


キッズベースキャンプは学校でも家庭でもない子どもたちのサードプレイス。

学校も学年も違うお友だちやキッズコーチとの関わりを通して、子どもたちの知的好奇心

が自然と育まれるしかけがたくさんあります。

KBC Academiaでは、大人が決めたスケジュールに合わせて過ごすのではなく、子ども

たちの「知りたい」「やりたい」「わくわくする」という気持ちを大切に、自ら放課後の時間を

デザインできるような様々なプログラムを用意しました。

豊かな想像力、柔らかい感性、素直に感動できる心をもつ小学生低学年の時期だからこそ、

詰め込み型の‘勉強’ではなく、いろいろな体験を通して子どもたち一人ひとりの可能性を

拡げてほしいと思っています。

KBC Academia

知恵と冒険の放課後プログラム

日常プログラムを通して

コミュニティの中で「12の知恵」を育む

アフタースクール

プログラム

小学生の時期に本当に必要な

まなびの土台を育む4講座12クラス

まなび

プログラム

子どもたちの無限の可能性を伸ばす

イベント

プログラム

KBC Academia

×



子どもたちが放課後の時間をデザインする

キッズMBA、スポーツ、アート、クッキ

ング、サイエンスなど９つのテーマを

軸に、子どもたちの「知りたい」「楽し

い」という気持ちを大切にした体験型

のイベントを実施しています。

９つのテーマ12のクラス

小学生低学年時に育みたい「考え抜

く力」。４つの講座を通して様々な

アプローチでお子様のまなびの土台

を育みます。少人数で一人ひとりの

成長に合わせた質の高い講座を

4講座12クラス取り揃えています。

100種類

KBCでは学校や家庭では味わえな

い「多くの体験」を通して、子どもた

ちの無限大の可能性を引き出す

イベントを実施しています。その種

類は年間100種類以上です。

KBC Academiaでは、習いごとスタイルで子どもたちの力をじっくりと伸ばす「まなびプロ

グラム」、様々な体験から子どもたちの可能性を引き出す「イベントプログラム」の２つのアプロ

ーチを通して、子どもたちが将来社会で活躍できる土台となる力を育みます。

お子様の「やりたい」という気持ちを大切に、自らの意思でプログラムを選択して放課後の

時間をデザインします。



KBC Academia子どもたちのまなびの土台を育む

まなびプログラム
KBCのまなびプログラムでは、4講座12クラスを開講。

「KBCオリジナル講座」で大切にしていることは「自分で考えること」。

大人が求める「正解」を探すのではなく、子どもたちの考えは

「正解」として認め、自己肯定感を育む講座を行っています。

「プログラミング・ロボティクス」や「学習プログラム」は、その分野に特化

したスクールと提携し、より専門性の高い講座をKBCで受講いただけます。



学 習 プ ロ グ ラ ム

子どもライブラリーⅠ

コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 講 座

コミュニケーションベーシック 子どもスピークアップ

KBC ‘LIVE’ ENGLISH プログラミング＆ロボティクス

ピグマキッズ×KBC 計算マスター

プログラミング・ロボティクス

子どもライブラリーⅡ

プログラミング・ロボティクス（２レベル）KBC‘LIVE’ENGLISH(4レベル）

KBCオリジナル講座 KBCオリジナル講座

KBCオリジナル講座 KBCオリジナル講座

KBCオリジナル講座 専門スクール講座

外部カリキュラム講座 外部カリキュラム講座



コミュニケーション力を
身につけるには

子どもの頃から発言する機会をもち、それが受け入れら

れる環境の中で小さな自信を積み重ねていくことが大切です。

コミュニケーションベーシックでは、まずお子様の意見を肯定し、自己

肯定感を養い、発表することの楽しさを感じられるように授業を進め

ます。そして、意見と理由をセットで発信できることを目指して、発想

力と表現力を育みます。

コミュニケーション講座では

コミュニケーション力を育むために必要な要素を体系的に細分化し、

お子様の成長に合わせて身につけられるよう、段階的な構成としており

ます。1年目は発信する楽しさを学ぶ「コミュニケーションベーシック」、

2年目は、相互コミュニケーションであるディスカッションに挑戦する

「子どもスピークアップ」を展開しています。



コミュニケーションベーシック

コミュニケーション講座の構成

子どもスピークアップアドバンス

子どもスピークアップ

コミュニケーションマスター

子どもライブラリー

情報整理力・行動力

コミュニケーションベーシックでは、すべてのコミュニケーション講座に

おいて、基礎となる力を養います。授業では自分は「どう思うか（意

見）」「なぜそう思うか（理由）」を様々なテーマに対して考えていきます。

説得力のある理由づけをスモールステップで学び、プレゼンテーション

にも挑戦します。ここで学んだことは次のレベルの「子どもスピーク

アップ」などで、より実践的なコミュニケーション力の育成に繋がって

いきます。

子どもスピークアップでは、コミュニケーションベーシックで得た知識・能力をベースに、他者の異なる価値観や思考に意識を

向け、それに対し自分の考えを的確に表現することができるコミュニケーション能力を育成します。子どもたちの学校での集

団生活をはじめ、将来の社会生活の中における議論でも活躍することができる発信力の基盤を養います。

【STEP５】 より詳しい理由を考える

【STEP６】 ミニプレゼンテーションに挑戦

【STEP３】 メリット・デメリットについて考える

【STEP４】 賛成反対の意見を述べる

【STEP1】 自己紹介・インタビュー

【STEP２】 好き嫌いの理由を考える

共感力・理解力・説明力

想像力・表現力・語彙力・共感力

論理的思考力・説得力・表現力

発想力・表現力・発信力
コミュニケーション力の基礎

◆ スピーチコンテスト

KBCオリジナル講座

２年生以上のお子様を対象に受講いただいている「子どもスピークアップ」

「子どもスピークアップアドバンス」「コミュニケーションマスター」の3講座で

は、1年間のまとめとして「スピーチコンテスト」を開催いたします。多くの人

の前で自分の考えを述べるという体験を本講座の1年間の集大成としてお

り、コンテスト当日はそれぞれの学年にあったテーマで、子ども達が自分の

考えを発表します。

身につく力

コミュニケーションベーシック

子どもスピークアップ

▶ カリキュラム（コミュニケーションベーシック）

※23年度より、スピーチコンテストは有料での参加となります。詳細は、毎年1月頃にご案内いたします。

※コミュニケーション講座を受講される場合、講座の発表用動画やコンテストでお子様の名前が表示されることに同意いただきます。

※子どもスピークアップアドバンス・コミュニケーションマスターについては、
KBC五反田では開講いたしません。近隣のKBCαの店舗にてご受講いただけます。



本が大好きになるために・・・

本の世界は、文字で書かれた二次元の世界です。

子どもライブラリーは、その世界を子どもたちの想像力や

感性で三次元の世界にしていきます。

授業では楽しみながら、登場人物の気持ちになって物語の世界を

読み解いていきます。文字を追うだけの読書から、より深い世界を

子どもたちに体験してもらい、本が大好きになるような授業を行います。

「子どもライブラリー」は「コミュニケーションベーシック」「子どもスピークアッ

プ」と合わせて受講することにより相乗効果が高まります。



子どもライブラリー年間シラバス

月 内容 月 内容

4月
気持ちを表す言葉のカードを用いながら、登場人物の気持ちの変化を追って

いきます。また、好きな場面を短い文章でまとめ「本の帯」を作成します。
10月

物語を読み、主人公が探検した地図を書きだしたり、実際に探検地図を作りま

す。また、登場人物ごとに音読の読み分けに挑戦します。

5月
本に登場する想像の世界の色を自分の感性で表現しイラストに色塗りをしま

す。また本の主人公になりきって、登場人物に手紙を書きます。
11月

場面ごとに主人公の心情を考えます。また、あらすじの理解と自分の感想のま

とめとして、本の紹介をする「本の帯」を作成します。

6月
絵本に用いられている絵の技法を体験し、本の世界を表現します。また本の

続きを想像し、短いストーリーを作成します。
12月

「クリスマス」を題材にした課題図書を用いて、本の世界を工作で表現します。

また、サンタさんへの手紙を書くことで、表現力を養います。

7月
動物が主人公の絵本を用いて、場面ごとに動物の心情を想像し、言葉で表現

します。また、主人公になりきって、他者の視点で考える力を身につけます。
1月

これまで行ってきた音読から更にステップアップし、聞き手に思いが伝わる工

夫をしながら、絵本の朗読劇に挑戦します。

8月
みんなでかるたづくりに挑戦します。楽しみながら、書く力・まとめる力・創作

力を高めていきます。
2月

3月に行う読書感想文の作成に向けて、簡単な絵感想文に挑戦します。

9月
自分のクレヨンから、そのクレヨンの性格や気持ちを想像します。クレヨンに

なりきり、自分への手紙を作成します。
3月

本に登場するキャラクターを制作し、本の世界を表現します。また、1年の集大

成として、200字程度の感想文を書きます。

本の世界を表現する

子どもライブラリーでは本の世界をいろいろな方法で子どもたちの自由な

感性で表現します。

例えば、本の内容を絵で表現したり、クッキングや主人公のキャラクターの

制作、楽器を作って演奏など、楽しみながら本の世界をより深く理解して

いきます。

文章を書く

登場人物の気持ちを考える

登場人物になりきって、その気持ちを想像して手紙を書いたり、制作を行います。

例えば、お話にでてくるクレヨンになりきって、自分のクレヨンを見ながら、自分

宛の手紙を作成したり、場面ごとの主人公の気持ちの変化を自分の言葉で表現

するワークシートの作成を行います。

国語の授業ではないので、子どもたちが感じた気持ちを大切に、自由な言葉で

表現してもらいます。

講座では手紙や物語の続きの創作、本の帯の制作など、文章を書く機会が沢山

ありますので、自然に文章の構成力や語彙力が身につき、1年目の最後には、

原稿用紙200文字の読書感想文が書けるようになります。

また、２年目の後半では、グループで創作絵本の制作を行います。登場人物の

設定や物語としての起承転結など、グループで話し合いながら進めていきます。

課題図書以外でも、多くの本に触れ、本を好きになっていただけるよう、

「ライブラリーカード」をご提出いただいています。自宅や講座以外のＫＢＣの時

間、学校などで読んだ本の感想を「ライブラリーカード」に書いて提出すると、

ポイントを付与する仕組みになっており、ポイントがたまるとオリジナルグッズ

をプレゼントします。子どもたちが楽しみながら本を読む習慣が身につきます。

本を読む

表現力

想像力 共感力

文章力

語彙力

子どもライブラリーで身につく力
KBCオリジナル講座

語彙力

※今後変更になる可能性があります。



KBC ‘LIVE’ ENGLISHの

アプローチ

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。

し

伝えたい気持ちを大切にする

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。



「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

楽しいを生み出す２つのアプローチ

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。

まなびプログラム イベントプログラム

KBCオリジナル講座



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。

STEMONのメソッド

※「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

STEAM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。



・コンピューターサイエンス ・プログラミング基礎

・順次処理 ・繰り返し処理

・条件分岐 ・ゲーム開発

・ロボット制御

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。

●レベル１ (1年目）

●レベル２ （２年目）

理科やプログラミングの発展的課題に取り組み、挑戦を通じて粘り強さと数学的思考力を育みます。

・平面と立体 ・重心について

・てこ ・滑車

・車輪と車軸 ・時間と距離と速さ

・重量（重さ） ・力と運動

カリキュラム

物理の基礎となる原理を学び、ものづくりを通して自ら学ぶ力を育みます。

ロボティクスプログラミング

「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。



小学生低学年の時期に必要な学習する習慣や算数を

楽しいと思えるようになる２つの学習プログラムを

ご用意しました。中学受験で実績のあるSAPIXの通信教材を

使って自学自習を行う「ピグマキッズ×KBC」

タブレットを使ってお友だちや全校のライバルと対戦しながら

ゲーム感覚で計算力をつける「計算マスター」

お子様に合う学習方法をご選択ください。

基礎的な学力を伸ばす



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

※ピグマキッズ×KBCを受講される場合は、受講人数管理のため、片仮名フルネームと使用教材の学年を講座主催会社の
ピグマキッズ（株式会社日本入試センター）へ報告することに同意いただきます。

※計算マスターを受講される場合は、講座内で優秀な成績を収めた受講者のみ、所属店舗・ニックネーム（下の名前）が
講座主催会社（FLENS株式会社）のWEBサイトへ掲載されることに同意いただきます。



The Adventure After School ～放課後の大冒険～

放課後の時間を自由に創ろう！

イベントプログラム
KBCは子どもたちのベースキャンプ。

子どもたちの「好き！」「楽しい！」が必ず見つかる秘密基地。

その活動範囲は室内にとどまらず、外にも飛び出します！

子どもたちの「可能性の芽」を大切に育て、夢が見つかる

たくさんのイベントを用意しています。

“さあ 放課後の冒険にでかけよう！”





～大人のいる社会を知る～

子どもたちに「将来の夢」を聞くと、「サッカー選手」「先生」「お花屋さん」またはご両親の職業など、自分が知っている

小さな社会の中にしか選択肢がありません。しかし、実際に子どもたちが将来活躍する社会には経済や法律など様々な

仕組みがあり、多くの仕事や職業があります。「キッズMBA」は経済の仕組みや法律、社会問題をわかりやすく体系的に

学ぶことができる小学生向けキャリア教育プログラムです。仕事や社会に関心を持つことは、夢や目標を持つことに

つながり、お金について学ぶことにより消費者としての判断や自立、計画性を身につけることができます。

食品メーカーとのコラボレーションにより実際に商品を企画したり、1年間の集大成として実施する「KBCタウン」では

経済活動をするなど、「本物の体験」を通して、子どもたちの夢や可能性を拡げていきます。

キッズＭＢＡの1年間の集大成としてキッズベースキャンプの子どもたちが

集まり、みんなで一つの街を作ります。半年以上前から、子どもたちが主体と

なりお店を決め、商品開発を行います。さらにお店のコンセプトづくり、装飾、

商品の準備、当日の役割分担を決め、販売や営業、宣伝なども各リーダー

が中心になって準備を進めます。また、子どもたちは仕事をして、疑似通貨を

もらい、買い物をするというリアルな経済体験をすることができます。

例年約3,０００名以上の方にご来場いただくKBCでしかできない体験型

一大イベントです。

※ＭＢＡとは、一般的に、Master of Business Administrationの略で、 経営学の大学院(修士課程)修了者に与えられる学位のことを指します。

▶ KBC商品企画部

食品メーカーとのコラボレーションで、子どもたちが商品の企画開発を

行い、商品化されました。

１．マーケティング

アンケートをとり商品コンセプトを考えます。

２．食品開発

味付けや試食を繰り返します。

３．デザイン

ロゴやパッケージのデザインを考えます。

４．商品化

期間限定で東急ストアや駅の売店で商品として

販売されました。

▶ 夢・企業訪問

憧れの会社へ訪問し、その企業の社員に

なりきり、実際のお仕事を体験します。

スタイリストとして新作商品のコーディネイト

を考え、モデルとなってポーズを決めます ▶

▶ グローバルリーダーズ

様々な分野で国際的に活動している、ニッポ

ンのリーダーたちとコミュニケーションをとり、

多くの刺激と夢を育むきっかけづくりをサポ

ートします。

◆ KBCタウン

※イベントは一例です。具体的なイベントは前月にホームページでご案内いたします。



アトリエKBCでは、子どもたちの自己表現を大切にしています。

芸術は正解があったり、点数がつけられるものではありません。

想像力を刺激をするような素材、お友だちとのコラボレーション

による新たな発見、インスピレーションがわくようなテーマなど、

子どもの感性のスイッチを押しながら、創造力、集中力、手先の器

用さを伸ばし、自己肯定感を高めていくイベントプログラムです。

子どもたちが表現するものはすべて素晴らしいものです。それ

を認めることにより、「これでいいのかな？」と答えを探すのでは

なく、「私はこうしたい！」「ぼくはこれが好き！」と自信をもって

表現できる小さなアーティストを育てます。

▶ アート書道 ▶ 段ボールハウスを創ろう！

日々の生活の中で、好きな材料や画材を自ら選び創作活動

ができるアトリエKBC工房。

子どもたちが描きたい、作りたいと思ったときに手が届く

ところに材料や画材がある環境です。

「にじみ」「かすれ」「ぼかし」など

水墨画の技法を使い、墨の濃淡

を活用した作品を描きます。

書道本来の良さを残しながら、

自由に表現できる新しいアート

です。

▶ KBC×アーティスト
～漫画家体験～

実際の原稿や、制作風景を目

の前で見ることで、画材の使

い方で表現の幅が大きく広が

ることを体感します。また、

それを模倣することで自分自

身の表現技術を高めます。

▶ 似顔絵アート

髪型・パーツの特徴・表情の

細部まで観察して描きます。

バランスやパーツの大小を

工夫することで、「デフォル

メ」の面白さを体感します。

子どもたちの発想力で大きな

段ボールを組み立てます。設

計はすべて子どもたちが計画。

全身を使って制限のない中で

自由に表現をします。主役は

子どもたち一人ひとりです。

※イベントは一例です。具体的なイベントは前月にホームページでご案内いたします。

アトリエKBC工房



▶ YouTuberになろう

今後必要になってくるICTリテラシー、伝え方を学ぶ表現力ワーク、撮影、編集を通じて表現する

楽しさを学びます。好きなテーマを選び、何を伝えたいのか、どうやったら伝わるのかを考えるこ

とにより、動画作成の技術だけではなく、コミュニケーション能力、論理的思考力を伸ばします。

そして好きなこと、

やりたいことを応援

してもらえたという

経験を通じて子ども

たちの自信を育んで

いきます。

「恐竜博士」「宇宙博士」「昆虫博士」など、子どもたちの興味・関心がある分野の

プロフェッショナルにお越しいただき、テーマに沿って専門的な内容を分かりやすく

お話をしていただきます。自分の興味がある分野をより専門的に知ることにより、

さらに深く知識の幅を広げ「もっと知りたい」という知識欲を育てます。

また今まで関心がなかった分野に触れることで、新たな興味関心の幅を広げます。

▶ 博士シリーズ

知的好奇心が旺盛な小学生低学年の時期に感じる「驚き」や「発見」は、

「もっと知りたい」という次の好奇心を生みます。KBCサイエンスLabo

では、学校の授業のような知識を教えるものではなく、子どもたちが

「わくわく」したり「ドキドキ」するような体験型のイベントプログラム

です。「どうしてこうなるんだろう」と自ら問題提起をし、「次はどうな

るんだろう」と仮説を立て、「どうしたらいいんだろう」と問題解決の

方法を考えるなど、自然に理系脳に必要な思考力や探究心を育みます。

▶ しろう先生の科学実験教室

東京工業大学助教の山崎先生をお招

きし、「コマ」「真空」「光」をテーマにし

た実験を行います。実際に一人ひとり

が手を動かし、不思議な現象を体感す

ることができるイベントです。

普段生活している中に当たり前のように存在するもの。

そんな何気なく見ている身近なものも、視点を変えると

「不思議」が見つかります。

実験×発見クラブでは、子どもたちのナゼ？を共に考え、

考察することで自分で考え、調べることの面白さを知り、

思考力を高めます。

また、その体験が新たな好奇心を生み、今まで自分の力で

は触れることのなかった「不思議」を自ら発見する視点を

養います。

▶ ドローンを飛ばそう

※イベントは一例です。具体的なイベントは前月にホームページでご案内いたします。

実験×発見クラブ

今話題のドローンを宝箱をめがけて操縦！

箱の中に隠された秘密を解き明かします。

また、チームで協力してドローンへのプログ

ラミングも行います。



コーディネーショントレーニング

動きをまねしたり、リズムに合わせて身体を動かす能力
【遊び】リトミック、縄跳び、バンブーダンス、マリオネット、
二人三脚リレー、ストリートダンス など

バランスよく体勢を整え運動を継続する能力
【遊び】片足バランスゲーム、ゴム跳び、つま先立ち、
棒渡り、タイヤ渡り、ブランコ など

すばやく動作を切り替える能力
【遊び】手押し相撲、障害物リレー、フェイント
ゲーム、じゃんけん鬼 など

相手の動きや音、指示に素早く正確に対応する能力
【遊び】変形ダッシュ、モノマネゲーム、色鬼、
ビーチフラッグ など

身体全体をスムーズに動かす能力
【遊び】キャッチボール、ゴムくぐり、
ドリブルリレー、ジャングルジム など

相手と自分の位置感覚を把握する能力
【遊び】パス＆キャッチ、馬跳び、
十字鬼、輪投げ、ドッヂボール など

道具や器具などを上手に操作する能力
【遊び】鉄棒、けん玉、コマ、インディアカ、
ドッチビー、フリスビー など

神経系の運動能力を高め、運動神経を鍛えるトレーニング方法で、７つのコーディネーション能力で構成されています。

世界で活躍するアスリートも取り入れているトレーニング法で、さまざまな動作を含んだ運動を幼少期からたくさん経験すると、

さまざまなスポーツの基礎となり、身体面、情操面や知的能力も高めていくことが可能です。

▶ パーソナル記録に挑戦！

日々のコーディネーショントレーニングや運動

あそびの中で培われた能力の記録を測定します。

単純な運動項目だけではなく、あそび項目の測定

も実施。それぞれの自己記録更新を目指します。

※イベントは一例です。具体的なイベントは前月にホームページでご案内いたします。

今の子どもたちは学校が終わったら習い事や塾に行ったり、お友だちとゲー

ムをすることに時間が使われ、外遊びの機会が減っています。子どもの神経

系の発達は6歳までに９０％は完成するといわれ、また動作の習得の発達は

7歳～8歳をピークに発育していきます。小学生の時期に適切な運動を行う

ことはとても重要です。それは、学校の体育のように時間を決めて定期的に

行うのではなく、遊びの中でも十分に取り入れることができます。例えば、

鬼ごっこ一つをとっても、俊敏な動きや走行力が必要となり、楽しみながら

たくさんの運動をすることができます。ＫＢＣでは、遊びの中で自然に体を動

かす機会を取り入れることにより継続的に運動の機会を設けるとともに、

コーディネーショントレーニングやビジョントレーニングを中心に、楽しく

飽きのこない運動プログラムを提供していきます。

また、地域ごとのキッズベースキャンプ間の交流や、一致団結する心を養う

ために、合同スポーツ大会を開催し優勝チームを表彰します。

バランス
能力

反応能力変換能力

連結能力

定位能力

識別能力

リズム
能力

▶ 運動あそび

バランス系、移動系、操作系の運動能力を高める運動あそびイベ

ントを実施します。

【プログラム例】 移動系のコーディネーショントレーニング

・いろいろ鬼ごっこ・ろくむし⇒走る力が鍛えられます。

アスリートコーチのスポーツ教室

体育大出身者や体育指導経験者など専門知識を持つ

キッズコーチが少人数制で特別指導を行います。

逆上がり教室(連続イベント）

足をふりあげる、体をひきつける、巻きつけると
いった逆上がり特有の姿勢や回り方のコツを
アスリートコーチが教えます。

走り方教室(連続イベント）

かけっこはすべての運動に通じます。まずは走る
ことが楽しくなるように指導します。そして運動会
の前に、徒競走一等賞を目指して走り方のコツを
教えます。



年に一度、全員参加で行われるサマーキャンプ。自然に囲まれた宿泊施設の

中で、川遊びや虫取り、キャンプファイヤーなど夏休み最高の思い出をお友だ

ちやキッズコーチと一緒に作ります。初めて親元を離れて過ごす大自然の中

での貴重な体験は、子どもたちを大きく成長させてくれます。

▶ サマーキャンプ



◆ アウトドアクラブ

3年生以上限定の高学年ツアー。高学年だからこそできるレベルアップした

プログラムに挑戦します。様々な環境の中でキッズコーチやお友だちと宿泊

し過ごすことで、団結力や協調性を育みます。

▶ ツアーイベント

▶ キャンプ飯の達人 ▶ アドベンチャークラブ

自然に囲まれながら野外炊
事や野外体験ができるプロ
グラム。少人数だからこそで
きるレベルの高いアウトドア
クッキングに挑戦します。

＠福井・金沢
【DAY1】
金箔体験 金沢城・兼六園見学

【DAY2】
ハックルベリーの森体験
恐竜博物館 化石発掘体験

【DAY3】
永平寺見学・座禅体験

＠広島・宮島
【DAY1】
お好み焼きづくり体験
プロバスケットボールチーム交流

【DAY2】
もみじ饅頭焼き体験
厳島神社見学
大聖院で宿泊・護摩焚き体験

【DAY3】
原爆ドーム見学・折り鶴奉納

【DAY1】
岡山城見学・備前焼体験

【DAY2】
ツリークライミング
きび団子作り・森の自然探検

【DAY3】
手打ちうどん作り
金毘羅山参拝

＠岡山・香川

「子どもたちがやってみたいこと」を
実現するのが、「アドベンチャークラブ」。
登山や魚釣り、乗馬やカヌー体験など、
アウトドアならではの楽しい冒険に
出かけます！



千葉にある契約農場で、農業体験を通して、自然と触れ合い、様々な

発見をするイベントプログラムです。野菜の作付け、収穫方法を農園

のスタッフから指導を受けながら体験します。田植えや稲刈り、収穫し

た野菜でピザづくり、いちごを摘んでジャム作りなど、季節を感じな

がら本物の野菜を知り料理をするなど、貴重な体験ができます。

▶ KBCファーム

12月に行われる2泊3日のスノーキャンプ。現地のスキー学校に

入校して、レベルに合わせたスキーのレッスンを行います。

雪遊びやソリ遊びなど、雪に触れる楽しいイベントも行います。

▶ スノーキャンプ



世界の人々や異文化に触れることは子どもたちの想像力や

社会につながる人間力を伸ばし、将来性に大きな影響を与えます。

本プログラムはマレーシアの名門「URTA大学」の協力のもと、英語レッス

ンや伝統料理クッキングや現地の小学生との交流、英語でショッピングを

するなど体験型のプチ留学です。

▶ マレーシアツアー

休みを利用して子どもたちの知的好奇心や公共心、道徳心を

育むことを目的に、一般入場できないバックヤードツアーやお泊り

イベントなど、貴重な体験型イベントを実施しています。

例）水族館に泊まろう お寺に泊まろう 高尾山登山など

▶ その他イベント



▶ 匠の技を知る ▶ OBENTOを作ろう ▶ KBCスイーツクラブ ▶ 包丁の達人 ～3枚おろし～

楽しみながら生活技術が向上し、子どもたちが自然と協力しあうよう

になることを目的としています。また、食で季節を感じられるように、

食材について学んだり、歳時記を中心に昔ながらの行事を子どもたち

にわかりやすく伝えます。子どもたちが「食べること」「作ること」の

楽しさを感じられるプログラムを提供しています。

子どもたちが大人になったときに役に立つような、挨拶や

基本的なマナーや生活技術を身につけます。例えば、お箸の

使い方や服の畳み方、家事のプロの方による「掃除術」を学んだり、

「マナー検定」など子どもたちが楽しみながら積極的にマナーや

生活技術を習得していくプログラムを用意しています。

身近に起きている環境問題を知り、自分が地球のためにどんなことができるのか、環境への思いやり・公共心を子どもたちに

考えてもらう機会を設けています。リサイクルアートやクイズなどを通じて、環境に対する意識を養っていきます。

▶ キッズパトロール

地域でのゴミ清掃活動を行い、地域と密着した活動を行います。

▶ ＳＤＧｓってなあに？

JICA「地球ひろば」を訪問。開発途上国で活動した経験を持つ

「地球案内人」にお話を聞きながらＳＤＧｓとは何かを学びました。

世界中で問題になっている貧困や飢餓、差別や仕事の問題などの具体的な

事例を知り、自分たちがＫＢＣは今、どんな活動ができるか考えます。

江戸寿司職人の「握り」の技術

を実際に体験し、その難しさを

体感します。

寿司職人として大事な礼儀・作

法も学びます。

お味噌汁づくりやおにぎりの作

り方など、基本の料理を自分で

作れるようにサポートします。

彩りや栄養、そして繊細な日本

人的心遣いを考えながら作り

ます。

包丁を使ってアジを三枚おろし

にする体験をします。 大人でも

難しい三枚おろし。キッズコー

チのサポートを受けながらしっ

かり丁寧に捌きます。捌いたお

魚はムニエルにしておいしくい

ただきます。

みんな大好きあまいスイー

ツ！ケーキやパフェ、クレープ

などを思い思いにデコレーシ

ョン。わくわくをたくさん詰め

込んだ彩り豊かなスイーツを

作ります。

※イベントは一例です。具体的なイベントは前月にホームページでご案内いたします。



季節のイベントや各種お出かけ・体験イベントなど、キッズベースキャンプだからこそ味わえる様々なイベントをご用意しています。

▶ いのちのおはなし

※イベントは一例です。具体的なイベントは前月にホームページでご案内いたします。

▶ 東急ストアの裏側見学

▶ 歌舞伎座見学

▶ 車輛工場見学

▶ ハロウィン＆クリスマスパーティー

▶ 写真現像体験 ▶ 日本の文化を知る～相撲体験～

▶ 世界を知ろう！～民族衣装体験～

▶ アルバルク東京交流イベント

KBCスペシャルイベント

体験型お出かけイベント

見学・交流イベント



レギュラー会員

スポット会員

スクール会員

お預かり

（固定曜日）

お預かり

（不定期）
まなび

プログラム
学校
送迎

お帰り
サポート
サービス

オプション
送迎

食事

レギュラー会員 〇 ● ● 〇 ● ● ●

スクール会員 × ● ● × × × ●

スポット会員 × ● × × × × ●

〇通常サービス ●要お申込み ※スポット利用日以外は要申込

曜日を固定してご利用いただく会員です。放課後の時

間のアフタースクールプログラムとしてお預かりや送迎、

食事など安心安全の環境を提供し、「イベントプログラ

ム」や「まなびプログラム」を通してお子様の放課後の時

間を総合的にサポートします。

利用したい日を事前に指定してご利用いただく会員です。

お子様のまなびの土台を育む「まなびプログラム」を

受講いただく会員です。お預かりの希望の日はスポット

としてご利用いただくことも可能です。

イベント会員



レギュラー会員

15:00
KBC入室

17:40～18:30 
KBC‘LIVE’ENGLISH

19:00 KBC退室

15:00
KBC入室

16:3０～１７:20
アトリエKBC

1８:３０ KBC退室

15:00
KBC入室

16:３０
ピアノ教室（中抜け）

15:00
KBC入室

１７：３０
実験×発見クラブ

２０:00 KBC退室

19:00 キッズミール

15:00
KBC入室

16:30～17:20
子どもライブラリーⅠ

外遊び

宿題→おやつ 宿題→おやつ 宿題→おやつ 宿題→おやつ 宿題→おやつ

外遊び

16:30～
ピグマキッズ×KBC

◆ご利用例

放課後は自宅に帰り、水曜日と木曜日は「まなびプログラム」を習い事として受講。好きなイベントがある日は

イベントプログラムのみ参加。お母さまが不在の日だけ不定期にスポットとして利用します。

16:30～17時20分
コミュニケーション

ベーシック

16:３０
KBCクッキング

◆ご利用例

放課後は送迎サービスを利用しKBCで過ごします。「まなびプログラム」を受講したり、イベントに参加する他、

外部の習い事に中抜けするなど、お子様一人ひとりの放課後の時間をカスタマイズしてご利用いただけます。

帰りの会
⇒自由遊び

帰りの会
⇒自由遊び

帰りの会
⇒自由時間

キッズベースキャンプでは「アフタースクールプログラム」にプラスして、お子様一人ひとりの個性と可能性を伸ばす

「まなびプログラム」と「イベントプログラム」をご用意しました。

お子さまの「やりたい」という気持ちを大切に、自らの意思でプログラムを選択して放課後の時間をデザインします。

【スポット利用】

ご利用パターン

レギュラー会員

の場合

スクール会員

の場合

19:00 KBC退室 19:00 KBC退室



202209


