。正解のない問いについ

て、みんなで考えお互いの意見を発表します。「たとえば？」「なぜそう思うの？」

など、子どもたちに深く考える時間を与えながら、話し合いを進めていきます。子

どもたち一人一人が多様な視点に気づき、より広い視野で世界を見渡せるよう

になることを目指しています。

これまでにとりあつかったテーマ例
・オリンピックから読み解く世界のありかた
・リーダーの選び方（アメリカ大統領選）
・環境問題と揺れる国々
・グローバリズムってなんだろう？
・移民について考えよう
・AIの発達・将来の仕事
・私たちの水、世界の水
・外国人観光客が増えるとどうなるの？
・SDGｓってなんだろう？
・フードロスってなんだろう？
・プラスチック問題について考えよう
・差別について考えよう
・宗教を通して世界をのぞこう

KBC∞では小学生新聞を購読しており、子どもたちはいつでも読むことができます。食休み
や読書の時間に積極的に新聞を読んでいる子どももたくさんいます。
新聞を読むことで今社会で起こっていることについて敏感になり、わからないことに疑問を
もつこともあります。そういった内容をグローバルイシューズで取り上げることで、子どもた
ちの学ぶ意欲がさらに促進さります。



「国際社会の中の日本」を意識しながら、体験を通して日本の伝統や文化を学習

するプログラムです。世界に誇れる和の文化について知識を身に付け、日本人と

してのアイデンティティの確立を目指します。プログラムでは、「日本ってすごいん

だ！」をたくさん感じ、将来世界に向けて発信する原動力を育てています。

上 寿司の歴史学習とちらし寿司づくり

中 日本のサブカルチャーと漫画づくり

下 寄席鑑賞＆浅草食べ歩きツアー

上 両国国技館大相撲見学ツアー

中 歌舞伎体験＆隈取り体験ツアー

下 江戸風鈴絵付け体験

上 寄席の成り立ちと大喜利大会

中 日本の食文化と配膳絵合わせ

下 自由研究講座「鍛冶打ち体験」



キッズベースキャンプが今回プロデュースした英語プログラムは、従来の英語教

育のアプローチとは少し違います。

私たちが目指したのは “Fun-Based Learning” 、 楽しい遊びの延長線上に

効果的な学びがあるという考え方。楽しみながら知識を増やしていく

「Academic Approach」と、アート、ダンス、ミュージックなどを通して実践的

な場面で英語を使う「Immersion Approach」の２つのアプローチで構成され

ています。「もっと知りたい」、「こんな時はどういえばいいのだろう？」という子

どもたちの好奇心を大切にし、発信を繰り返して英語に対する自信を高める工夫

が盛りだくさん。初等英語教育のノウハウがあるネイティブスピーカーにプラスし

て、子どもたち一人ひとりの個性を理解しているキッズコーチがサポートするこ

とで、子どもたちにとっての安心安全な学習環境はもちろん、「英語が好き！」、

「もっともっと発信したい！」という気持ちを引き出します。

「楽しい！」にフォーカスしたFUN-Based Learning



「Academic Approach」では、英単語やフレーズなど、表現の幅を広げる基礎知

識を学びます。子どもたちの「知ってる！」を増やす、インプットの時間です。

英語の絵本の読み聞かせや歌をレッスン冒頭に取り入れ、子どもたちの興味を引き

付けます。学習はカードや、ワークシートを使って進めますが、理解・定着を促すため

にゲームなど様々なアクティビティも用意しています。

Academic Approach

「知ってる！」 を増やす、学びの時間



「Immersion Approach」では、｢Academic Approach｣で学習した英語を楽

しみながら使用・発信することに重きを置いています。子どもたちの、英語を「使え

た！」という自信につなげるためのアウトプットの時間です。

アートや音楽、ダンスなど「発信や表現」を通して、自然なコンテクストの中で楽しく

英語を吸収します。

Immersion Approach

「やってみたい！」 に答える、表現の時間



B
Class

Ｋ
Class

C
Class

∞
Ｃｌａｓｓ

学年ごとにステップアップ

KBC ‘LIVE’ ENGLISH
4つのレベルコース

Ｐｒｅ Learner Course (1年目）

絵本の読み聞かせや音楽、体を動かすアク

ティビティをふんだんに取り入れ、お子様

の英語に対する「楽しい！」を育みます。

全体のプログラムは聞く・話すにフォーカス

されており、母語と同じ言語習得環境を作

り出します。

履修単語レベルの目安は英検Jr©ゴールド

です。

Beginner Course （２年目）

2年目からはフォニックスを取り入れた

英語の読み・書きにも積極的に取り組み、

お子様の発信力を伸ばします。講師から

受動的に情報を受け取るだけではなく、

自分の好きなものの紹介など、簡単な

アウトプットの楽しさを学びます。

履修単語レベルの目安は英検© 5級です。

Intermediate Course(3年目）

年齢的にも幅広い活動が可能となり、より複

雑な創作・表現活動を通して、英語を「ツー

ル」として理解していきます。「読む・聞く・書

く・話す」の４技能はもちろん、過去形や未来

形など、文法の学習がスタート。扱うトピック

も自分のことだけではなく、家族や友達など、

身の回りのコミュニティに広がります。

履修単語レベルの目安は英検© 4級です。

Advance Course (4年目)

扱うテーマには社会性が増し、環境問題や

時事ニュースなど身近な社会に関するト

ピックに取り組みます。英語劇の企画など

創作活動も主体性を持って取り組めること

を目指します。現在進行形や完了形なども

使われ始め、幅広い表現力を身に付けるこ

とを目指します。

履修単語レベルの目安は英検© 3級です。

英検、並びに英検Jrは公益財団法人日本英語検定協会の登録商品です。



Ｋ
Class

Kクラスでは、自分の好きなものや家族、食べ物や数字など、
子どもたちの身の回りの物事についての英語表現を学習します。
リスニングとスピーキングにフォーカスした活動で、学習初年度の
お子様の「英語で伝えたい」「話してみたい」といった欲求をかなえ、
今後の学習のやる気や興味を大切に形成していくことが目的です。

KBC ’LIVE’ ENGLISH

各クラスのプログラム

B
Class

Weather
～今日の天気は？～

Bクラスでは、身の回りの事象から少し視野を広げ、地域の交通や
外国の食べ物、こいのぼりなどの日本の文化や、環境汚染など、よ
り社会性の強いテーマについて英語で学習します。リスニングとス
ピーキングに加え、リーディングとライティングの学習もスタートし、
より、英語を道具として使えるようになることを目指します。

晴れや曇り、風の強い日など、天気に関す
る言葉を学習します。単語表現のインプット
はゲーム形式で行われ、英語に慣れていな
いお子様でも楽しくご参加いただけます。
また、イマージョンアプローチでは、雲や太
陽などをイメージしたお部屋に飾れるモー
ビルを作り、英語で簡単な発表を行います。

Alphabet Animals 
～好きな動物を探そう～

今後の学習につなげるために、初年度はア
ルファベットの学習も楽しみながら行いま
す。誰もが知っているABCソングはもちろ
ん、アルファベットにちなんだ動物の名前も
一緒に学習します。イマージョンアプローチ
では、子どもたち一人一人が気に入ったア
ルファベットが頭文字になった動物の紙工
作にチャレンジします。

Kitchen Science
～これは酸性？アルカリ性？～

酸性やアルカリ性とは何でしょう？キッチン
にあるフルーツや洗剤などには様々な性質
があることを知り、英語で何と呼ばれるの
かに挑戦します。イマージョンアプローチで
は、STEAM教育も視野に、リトマス試験紙
を使った化学プロジェクトにも挑戦。実験の
結果発表にも英語でチャレンジしてみま
しょう。

Marine Pollution
～海の汚染について知ろう～

「汚染」という言葉を通して、山の自然や海
が汚されていることを英語で学習します。
それぞれの汚染が何によって引き起こされ
るのかを英語で知り、子どもたちの興味関
心をより高いレベルへと引き上げます。イ
マージョンアプローチでは、環境汚染をモ
チーフにしたマスクデザインにチャレンジし
ます。

※プログラムは一例であり、変更になる場合がございます。



C
Class

SDGs Goal15 ～陸の豊かさを守ろう～
・・・Ｂクラスよりもより深く環境問題について学習を進めます。より多くの表現や単語を使用して、

問題と解決方法についてポートレートにまとめていきます。

The World Architecture ～世界の建築を知ろう～
・・・異文化の芸術とされる建築物にはどのようなものがあるでしょうか？

世界の建築物に触れ、「歴史」や「伝統」の魅力を英語で学んでいきます。
イマージョンアプローチではグループに別れてストローを使用した建築にも挑戦します。

Ecological Art & Design ～環境にやさしいアート作品を作ってみよう～
・・・英語で４R（リデュース、リユース、リサイクル、リフューズ）の学習を行った後、自分たちの生活で

使用しなくなったものを利用しておうちに飾れるおしゃれなアート作品を作りましょう。
もちろん、発表も英語で行います。

Cクラスでは、英語を通して世界の事象や、異文化、
そして日本の文化についての理解を深めます。
国連の定義するSDGsをテーマに活用し、子どもたちが、
自分たちと世界とのつながりを感じられるように設計された
クラスです。少し長めの文章の読解や、与えられたテーマをも
とにした作文にも取り組みます。

KBC∞で体験できる各種英語プログラム
そのほかにも、KBCではたくさんの「楽しい！」イマージョン活動に参加することができます。
「勉強」ではなく、「遊び」の延長線上にある子どもたちの言語学習を全力でサポートします。

※∞Classでは発表、プレゼンテーションに取り組みます。

※プログラムは一例であり、変更になる場合がございます。

▲スクールミュージカル（英語劇） ▲イマージョンカフェ ▲夏休み自由研究 in English 



島根 太郎

株式会社東急キッズベースキャンプ
代表取締役社長

世界を知り、日本の良さを大切にするグローバル人材に

世界で個性を発揮する土台となるグローバルリテラシーとしては、まず英語が注目されますが、語学力

だけであればネイティブスピーカーには敵わない。しかし世界の英語人口でみればノンネイティブの方

が圧倒的に多く、様々なアクセントの英語が国際会議でも飛び交っています。母国語よりも英語の習得

を急ぎ過ぎる必要はありませんが、英語に自信がないことで国際社会と関わる機会を自ら閉ざしてし

まうことは勿体ない。

一方で信頼関係やネットワークを築くには、語学力以上にコミュニケーション力が重要であり、これには
母国語のベースや社会性を育むことも関連しています。また異文化にすぐに適応する能力も重要です。
様々な立場の他者が持つ多様な視点を自分に取り入れ、自分の頭で考え抜くことで視野を広げるなど、
インフィニティの活動を通して総合的にグローバルリテラシーを身に付けてほしいと考えています。

明治以降、戦後も、日本は欧米中心のグローバルスタンダードから学んできていますが、日本独自の価

値観や文化、また先進国以外の様々な国の考え方を知ることも必要です。大震災でも暴動や略奪がな

い。落し物が持ち主に返ってくる。鉄道は正確に走り、従業員が勤勉。アート、サブカルチャー、和食など、

独自の文化があり、森林が多く、水も食料も安全な国。日本の伝統文化、礼儀作法など、日本人としての

誇り、アイデンティティを育てることも国際教育では大切だと思います。

海外から日本に来ている子どもであれば自分のルーツや母国の文化に誇りを持つべきであり、お互い

にそれぞれの違いや価値観を尊重できるような国際理解教育を、またナショナリズムとは正反対の、国

や民族にとらわれない、コスモポリタン（世界市民）の考えも交えて、様々なテーマで子どもたちの考え

を深めていきたいと考えています。

国際教育プログラム「グローバルリーダーズ」では、これまでも様々な分野で世界で活躍する日本人を

ゲストにお招きしていますが、みなさん魅力的な個性を持ち自分の強みを確立してそれぞれの道を切り

開いています。

KBC∞の国際教育は英語力の向上だけを目的としたものとは一線

を画します。

アフタースクールでの、個性を大切にして子どもが自ら考え行動する

よう促すコーチングによる活動をベースに、「世界で輝く自分らしさ」

を育む様々なオリジナルプログラムを展開しています。



“FUN-Based Learning” 「楽しい」が主体の英語クラスを！

佐々木 貴広

国際教育プログラム企画開発リーダー

経歴
日本の公立中学校を卒業後、欧州へ留学。Hawai’i Pacific University, BA（教
育学部）、TESL-Teaching English as a Second Language（英語教授法学
科）卒。専門分野は早期教育。教育コーディネーター。2010年より、公益財団法人日
本英語検定協会にて「英検」試験問題の制作・開発、教育者向けセミナー、海外教員研
修事業のプロジェクトマネージャーを経験。2015年から株式会社東急キッズベース
キャンプの英語教育事業開発と小学生のコミュニケーション能力開発事業専属。

日本人の子どもにとって英語はまず、「楽しいもの」であるべきだと考えます。

今の日本の英語教育はオールイングリッシュであることを重視しがちです。しかし、これが大人よりも感度

の高い子どもたちにとってプラスに働くとは限りません。

「言語の上達にはインプットはもちろん、アウトプットの機会が多いほうが良い。」 これは事実です。

しかし、初等教育ではそもそもこういった発話の機会を「活用できるかどうか」を考える必要があります。

集団での第2言語環境における、子どもたちの発話を促すために必要不可欠なのは、「安心安全な心理環

境」です。そのため、ＫＢＣ∞のプログラムでは子どもたちに対し「英語しか話してはいけません！」という

決まりは設けず、「伝えたい気持ちがあれば日本語も使っていいんだよ」という子どもの目線に立って

プログラムデザインを行いました。考えてみれば、言語というものはあくまでもコミュニケーションのため

のツールです。子どもたちは「日本人として」英語を使えれば良い。ネイティブスピーカーを目指す必要は

ありません。初等のコミュニケーション教育で大切にしたいもの、それは、子どもたちの「伝えたい気持ち」

です。

KBC ‘LIVE’ ENGLISHでのアプローチは、キッズベースキャンプが持つ日常保育のノウハウ「コーチン

グ」の考えをふんだんに取り入れたものです。一言でいえば、「いかに子どもたちが楽しく英語と触れ合え

るか」を重視しています。「その単語知ってる！」「英語で伝わった！」そんな小さな自信の積み重ねが、

子どもたちの好奇心や知識欲を自然に高め、「もっと知りたい」「もっと話したい」という気持ちにつなが

るように講座を展開していきます。

また、講座には、日本人のキッズコーチも同席し、子どもたちの小さなつまづきや不安も見逃さないよう

にサポートしているため、長年にわたる保育の専門知識と英語教育が重なり合った笑顔あふれるプログ

ラムになっています。

“FUN-Based Learning-「楽しい！」が基盤の学びの環境” はアフタースクールならではの魅力では

ないでしょうか。



Lumico HARMONY

KBC‘LIVE’ENGLISH Immersion Approach プログラム企画開発

経歴：
次世代を担う子どもたちがアートを通して多様な表現力とグローバル思考を育むこと

をミッションとしたアートチームLITTLE ARTISTS LEAGUEを2016年に創設。サ

イエンティストのパパとアーティストのママにより、自身の子どもは日本語・ 英語・フィ

ンランド語のトリリンガルで成長中。東急キッズベースキャンプでは、イマ―ジョンプロ

グラムの開発及び、メインキャラクターの原案制作を手掛けて いる。

グローバル時代、我々はオンライン・オフライン問わず、非常に自由に行き来できる時代です。しかし自由
であるがゆえ逆に閉塞的で他に関心を持たないで育ったり、情報の洪水に飲まれ何が正解で何か不正解
なのか、自分で答えを見つけることができずに困っている人も増えています。従来の敷かれたレールを進
んでおけば幸せになれる時代は終焉を迎えている現代。複雑化する世界を子どもたちは自らの意思で進
んでいかなくてはなりません。我々大人は、子どもたちにどのような教育を提供すべきでしょうか？

私自身は、大学までグローバルとは縁遠く日本社会で育ちました。大人になってから様々な国の人との交
流を重ねることで、グローバル思考やコミュニケーション力を培うことができました。そして国際結婚後、
フィンランド人の夫とブラジルで子どもを連れて1年間暮らす経験をして、多文化の中で日本らしさや弱
みを発見し、自分を知ることができました。自分にとって当たり前のことが、実は当たり前ではないとい
うことを発見したり、自分の強みや弱みを発見することで、より活躍への足掛かりとなっています。そう
いった意味で、多様性のある世界に一度飛び込むと、多種多様な価値観が理解できひいては自分自身を
知り、多様性に寛容になれ、様々な人と上手くコミュニケーションできるようになれるのです。

アメリカ国立訓練研究所の研究によると、学習方法と平均学習定着率の関係は「ラーニングピラミッド」と
いう図で表すことができます。チームで一緒に制作したり、自ら体験することを主軸においた
KBC‘LIVE’ENGLISHのイマ―ジョンプログラムはアクティブ・ラーニングの要素もあります。今後知的
好奇心を育み、自ら楽しみながら学ぶ自走する力を養う素地づくりとしても、イマ―ジョンプログラムは有
効的です。

KBCの子ども達が、世界の様々な文化や価値観に触れられるように、多様な
テーマをプログラムに盛り込みました。また、アート制作や音楽・運動など机上の
空論ではなく、体験しながら学べるイマ―ジョンプログラムになっていますので、
夢中になって英語を聞いて英語で話す経験を日々積み上げることができ、子ども
たちにとって英語を使うことは目的ではなく、楽しむために必要なツールとして
当たり前に定着していくことを目指しています。 LUMICOHARMONY

ホームページ

https://lumicoharmony.weebly.com/


オプション講座



ベルリッツ・キッズ×ＢＣ 月4回

子どもたちは、ワクワクしながら時間が経つのも忘れるほど熱中して取り組む時、まなびが最も豊かになり、

無理なく自然に内容を理解することができるようになります。

科学、技術、数学を主体的に楽しく学ぶ教育プログラムがSTEMONメソッドです。プログラミングでは、

「１つの事象を細分化し説明する力」「コツコツと小さな作業を積み重ねていく力」といったプログラミング的

思考力を身につけます。

ロボティクスでは物理の基礎となる原理を学び、ものづくりを通して自ら考える力を身につけます。

すべての授業を通して、理数的思考力はもちろんですが、その中で、失敗、振り返り、再チャレンジという過程を

繰り返し、自分で課題をクリアしていく力を育みます。

育みたいスキル

理数系科目の基礎 自ら学ぶ力 問題解決能力

論理的思考力 自己肯定感 キャリア教育

運動やエネルギー、力や図形など理数

系科目の基礎概念を体験を通じて

学ぶことができ、のちの発展的な学習

に役立ちます。

「創りたいから学びたい」という

カリキュラムを通じて、学ぶ楽し

さを学びます。

議題を解決するために、問題を

小さく分解し、情報収集や試行

錯誤、意思決定を繰り返し粘り強

く取り組む姿勢を育みます。

STEMONのプログラムでは、様々な

ものづくり課題において、物事を順序

立てて考えたり、情報の構造を組み立

てるトレーニングがたくさん含まれて

います。

プログラミングやものづくりは、すぐ

に反応・結果を見ることができ、うま

くいった時の喜びはお子様の自信や

自己肯定感を育みます。

将来どのような仕事についてもITを

活用できるか否かで、仕事の成果が大

きく変わります。社会で活躍するため

のITスキルを身につけることができ

ます。

「STEMON」のプログラムでは、「繰り返し復習や暗記」よりも「感覚や実体験を通して学ぶ」を重視しています。

「創りたい」と夢中になり、トライ＆エラーを楽しみながら考え続けることで、思考力や問題解決能力、自ら学ぶことが

できるようになると考えています。

プログラミング・ロボティクス」はテクノロジーを活用した創造力・表現力・問題解決能力を育む

STEM教育に特化した学習スクールSTEMON（ステモン）のプログラムおよび講師を招いて講座を開講しております。



タブレット端末とネットワークを活用し、計算の基礎学習・反復学習のやる気を高める講座です。

学習履歴をもとに、自分の学力にぴったりのライバルや他のスクールのお友だちとリアルタイム

で対戦しながら学習できる講座です。単調になりがちな計算練習を楽しく競い合いながら取り組

むことができます。事前学習をして講座（コンテスト）に臨むことで学習の成果を実感できるため、

学習意欲を高める効果が期待できます。コンテストの問題は公立小学校の進度の復習になる範

囲から出題されるため、学校で習っていない問題は出題されません。万が一わからない場合は

コーチがサポートをします。

中学受験で抜群の実績と定評のあるSAPIXの1年生～4年生の通信教育（算数・国語の厳選プリン

ト）を使用し、小学生低学年の時期に必要とされる「思考力」「記述力」の向上を目指した、自学自習

型の学習プログラムです。

自分で考え抜く力、できたときの楽しさを感じながら継続して学習することにより、低学年の時期

に必要な基礎学力が定着します。専門の研修を受講した講師がお子様の算数・国語の学習をサポー

トします。

▶ 図形問題

ゲーム感覚で図形に触れ、立体を

認識する力を養います。

▶ 論理問題

パズル形式の問題を通して、条件

整理や論理的思考力を養います。

▶ 語彙力・読解力

言葉のきまりや意味、語彙力、説明

文などの文章の読解力を養います。

２つの科目・３つのコース

科目：国語・算数（週1回 / 45分×２）

▶ やる気がでるシステム

1ピリオド3分×4回のコンテストで構成されており、

各ピリオド毎および全ピリオド合計のチーム内順位

が発表されます。正解数の他、連続正解ボーナスや、

速解ボーナスによってポイントが決定します。自分と

同じランクのライバルとの対戦で誰でも１位を狙うこ

とができるので、やる気アップに活用できます。

広いメモ欄での手書き計算スペースと、手書き文字

認識により、ノートに鉛筆で解いているような、ス

ムーズな学習が可能です。

即時自動採点により、テンポ良く解答できるので、学

習のやる気が上がります。

Primary

小学1年生

教材使用

Standard

小学2年生

教材使用

Advanced

小学3.4年生

教材使用
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