
この見学会では「非認知能力」や「21世紀型スキル」等の育成を念頭に、
(株)スマートエデュケーションが開発した
「ICT活用の幼児向け教育カリキュラム～こどもモードKitS(キッツ)」を
実践公開します。提供開始から4年で、北海道から鹿児島県までの約300園で導入され、
「これからの幼児教育に必須」との評価もいただいています。

21世紀型ICTカリキュラム「こどもモードKitS(キッツ)」について

主催：株式会社スマートエデュケーション
導入園
300園
突破

 2 1世紀の「いきる力」を育む

プレゼンテーション・
アクティブラーニング
公開保育

幼児教育の
質の向上のための
緊急環境整備事業

対　象

補助金

非認知能力の形成は就学前教育で
『幼児教育というと、算数や国語の早期教育をイメージしてしまう傾向がある。
しかし、社会的に成功するためには、非認知能力が十分に形成されていることが重要であり、それが就学前教育で重要な点だということ。』

ージェームズ・J・ヘックマン著／幼児教育の経済学(東洋経済新報社)

卒園児の発想力や自主性が素晴らしいと評価
「小学校でも発想力や自主性が素晴らしいと評価された」「個性的な考えを認める、褒めることが先生にとっても大きな学びになる」
「９５％の保護者がこどもモードKitSの保育に大変満足と回答」

ー導入園へのアンケート

プログラミング、2020年必修化へ
『政府はコンピューターのプログラミング学習を小中学校で2020年から段階的に必修にする方針を固めた。
人工知能（ＡＩ）などの普及を見据え、新しい技術を使いこなして付加価値の高い仕事につく人材を増やす狙いだ。』

ー日本経済新聞

未来への
「いきる力」

とは？
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●申込方法 ： 下記いずれかの方法でお申し込みください。
 後ほど当社から「受付確認」の
 ご連絡をいたします。
●参加資格 ： 幼稚園・保育園・こども園の関係者様のみと
 させていただきます。
●参加人数 ： 1団体あたり、2名様までとさせていただきます。

見学会参加申込について

●見学会会場 ：見学したい園様の□に、✓印をつけてください。

電　話

10：00～ 大阪府守口市佐太中町4-1-39

大阪メトロ・大阪モノレー「大日駅」から10分(TAXI)

らいこうじ学園
時間 住所

交通

7/31（水）7/31（水） 大阪府大阪府

10：30～ 東京都江東区亀戸4-17-3

JR線「亀戸駅」から徒歩10分

亀戸幼稚園
時間 住所

交通

9/6（金）9/6（金） 東京都東京都

10：00～ 東京都目黒区上目黒5-5-8

東急線「中目黒駅」から10分(TAXI)

コビープリスクールかみめぐろ
時間 住所

交通

9/9（月）9/9（月） 東京都東京都

10：30～ 神奈川県海老名市河原口2-1

小田急線「厚木駅」から徒歩5分

さがみ愛子園
時間 住所

交通

9/11（水）9/11（水） 車訪問OK！神奈川県神奈川県

10：00～ 愛知県名古屋市守山区大屋敷13-73

JR線「新守山駅」から10分(TAXI)

守山幼稚園
時間 住所

交通

9/19（木）9/19（木） 車訪問OK！愛知県愛知県

10：00～ 神奈川県川崎市宮前区東有馬2-35-30

東急線「鷺沼駅」から10分(TAXI)

有馬白百合幼稚園
時間 住所

交通

9/24（火）9/24（火） 車訪問OK！神奈川県神奈川県

10：00～ 東京都福生市熊川490

JR線、西武線「拝島駅」から徒歩10分

聖愛幼稚園
時間 住所

交通

10/25（金）10/25（金） 車訪問OK！東京都東京都

10：00～ 熊本県熊本市南区薄場1-14-10

JR線「熊本駅」から15分(TAXI)

仁愛幼育園
時間 住所

交通

11/12（火）11/12（火） 車訪問OK！熊本県熊本県

10：00～ 千葉県柏市十余二287-61
JR線「柏駅」タクシー15分、
つくばエクスプレス線「柏の葉キャンパス駅」タクシー10分

きたかしわ幼稚園
時間 住所

交通

11/19（火）11/19（火） 車訪問OK！千葉県千葉県

10：30～ 福岡県福岡市早良区西油山154

地下鉄空港線「西新駅」から30分(TAXI)

福岡さつき幼稚園
時間 住所

交通

11/２６（火）11/２６（火） 車訪問OK！福岡県福岡県

下記をご記入ください。

中田担  当

〒141-0031 東京都品川区西五反田2-4-2 東海ビル

オフィシャルサイト http://kdkits.jp/

株式会社スマートエデュケーション
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