
KEE’S こどもスピーチスクール

－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



『話し下手』な子ほど、リーダーに相応しい

相手の思いを受け取り、自分の思いを伝える。
話すということは言葉のやりとりの中に、自分自身を伝え、相手
を受け入れるという意味がこめられています。

試行錯誤を繰り返しながら、子どもたちはコミュニケーションを
通じた経験の中で、自分を知り、省みながら成長していくのです。

そして、コミュニケーションはテクニックです。生まれ持った性
格で決定されるものではありません。

ＫＥＥ‘Ｓでは『話し下手』な子ほど、将来、素晴らしいコミュニ
ケーション力を持ったリーダーになれると信じています。

ことばに敏感な子は、人の話をきちんと聞き、ことばを選びなが
ら相手の気持ちに寄り添ったコミュニケーションができるからで
す。

未来を生き抜く「話す」「聞く」という技術を、より多くの子ど
もたちに伝えたい。それがＫＥＥ‘Ｓの思いです。



KEE’Sこどもスピーチスクールとは？

話し下手でもトップクラスのスピーチキッズに

私たちは、話し下手な子どもたちに、話し方のテクニックを提供し、話すことで自分を伝え、人の心を動かすリーダーシップを
手に入れてもらえることを目指しています。

知識をINPUT ＆ 探求し、話してOUTPUTする

話題となる知識をインプットし、自分なりに調べ、自分の意見を作り上げていく。その過程で好奇心を伸ばしながら、自分の個
性に巡り合うことを大切にしています。

言いたいことを
自在に伝える力

語るべき
知識・教養

話し方
基本スキル

人としての
魅力× × ＝
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スピーチの最大の魅力は自分の殻を破り、挑戦する
ことにあります。誰にも頼らず、自分の意志で一歩
を踏み出したとき、子どもたちは大きく成長します。

また、自分の話を聞いてもらう経験から、人の話を
きちんと聞く姿勢が身につきます。

他の人とは違った、自分の意見とは何か？
それをスピーチで表現するうちに、自分の個性に巡
り合うこともできます。

話題を掘り下げるうちに、さまざまな知識をつける
ことができ、好奇心も芽生えます。

スピーチは語り始めるときりがないほど、子どもた
ちの成長によい影響を与えてくれます。

スピーチで「一歩前に出る力」を学ぼう
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自分の思いをまずは言葉にできる、失敗をおそれず発語
できる・・・。
子どもたちに、話すことを楽しいと感じてもらえるよう、
講師、カリキュラム、スタッフすべてが３つの環境を整
られるよう努力しています。

そのため、全てのレッスンは子どもの発言を
引き出すインタラクティブな方法で行われます。

どんな意見であっても受け入れられる環境

自分の個性を見つけられる環境

お友達と意見を交わし高められる環境

KEE’Sではすべての発言が”正解”になる
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ＫＮＯＷ
[知識を得る]

ＴＨＩＮＫ
[考える]

ＤＩＳＣＵＳＳ
[話し合う＆意見をまとめる]

SPEECH＆
FEADBACK
[話す／聞く]

上手に話すことだけが〈話すこと〉のゴールではありません。目的達成のための話し方を目指すなら、自分と
向き合って自分らしい意見をもつことや、相手の意見をきちんと聞く傾聴力、フィードバックをもらって改善
することも重要な要素です。
KEE’Sでは、全てのレッスンで、このサイクルを取り入れ、子どもたちの将来にむけて、実用的な話し方スキ
ルを養っていきます。

傾
聴

共
有

論
理
的
思
考

意
見
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話すことに必要なすべての要素を盛り込んだプログラム



国内外の企業600社が採用し、実際にトップリーダーたちが学んでいるKEE’Sの話し方メソッドを、
子どもたちにも分かりやすく伝えていきます。子どもたちが興味をもって取り組めるカリキュラム
にすることで、幼い頃から自然とリーダーに必要な話し方のスキルが浸透していきます。
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01
話すことに自信がない
引っ込み思案
主張しすぎる etc.

人前でも明るく印象よく
堂々と話せる

伝えたい事を論理的、かつ
効果的に伝えられる

こなすことが出来る
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人の心を動かし、目的達成できる
リーダーとしての話し方ができる

相手を説得する話法を使い

KEE’S が目指すスピーチKIDS
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話し方の
専門スキル
（OUTPUT）

話題を増やす
知識・教養の習得

（INPUT）

インタラクティブな
話し方スキル

（COMMUNICATION）

KEE’Sこどもスピーチスクールで
伸びる力
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人前で堂々と話すスキルをつける －Speech & Presentation－

KEE’S Speech Method 1

⚫ 発声や発音、ロジカルスピーチといった話し方の基本テクニックを、話し方のプロである
アナウンサーがレッスン。

⚫ 幼少期から正しく印象の良い話し方を習慣的に使えるようにトレーニングします。

発声・発音・滑舌 緊張コントロール スピーチパフォーマンス 論理的話法

プレゼン力 スピーチ力 発想力 傾聴・質問力

話し方の
専門スキル
（OUTPUT）
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人を説得する、交渉する、心を動かす －Rhetoric－

KEE’S Speech Method 2

話し方の
専門スキル
（OUTPUT）

説得の３要素
（アリストテレス）

人徳
（エトス）

論理 共感
（ロゴス） （パトス）

ディベート力
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説得話法

交渉話法 弁証法

⚫ 基本の話し方テクニックに加え、自分の望む結果を導く高度な話し方スキルの習得を目指します。
⚫ 古代ギリシアで基礎教養とされていた話し方の学問『レトリック』の要素をベースに、アリスト

テレスやキケローの弁論術のテクニックを分かりやすく実践的にこどもたちに伝えていきます。
⚫ 大人になり、どんな相手とでも円滑に意見を高めたり、自分の魅力を伝え、正しい前提に立って

人を動かす話し方のテクニックが身につきます。



知識・教養を拡げ、話す喜びを知る －Research & Think－

KEE’S Speech Method 3

話題を増やす
知識・教養の習得

（INPUT）

⚫ スピーチするには多方面に渡る話題が必要です。
⚫ 自然科学やテクノロジー・KIDS MBA（小学生）をはじめ、芸術・文化に関して、

自由に スピーチできる力を目指します。

自然科学 ビジネス 音楽 日本文化

STEM
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経済
金融 美術 文学



『仲間づくり』が一生の得意技になる －Communication & Readership－

KEE’S Speech Method 4

⚫ スピーチ力に加え、１対１のコミュニケーションやリーダーシップ、チームビルディング
のテクニックも専門講師によるレッスンで習得できます。インタラクティブな

話し方スキル
（COMMUNICATION）

会話力 傾聴力
あいさつ・マナー

御礼・謝罪

チームビルティング
リーダーシップ
フォロワーシップ 洞察力・観察力
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スピーチ プレゼンテーション

カリキュラム例

チームビルディング
マインド

KIDS MBA
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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。

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

人前での緊張コントロール法

etc.
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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

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）

etc.
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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

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

etc.
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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 他にはない特徴
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最新投影機器を使用

プレゼンやスピーチの実践練習では、
投影機器を使ったプレゼンテーション、

パフォーマンスを学びます。

伝わりやすい資料の作り方、手差しや
強調のしかたなど、他では学べない
将来に活かせるプレゼンスキルを

レクチャーします。
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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。



マッピング（準備中）

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
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古典・文学を盛り込んだ
オリジナルテキスト

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。



レッスン動画＆
自主トレ e-learning

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。
お休みされた場合、次回以降のクラスに振替
可能ですが、万が一同じカリキュラムに参加
できない場合にも、内容のキャッチアップに
お役立ていただけます。

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。
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ご受講の際の注意事項

グループレッスンの振替

ご欠席のご連絡はレッスン日の２日前15時までにメールにてお願いいたします。
例）レッスン日：4/5（日）の場合、振替期限は4/3（金）15時
また、お休みされた場合は下記の通り、代替オプションがございます。

① 次回以降の空席のあるグループレッスンにご参加
② レッスン動画によるe-learningのご受講
③ マンツーマンレッスン30分（有料）

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の３ヶ月とさせていただいております。）

⚫ ご退会される場合は、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時以降のキャンセル・ご変更の場合は、天災以外の如何なる場合
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
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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！



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
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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！



－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


