
KEE’S こどもスピーチスクール
【幼児クラス】

－KEE’Sは話し下手なお子様をスピーチで人の心を動かせるリーダーへと導きます－

CONFIDENTIAL

話すチカラを 未来のチカラに



幼少期に身につける

一生もののコミュニケーション力

就学前の子どもたちにとって、お友達と上手にコミュニ

ケーションをとることや、集団の中での自分の役割を見

つけることは難しいことですが、その先の学校生活や人

生における人間関係を大きく左右します。

ＫＥＥ‘Ｓではみんな違って持っている個性を大切にし、

お互いの素晴らしさに気づいてもらうと共に、集団の中

で発揮される自分自身の魅力にも気づいてもらえるよう

なカリキュラム作りと指導を心がけています。

また、スピーチ・プレゼンでは大人が話し方の技術を習

得するプロセスと違って、時間をかけて子どもたちが自

分の語りたいことを見つけ、実際に人前で話す体験を積

みながら、伝えたいことを自分の言葉で伝えられるよう

に導きます。



子どもの興味を引き出す

体験・経験をたくさんする

子どもが言いたいことを尊重する

幼児クラスで大切にしていること
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たった一言でも「できた」を褒める4

ＫＥＥ‘Ｓ では子どもたちが、自分の意志で、自分の言葉で、

一歩踏み出す力を最大限に応援します！



スピーチ プレゼンテーション

幼児クラス カリキュラム例
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チームビルディング
マインド



スピーチ
－未来に生きる話し方のテクニックの習得－

KEE’Sこどもスピーチスクールの得意分野である“社会で生き抜くために必要なコミュニケーション力”「話す・聞く」をプロア

ナウンサーから学びます。学校の音読をレベルアップさせる、発言力をつける、緊張せず大勢の前でスピーチできる‥など子

どものうちに習得しておけば、その後の人生に必ず役立つスキルです。

人前での緊張コントロール法

etc.

正しい発声・発音・滑舌

伝わりやすいロジカルスピーチの構成

１分間で言いたい事を伝える方法
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プレゼンテーション
－話題の引き出しを増やし、自分の意見を見つける－

スピーチをするには、話題となる知識が豊富である必要があります。KEE’Sでは話題のINPUTも並行して行っていきます。自然

科学やIT、音楽や芸術といった分野から、自分の興味のあることを調べ、プレゼンテーションします。「自分の個性は何

か？」を見つけられるよう、講師が導いていきます。

すごい！「古生物」についてプレゼンしよう

etc.

音楽を聴いて想像するものを絵にしてプレゼンしよう

外国に紹介したい日本の文化をプレゼンしよう

プロフェッショナルの仕事（医師の仕事を知ろう）
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≪カリキュラム例≫



チームビルディング・マインド
－グループワークを通じた仲間づくり・自己肯定感の育成－

一方通行の学びではなく、グループでのワーク、ディスカッションを通じて学ぶ、自分の役割と仲間づくり。チームビルディ

ング・マインド育成のプロ講師による、本格的な指導を通し、自己肯定感やリーダーシップを養います。

お互いに協力して会社を作ろう

etc.

リーダーとフォローワーの役割って何？

グループになって新しい料理を開発しよう

グループ対抗プレゼン決戦
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初対面の人とでも自信をもって
挨拶や会話ができるようになる。

滑舌、発声、表現など基本的な
話し方の技術が身につく

身近な出来事を自分の言葉で
楽しく会話する、スピーチする
ことができる

お友達との会話ができ、友達
関係が円滑になる

人前で話すことに抵抗感が
なくなる

話題を広げ、さまざまな事象に
興味を持つことができる

小学校受験プレクラス（年少~年中）※年長受け入れ可能。

小学校受験を検討中で早めに準備を始めたい方や話し方の基礎を学びたい方向けにお勧めのクラスです。
初めての人と会話するのが苦手、人前で話すことに緊張してしまう、滑舌や発声などに自信が持てない・・など、
話すことに自信を持ちたい子どもたちのために話し方の基礎をお教えします。
滑舌、発声、表現など基本的な話し方の技術を身につけ、人前やお友達とも自信をもってお話しすることができる
ようになります。身近な出来事を自分の言葉でスピーチできるようになり、お友達関係が円滑になるにつれ、
話題の幅が広がり、興味や好奇心が育まれていきます。

小学校受験プレクラスの特徴



2021年カリキュラム：小学校受験プレクラス
※内容が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

発声・発音・ロジカルツリー
『大きな声で分かりやすく話す』

好奇心を育てよう！仲間分けにチャレンジ！
『野菜博士・動物博士になろう！』

マナー・あいさつ・聴く姿勢・表情
『明るくいきいきと挨拶しよう』

感情的理解系の絵からコミュニケーション力・家族力を育もう！
『お話作りを学ぼう』

聞き手を惹きつける音読テクニック
『音読名人になろう』表現豊かに話そう！

プロジェクションマッピング！
『気持ちをこめて音読しよう~物語の世界へ~』

春の発見スピーチ（作成）
『春博士となって語ろう！興味のあるものを得意分野に！』

春の発見スピーチ発表
『自分だけの春をみんなに伝えてみよう！』

音楽的カリキュラム①
『音楽を聴いてイメージを言葉にしよう』

音楽的カリキュラム②
『クラシック音楽を聴いてイメージを言葉にしよう』

プロジェクションマッピング
『気持ちをこめて発表しよう~クラシック音楽の世界へ~』

集団コミュニケーション！みんなで一緒に考えよう
『屋台のお店屋さん』

1月

2月

3月

4月

5月

6月

宇宙博士となって語ろう！
『宇宙ってなんだろう？』

宇宙についてみんなに伝えてみよう！
『宇宙の発見スピーチ』

スピーチ発表会準備（作成）
『ミライのことを自由に想像してみよう』

スピーチ発表会
『想像したミライについて話そう』 ※SCA認定試験対象回

とっさのスピーチ！ クイックレスポンス！

語彙力を鍛えよう！様子を言葉にしてみよう！
『正しい文章、主語・述語・助詞の使い方』

集団コミュニケーション チームビルディング！①
ex.ボール送りに挑戦！みんなでロボットを作ろう！

集団コミュニケーション チームビルディング！②
ex.皆で一緒に動物の絵を描いてみよう！

ディベートの基礎講座
『話し合いってなんだろう』

ディベートしてみよう
『話し合いをしてみよう』

傾聴とは？
『上手におはなし聞けるかな』

今年の3大ニュースをスピーチ
『今年を振り返ってスピーチしてみよう』

7月

8月

9月

10月

11月

12月



自分の得意なこと、好きなも
のに関して十分に語る力をつ
ける

集団の中での自分の役割を知
り、言葉で表現し、コミュニ
ケーションに参加できる

滑舌・発声・表現・立ち居振
る舞いなど話し方の基本技術
が身につく

他者の良いところを見つけ、
それを認めることができる

人前でのスピーチ・プレゼン
が堂々と出来る

面接等での質疑応答に
対応できる

小学校受験対策クラス（年中～年長）

小学校受験をすでに決められている方や、本番に向けて早めに実践練習をされたい方にお勧めのクラスです。
小学校受験で求められる1対1での会話力向上や集団でのコミュニケーション力のブラッシュアップを目指し、
立ち居振る舞いについても指導致します。
自分の得意なことや好きなことを語れるようになると、他者の長所を発見する力が身についていきます。
また、集団の中での役割を理解しコミュニケーション力を試すカリキュラムもございます。
話し方に苦手意識がなく、さらに上を目指したいお子様にはこちらのクラスをお勧めしております。

小学校受験対策クラスの特徴



宇宙博士となって語ろう！
『宇宙ってなんだろう？』 ex.夏の星座や天体

宇宙についてみんなに伝えてみよう！
『宇宙の発見スピーチ』

スピーチ発表会準備（作成）
『ミライのことを自由に想像してみよう』

スピーチ発表会
『想像したミライについて話そう』 ※SCA認定試験対象回

面接対策 コミュニケーション①
『おさらいしてみよう！（ごあいさつ・おはなしの聞き方・クイックレスポンス）』

面接対策 コミュニケーション②
『おさらいしてみよう！（難しい質問に答えよう・声の掛け方）』

直前面接模擬①

直前面接模擬②

ディベートの基礎講座
『話し合いってなんだろう』

ディベートしてみよう
『話し合いをしてみよう』

傾聴とは？
『上手におはなし聞けるかな』

今年の3大ニュースをスピーチ
『今年を振り返ってスピーチしてみよう』

2021年カリキュラム：小学校受験対策クラス

※内容が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

発声・発音・ロジカルツリー
『大きな声で分かりやすく話す』

好奇心を育てよう！仲間外れはどれかな？
『野菜博士・動物博士になろう！』

マナー・あいさつ・聴く姿勢・表情
『明るくいきいきと挨拶しよう』

感情的理解系の絵からコミュニケーション力・家族力を育もう！
『お話作りを学ぼう』

聞き手を惹きつける音読テクニック
『音読名人になろう』表現豊かに話そう！

プロジェクションマッピング！
『気持ちをこめて音読しよう~物語の世界へ~』

春の発見スピーチ（作成）
『春博士となって語ろう！興味のあるものを得意分野に！』

春の発見スピーチ発表
『自分だけの春をみんなに伝えてみよう！』

音楽的カリキュラム①
『音楽を聴いてイメージを言葉にしよう』

音楽的カリキュラム②
『クラシック音楽を聴いてイメージを言葉にしよう』

プロジェクションマッピング
『気持ちをこめて発表しよう~クラシック音楽の世界へ~』

集団コミュニケーション！みんなで一緒に考えよう
『屋台のお店屋さん』

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月



KEE’S こどもスピーチスクール
の特徴

授業の工夫 こだわり 特徴
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カメラ撮影を実施
プロジェクションマッピングの導入

KEE’S独自のカリキュラム・テキスト
アナウンサー講師によるわかりやすい

アナウンサー講師がレッスンを担当
e-ラーニングシステムの導入



カメラ撮影

自分のスピーチを撮影し、再生動
画を見ながら講師が話し方をアド
バイスします。

アナウンサー体験の授業では、実
際のニュース原稿を読んで、時間
内に伝わりやすく話すテクニック
を、楽しくレッスンします。



音読の実践練習では、プロジェクション・
マッピングで空間演出し、子どもたちの
想像力を盛り立てる工夫をしています。

物語の背景や登場人物に
没入することで、

読解力や表現力を伸ばします。

プロジェクション
マッピング
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日本の古典や有名文学作品、漢詩などの
オリジナルテキストを音読することで
正しい滑舌を練習します。

古典の音読は、文学に関する知識がつく
だけでなく、美しい日本語や、その響き、
リズムなど言葉のセンスを幼少期から養
うことができます。

古典・文学を盛り込んだ
オリジナルテキスト



毎回、レッスンのポイント動画を会員用シス
テムにアップします。（1週間~10日後）
レッスン内容の確認にお役立てください。

レッスンをお休みされた場合、こちらをご受
講頂くことで当日のレッスン内容をご確認い
ただけます。

また、出席された場合も過去のレッスンポイ
ント動画がいつでも好きなだけ視聴できます
ので、復習やおうちでの自主トレにご活用下
さい。

e-ラーニングシステム
を使用した自宅学習
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恵比寿校 新丸ビル校

第1/3日曜日 第2/4日曜日 第1/3日曜日

09:30-
10:30

－ 小学校受験対策クラス
（年中・年長対象）

－

11:00-
12:00

－ 小学校受験対策クラス
（年中・年長対象）

小学校受験対策クラス
（年中・年長対象）

13:00-
14:00

－
小学校受験対策クラス
（年中・年長対象）

幼児クラス 開講日程のご案内



ご受講料のご案内（グループレッスン）

入 会 金

月 謝

レ ッ ス ン

会 場

対象年齢
( 学 年 ）

11,000 円（税込）

小学校受験プレクラス

小学校受験対策クラス

13,200 円（税込）

19,800 円（税込）

1回60分 月2回

恵比寿校 または 新丸ビル校

隔週日曜日に開講

教 材 費 幼児用 滑舌ことばどりる 2,200 円（税込）
※初回手続きの際にお納めいただきます※

小学校受験プレクラス 年少＊・年中

小学校受験対策クラス 年中・年長

＊※年少のお子様は、グループレッスンへのご参加の様子によっては、マンツーマンレッスンをご案内する場合もあります。



ご受講料のご案内（マンツーマンレッスン）

マンツーマンレッスン

e-ラーニングコース

コース 対象 レッスン時間・回数 ご受講料（税込）

e-ラーニング＋動画添削コース
（滑舌ことばドリル付）

幼児
３分動画 × 22回

27,500円
動画添削 × ４回

レッスン・コース 対象 レッスン時間・回数 ご受講料（税込）

ご受講方法

対面 オンライン

マンツーマンレッスン 幼児 60分 × １回 13,200円 ○ ○

カスタマイズレッスン 幼児 60分 × １回 16,500円 ○ ○

話し方ベーシックコース 幼児 60分 × ４回 52,800円 ○ ○

小学校受験 面接対策レッスン 幼児 60分 × ４回 52,800円 ○ ○

受験面接対策 親子ペアレッスン 幼児・保護者 90分 × １回 33,000円 ○ ー

保護者向け受験面接対策レッスン 保護者 90分 × １回 33,000円 ○ ー
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ご受講の際の注意事項（グループ・マンツーマン）

グループレッスンのお振替について

グループレッスンを欠席される場合は必ずご連絡をお願い致します。
ご欠席の場合、下記①~③にて振替受講が可能でございます。

①他日程で空席があるグループレッスンにてご受講（1ヵ月前までにご連絡をお願い致します。）
②振替マンツーマンレッスンにてご受講（30分間／有料5,500円）
③ e-ラーニングシステムにてご受講（振替受講の場合は宿題添削を致します。）

グループレッスンキャンセルポリシー

・原則、ご入会月より3ヶ月間はご通学いただいております。

（お子様の成長を見て頂くため、ご受講期間を3ヶ月以上とさせていただいております。）

・退会される場合は、退会月の前月末日までにご連絡下さい。

例）4月末退会の場合は3月末まで

マンツーマンレッスンキャンセルポリシー

レッスンご予約日の2営業日前15時以降のご予約キャンセル・ご変更の場合は、如何なる場合も下
記の通りキャンセル料が発生いたします。

⚫ ご予約日の2営業日前15時以降1営業日前15時までにご連絡の場合：ご受講料の50％
⚫ ご予約日1営業日前15時以降～当日キャンセルの場合：ご受講料100％
⚫ 土・日・月曜日にレッスンの方は木曜日15時までにご連絡をお願い致します。
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昔から消極的で控えめ、自分から発言するという事が苦手な子でした。家でもおしゃ
べり好きな姉の聞き役が多く、このままでは環境的にも自分から話すという事が難しく
なるのではと思っていた所、KEE'Sのスピーチレッスンを知りました。
レッスンでは発声から話し方まで楽しく学べ、前に出てスピーチする度に自信を持って
大きな声でスピーチできるようになっていきました。先生が沢山褒めてくれた事、ゲー
ム形式で楽しく学べるよう工夫されていたので毎回楽しく通うことができました。
学校で日直の日に行うスピーチでは堂々と自信を持ってスピーチできたようで先生か
ら、「すごく上手！スピーチ名人だね！」と言って頂け、スピーチ内容も教室に貼りだ
して下さいました。今ではクラスメイトが「Yくんに続きたい！」と皆がスピーチを頑張る
ようになったと担任の先生からうれしいお言葉も頂きました。
話す事に自信がなく消極的だった息子が、今ではスピーチ名人に。
何より自信が持てた事、スピーチする事が楽しいと感じてくれた事が親として嬉しく、
受講して本当に良かったです。

[お母様の感想]
家でもお姉さんの聞き役だった弟の変化に驚きました

[お母様の感想]
人一倍慎重だけど、「１歩前に出る勇気」がついた

受講生の声・感想①

小学校４年
Ｙくん

小学校２年
Sくん

小さい頃から、周りの反応が気になるのか、人前で発言する事が苦手な子でした。
仲の良いお友達や家族と話す際は、自分の意思を伝えられるのですが、学校の発
表などでは、物おじしてしまうところがありました。自主的に発言するようになってほし
いという思いでスピーチを習わせました。はじめの頃は、失敗を怖がって大きな声でス
ピーチ出来なかったのですが、先生がたくさん褒めてくださったり、家で一生懸命練習
したことをお友達の前で発表してみたいという気持ちが高まり、今では人前でも別人
のようにハキハキとスピーチするようになりました。慎重な性格は変わっていませんが、
本人が「挑戦する勇気がついた」と話しているように、オンオフの切り替えが上手に
なったように思います。これからも「1歩前に出る勇気」をスピーチを通して学び、自信
を持って成長してほしいと思います。

スピーチは緊張するけど、
「挑戦」できる

自信がなく、消極的だったけれど
学校でスピーチ名人に！

21



人見知り、極度の恥ずかしがり屋で、イベントに行っても後ろのほうで親にくっついて
離れず。 最初のレッスンでも小さな声であいさつしていたのも、また懐かしいです。
グループレッスンでは、「大きな口で、大きな声であいさつ」、また、聞く姿勢や話す姿
勢とかもと少しずつ意識するようになりました。 先生とレッスンで仲良くなったお友達
のおかげで、気づけば一番早く手を挙げて発言することになりました。 普段の生活で
もいろいろなことを積極的に挑戦できたのも、新しい場所でも堂々で対応できたのも、
本当にKEE’Sのおかげだと思います。
今年になって、考えていることを長い文書で伝えられるようになり、自己紹介は何を
話そうかなと自分で考えている姿を見ていると、成長したなと感じました。
この経験を生かして人前で話すことを楽しみながら、小学校受験にも役立つと思い
ます。

いつの間にかしっかりとした話す力も身についていて、
とっても驚きました。

人と比べて焦るのをやめました！！
スピーチレッスンは話し方教室以上の影響力を感じます。

いつも明るくおしゃべりが大好きだけど、発言をする前に、話す内容をきちんと頭の中
で整理するのが苦手でした。それによって言葉が詰まってしまい、自分の意思をうまく
伝えることが出来ないことが多くありました。もっと要領よく、話しの内容を整理し、自
分の意思や考えを完結にまとめる力を身に付けてほしいと思い、受講することにしま
した。
レッスンでは、毎回、発声練習から挨拶、話し方が上手になるロジックツリーなどレッ
スンをします。宿題の発表や個人検定等の、わくわくするカリキュラムで、先生にも
いっぱい褒められて、あっという間の楽しい１時間です。
先生方やスタッフの方々の楽しく、明るいご対応、そしてカリキュラムの素晴らしさのお
かげで、２年間順調に受講させて頂くことができております。
この楽しい経験を活かした、これからの成長が楽しみです。

受講生の声・感想②

小学校１年
Ｔくん

幼稚園新年中
Ｙちゃん

わくわくするカリキュラムで、
先生にもいっぱい褒められて、
あっという間の楽しい１時間

極度の恥ずかしがり屋が、
グループレッスンを受講してから、
人前で話すことに積極的に。

KEE’Sに感謝！
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よくあるご質問①

小学校受験プレクラスと小学校受験クラスの違いは？

『小学校受験クラス』では、お子様の回答や立ち居振る舞いについて小学校受験の際に好印象を与えられる
ように実践練習を多く行っております。
『小学校受験プレクラス』では、まずは大きな声を出して元気に発表できるよう話すことの基礎固めをして
いけるよう指導させて頂いております。
※『小学校受験プレクラス』と『小学校受験クラス』では同じカリキュラムを使用することがございます。
（秋以降は年長児の受験日が近づいて参りますので、それぞれのクラスのカリキュラム内容は異なるもので
実施致します）

小学校受験プレクラスから小学校受験クラスへの移動は可能でしょうか。
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次年度に年長生になる方で、ご希望の『小学校受験対策クラス』に空席がある場合はご移動が可能でござい
ます。（秋以降のご対応となります）
原則月途中のご移動はご遠慮頂いております。
※月謝が変更となりますので、別途お手続き方法等につきましてご案内させて頂きます。

保護者の見学ができないので、レッスン内容がわからないのですが・・・

レッスン時にお渡しするテキストの内容を必ずご確認ください。
毎回宿題をお出ししますので、次回レッスンまでに取り組んで頂きますようお願い致します。
（レッスン内容に関するご質問は、メールまたはお電話にて承らせて頂きます。また、レッスン後配信致し
ます『e-ラーニングシステム』でもレッスン内容をご確認頂けます。）
なお、ZOOMを使用したリアルタイム配信を実施しております。レッスン中のお子様のご様子につきまして
視聴頂けます（サービスを実施しない回がございますので予めご了承ください。）。

（2021年9月）



よくあるご質問②

教材の「滑舌ことばドリル」はどのように使ったらよいでしょうか。

ご入会の際にお渡しする教材「滑舌ことばドリル」は、ご自宅での発声・発音・滑舌練習の際にご使用頂け
ます。
毎日少しずつ取り組んでいただくことで、いつの間にか元気な大きな声が出せるようになり、お子様の自信
に繋がります。
おうちの方も一緒に声を出していただく等サポート頂けますと幸いでございます。

スピーチ動画を送ってもらうことはできますか。
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2-3か月に1回程度、お子様の発表動画をe-ラーニングシステムより配信させて頂きます。
お子様の成長をご確認頂くことが可能でございます。

小学校受験の前に保護者の面接対策をお願いしたいのですが・・・

申し訳ございません。弊社では対応しておりません。

小学校受験の際のペーパーテスト対策レッスンはありますか。

「保護者向け受験対策面接レッスン（1回90分33,000円）」にて承らせて頂きます。
資料のお持ち込みが可能でございますので、想定質問等に沿って模擬面接を致します。
その他、発声方法や立ち居振る舞い等につきましてもアドバイスさせて頂きます。



よくあるご質問③

休会制度はありますか。

休会は原則ご遠慮頂いております。

但し、年度内1ヵ月間のみでしたら休会を承らせて頂くことが可能でございます。
お席の確保をさせて頂くため、休会費としてご受講生お1人につき1ヵ月 2,200円を申し受けます。

受験対策クラスでは志望校別グループレッスンはありますか。
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申し訳ございません。弊社では対応しておりません。
志望校の面接対策レッスンをご希望の場合は「マンツーマンレッスン(カスタマイズレッスン）」にて承らせ
て頂きます。※事前に質問集等の資料をお預かりさせて頂きます。

欠席した日のテキストは送ってもらえますか。

はい。ご入会の際にお伺いさせて頂きましたご住所（ご自宅）宛に郵送させて頂きます。
お引越し等でご住所の変更がございましたら速やかに事務局までお知らせください。



－こどもは スピーチで つよくなる－

KEE’S こどもスピーチスクール


