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なぜ今、

レッジョ・アプローチが話題 !？ 

衝撃の事実①

衝撃の事実②

DisneyやGoogleの⽶国本社も、社内幼稚園に
レッジョ・アプローチ教育を採⽤。

⼦どもの頭が良くなるには、IQでも
親の学歴でもなく 「⾮認知能⼒」が必要。

⼤学受験が未だかつてない激戦に。合格するには 
⾃分の「好き」を⾒つけることが必要。

衝撃の事実③



DisneyやGoogleの
⽶国本社も、社内幼稚園に

 レッジョ・アプローチ教育を採⽤。

＼衝撃の事実①∕

Kodomo eduが実践する
レッジョ・アプローチを体験しよう



レッジョ・アプローチは、モンテッソーリ と同じイタリア発祥の教育法です。イタリアで始まっ
た教育ですが、実は⼀番広まっているのは、アメリカとも⾔われています。やはり起業⽂化のあ

る西海岸や東海岸で、特に指⽰されているようです。

それを象徴しているのが、DisneyやGoogleの西海岸にあるアメリカ本社の社内幼稚園（社員の
ためだけに作った幼稚園）で採⽤されている教育が、レッジョ・アプローチということです。

Kodomo eduは、アメリカのレッジョ・アプローチと出会い、始まりました。アメリカのレッジ
ョ・アプローチの幼稚園とも提携し、本格的なレッジョ・アプローチを実践することができてい

ます。まさに、DisneyやGoogleの社内幼稚園で実践している教育を体験できるのが、Kodomo
eduです。

 

 DisneyやGoogleの⽶国本社も、社内幼稚園に
 レッジョ・アプローチ教育を採⽤

FACT①

だから、

Kodomo eduが実践するレッジョ・アプローチで体験しよう



⼦どもの頭が良くなるには、

IQでも親の学歴でもなく 、
「⾮認知能⼒」が必要。

 

＼衝撃の事実②∕

Kodomo eduの
レッジョ・アプローチで育成しよう



「⾮認知能⼒」とは、⾃制⼼や⾃尊⼼、そしてコミュニケーション⼒などの、学校の成績で測れ

ない⼒のことです。そして、レッジョ・アプローチは、グループでプロジェクトに取組み、認知

能⼒に加え⾮認知能⼒も育む教育法。レッジョ・アプローチで⾮認知能⼒を育めば、実は⼩学校

以降で勉強ができるようになるんです。これは、海外の数々の研究で実証されています。

例えば、有名なマシュマロテスト。

⼦どもの前にマシュマロを置いて、3分間⻝べずに待つことができるか？という⾃制⼼を試すテ
ストですね。このマシュマルテストに参加した⼦供を30年間追ってその後の⼈⽣を記録したとこ
ろ、マシュマロを我慢できた⼦ども（⾃制⼼のある⼦ども）の⽅が、我慢できなかった⼦どもよ

りも、SATという全国試験（⽇本のセンター試験のようなもの）で⾼得点を取っている確率が⾼
かったそうです。これは、⼦どものIQや親の学歴以上に、確率が⾼く、⾮認知能⼒の育成と学校
の成績に相関関係があることが証明されました。

 ⼦どもの頭が良くなるには、IQでも
親の学歴でもなく 「⾮認知能⼒」が必要

FACT②

⾮認知能⼒とは



実際に、Koodmo eduに通う保護者・卒園した保護者からは、

「ペーパーをやらせていないのに、なぜか⾜し算が暗算でできる」

「知らないうちに⾊んな語彙を覚えている」

「塾に⾏かせていないのに、⼩学校の勉強が簡単すぎると⾔っている。」

など、驚きの声が届いています。⼦ども達が興味のある活動しかしていないのに、なぜか勉強も

できるようになっているのです。

 ⼦どもの頭が良くなるには、IQでも
親の学歴でもなく 「⾮認知能⼒」が必要

FACT②

在校⽣、卒園⽣の保護者からの声

だから、

Kodomo eduのレッジョ・アプローチで育成しよう



⼤学受験が未だかつてない激戦に！

 ”合格するには⾃分の「好き」を
⾒つける”ことが必要。

 
 

＼衝撃の事実③∕

Kodomo eduの
レッジョ・アプローチで、「好き」を⾒つけよう



レッジョ・アプローチは、⼦どもの興味を探求し、そこから仲間とチームで物づくりをしていく

プロジェクト学習型のカリキュラムです。好奇⼼を育み、グループワークを通してコミュニケー

ション能⼒を養い、取り組む過程で、⾃尊⼼や⾃制⼼・レジリエンス を育みます。
まさに、認知能⼒に加え、⾮認知能⼒も育む教育法。

2020年の教育改⾰で、学習指導要領が改定されてから、アクティブラーニングを取り⼊れるなど
学校教育が変わり始めています。その⼀番川上となるのが⼤学受験。実は知らないうちに、私た

ち親世代が経験した⼤学受験とは様変わりを始めています。

 ⼤学受験が未だかつてない激戦に
 合格するには⾃分の「好き」を⾒つけることが必要

FACT③

学校教育の変⾰期

 
 



私たち親世代の⼤学受験は、⼀発テストで合否が決まる「⼀般⼊試」が多くを占めていましたが、実は

今の⼤学受験、6割が「⼀般⼊試」、4割が「推薦⼊試」となっており、テストを受けなくても、中⾼時
代に好きなことに打ち込んだ経験が評価され、希望の⼤学に合格した⽣徒達が多くいるのです。この割

合は、今後も推薦⼊試が優勢になると⾔われており、親としては無視できない存在になっています。

実際に、今まで「進学校」で、⼀般⼊試にしか対応していない⾼校では、昔は浪⼈⽣がほとんどいなか

ったのに、今は半分近くが浪⼈⽣となっていると⾔われています。

つまり、勉強だけして⼀般⼊試に挑戦するのは、狭き⾨となり、難易度がさらに⾼くなっているのが現

状です。

 ⼤学受験が未だかつてない激戦に
 合格するには⾃分の「好き」を⾒つけることが必要

FACT③

⼀般⼊試から「推薦⼊試」が優勢に

 
 

だから、

Kodomo eduのレッジョ・アプローチで「好き」を⾒つけよう



これからの時代に必要とされる

既存の認知能⼒・そして⾮認知能⼒の両⽅が、

同時に⾝につけることができる教育表として、

今世界でレッジョ・アプローチが

注⽬されているわけなのです。



01 
気になる！

学校のアレコレ

 Q1. ⽉額、⼀体いくらかかるの？

 Q2. お預かりは何時まで？

 Q3. 夏休みetc⻑期休みはどのくらい？

 Q4. 外国⼈の割合は？

 Q5. 卒園⽣の進路は？



⽉額
8:50am-2:00pm

 

 Q1. ⽉額、⼀体いくらかかるの？

A. 上記がお⽉謝の価格ですが、夏休みや冬休みの⻑期休みの際は、お⽉謝は発⽣しません。
例えば、7⽉が夏休み開始まで3週間しか通わない場合は、お⽉謝は4分の3になります。
（サマースクール参加者は別途参加費がかかります。）

※ ママ・パパ共働き割引実施中！（別途お問い合わせ下さい！）

⽇程

内容

回数

⽉額
8:50am~5:00pm

 

延⻑料⾦

⼊会⾦

⽉曜〜⾦曜

レッジョ・アプローチによる探求学習(All in English)

週2

99,000円

週3 週4 週5

119,000円 138,000円 158,000円

141,500円 167,000円 191,500円 217,000円

2pm~5pm: 1,500円/時間 5pm~6pm: 2,000円/時間

80,000円



 Q1. ⽉額、⼀体いくらかかるの？

①フルタイムパック割引

フルタイムパックとして、1年以上在園予定のお⼦様向けに割引価格を⽤ 
意しております。週5⽇で17時まで預ける場合は、198,000円。
週5⽇で18時まで預ける場合は、217,000円です。

②兄弟割引

アフタースクールも含め、ご兄弟で通園される場合は、2⼈⽬のお⼦様以 
降お⽉謝が15%オフとなります。（上限15,000円）

③⼊会⾦割引

ご兄弟またはお友達と同時⼊会の場合は、⼊学⾦が半額となります。



Q2. お預かりは何時まで？

A. 未就学児は最⼤18時まで、⼩学⽣は最⼤18時半までとなります。
先⽣・スタッフは18時半まで勤務しているので、その時間までお預かりは可能で 
すが、18時半には施設クローズとなりますので、万が⼀お迎えが18時半を超えて 
しまう場合は超過料⾦が発⽣します。

 

A. その年の暦にもよりますが、スクールが完全にクローズするのは、
8⽉のお盆の1週間と、クリスマス後の年末年始の7⽇〜10⽇のみとなります。
⽇本のAcademic Yearのカレンダーに沿っているため、1学期は7⽉20⽇頃に終わり 
ますが、7⽉20⽇から8⽉末までは、3週間のサマースクール と1週間の英語保育 
（保育が必要なご家庭のためのカリキュラムなしの保育）を開催。

12⽉20⽇頃に2学期が終わると1週間のウィンタースクール開催、3⽉20⽇頃に3学 
期が終わると、1週間のスプリングスクールと、1週間の英語保育を開催します。

 Q3. 夏休みなどの⻑期休暇はどのくらい？



A. 外国籍のご家族は、全体の3割程度です。(2022年7⽉時点)
外国籍は欧⽶系がほとんどで、カナダ、アメリカ、ベルギー、イギリスなどの英 
語圏からです。レッジョ・アプローチが欧⽶で⽀持されているのも理由の⼀つか 
と思います。⽇本のご家庭は、7-8割が英語が話せる保護者が1名はいらっしゃい 
ます。(2022年7⽉時点)

 

Q5. 卒園⽣の進路は？

Q4. 外国⼈家庭の割合はどのくらい？

A. 4割がインターナショナルスクールまたは海外移住、4割は⽇本の私⽴⼩学校、
2割が⽇本の公⽴⼩学校です。(2022年7⽉時点)
ご家庭の⽅針によって進路はバラバラですが、家庭教育の⽅向性が似ているご家 
庭が多く、ご家族同⼠の交流も多いです。



02 
学習カリキュラム 

について

 

 Q1. 英語はどのくらいで、できるようになる？

 Q2. ⽇本の私⽴⼩学校を受験させたいが、

             インターという⾵⼟が悪い影響にならない？

 Q3. インターナショナルスクールを受験させ

              たいが、サポートはある？

 Q4. 少⼈数⽣で、社会性は⾝に付くの？



A. 個⼈差はありますが、家で⽇本語を話すご家庭のお⼦様で、2-3歳で週5⽇通う場合、通園開始 
から1ヶ⽉程度で先⽣が⾔っていることがだんだん分かるようになり、2-3ヶ⽉くらいで英語の単 
語を使いながら、先⽣やお友達とコミュニケーションをとるようになります。⺟語の発達に合わ 
せて、英語も成⻑していきます。

また、当園は、ディスカッションをベースにした学びのため、深い思考を促すため、⾃分の複雑 
な意⾒を伝える際、⼦ども達に⽇本語を禁⽌しておりません。そうすることで、思考⼒と⺟語が 
発達し、英語も伸びるからです。（⺟語が発達しないと英語は伸びません。）当園の卒園⽣の傾 
向としても、両⾔語が発達したバイリンガルに育っています。

 
Q2. ⽇本の私⽴⼩学校を受験させたいが、
  インターという⾵⼟が悪い影響にならない？

Q1. 英語はどのくらいで、できるようになる？

A. 通常のインターナショナルスクールと違い、当園は、⾃⽴を促すことで育む「⾃制⼼」と、
コミュニティーの⼀員としての「他者を思いやる気持ち」の育成に⼒を⼊れています。アイディア 
や発想は⾃由ですが、⼦ども達は決まったルールの中で⽣活しているため、ルールが理解でき、

それを守れる⼦ども達が育っています。むしろ、⼩学校受験で必要とされる⼒も育んでいます。



A. インターナショナルスクールに⼊学した⽣徒の保護者を招いて、座談会を開催 
したり、園としても⼊試傾向の情報収集をしています。各スクールが⽣徒に求め 
る能⼒や、⾯接や⼊試の傾向について、経験者から話を聞くことで、皆さんの受 
験に⽣かして頂いています

 

 Q4. 少⼈数⽣で、社会性は⾝に付くの？

Q3. インターナショナルスクールを
  受験させたいが、サポートはある？

A. 「社会性」を、他者との「コミュニケーション⼒」「交渉⼒」「思い合う⼒」 
「協⼒し合う⼒」と捉えるのであれば、少⼈数性の⽅が社会性は確実に⾝につき 
ます。⼤⼈数のクラスで、ただ何となく活動するよりも、少⼈数の仲間とたくさ 
んの会話を重ねながらプロジェクトに取り組む事で、社会性は育まれると私たち 
は考えます。
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保護者の声

をあつめました



保護者の声をあつめました



保護者の声をあつめました



04 
【番外編】

今、世界の教育は

どう変わったのか



これからの⼦ども達は、勉強ができるだけでは⽣き残れない

⼦ども達が⽣きる時代は、確実に我々親世代が⽣きた時代から⼤きく変化 
しています。⼀番の原因は、様々な技術の発達を背景に、AIのシンギュラ 
リティーが起こり、今ある仕事の半分はAIに置き換えられてしまうこと。 
オックスフォード⼤学を始めとする世界上位の⼤学や研究機関が、これを 
証明する研究論⽂が既に発表されています。

⼦ども達が次世代を⽣き抜くためには、AIに代替えできないスキル、すな 

わち「21世紀型スキル」を⾝につける必要があると世界中で叫ばれていま 

す。この「21世紀型スキル」とは具体的にどのようなスキルでしょうか？

  

求められる

「21世紀型スキル」と「⾮認知能⼒」



Creativity and innovation

Critical thinking

Problem solving

Communication

Collaboration

Information fluency

Technological literacy

21世紀に求められる認知的スキルとして、ＯＥＣＤ、メルボルン⼤学、マイクロ
ソフト他複数の世界的企業は、下記のスキルを次世代の⼦供達に習得させる必要

があると提唱。(どれもテストの点数で測れないスキルですね。)

（創造性と⾰新性）

（批判的思考⼒）

（問題解決⼒）

（コミュニケーション⼒）

（協働性）

これからの⼦ども達は、勉強ができるだけでは⽣き残れない

（情報処理能⼒）

（ITスキル）



そして、OECDは「Education2030プロジェ 
クト」と題し、⼦ども達が⾝につけるべきス 
キルを⼤きく3つに分けました。（左図）私た 
ち世代が学校で⾝につけたスキルは、「知 
識」の枠のみで、「スキル」と「⼈間性」が 
新たに加わった。つまり、我々親世代の頃の 
ように、「勉強だけできる」だけでは、これ 
からの時代に必要な⼒が育まれない。

ここで⾔う「スキル」「⼈間性」というの 
が、いわゆるテストの点数で測定できない 
「⾮認知能⼒」で今世界中で、「⾮認知能 
⼒」の必要性が教育現場で叫ばれているのが 
現状です。

 

これからの⼦ども達は、勉強ができるだけでは⽣き残れない

 引⽤：ベネッセ「21世紀に求められるスキルを伸ばす」
https://berd.benesse.jp/up_images/magazine/VIEW21_kyo_2016_02_all.pdf 



これからの時代に必要とされる

既存の認知能⼒・そして⾮認知能⼒の両⽅が、

同時に⾝につけることができる教育表として、

今世界でレッジョ・アプローチが

注⽬されているわけなのです。



Thank you, 
and see you

at Kodomo edu!  
 


