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エデュケーション事業本部

事業概要 ｜ エデュケーション事業本部 キッズ教育事業部

幼児向け教育サービス
小学館の幼児教室 ドラキッズ
1986年より、満1歳からの幼児を対象とした幼
児教室を全国の大手百貨店・商業施設などで展
開。2021年4月より、インタラクティブな教育
サービス「ドラキッズオンラインコース」を開設。

これからの時代を生きていく子どもたちが、自ら
の未来を切り拓いていく力、いわゆる「非認知能
力」と呼ばれる力を育む教室として、集団の中で
人と関わりながら、こころが動く体験を繰り返し
行い、主体的な学びの機会を提供します。

異業種とのコラボレーション　
ミキハウスの幼児教室
子供服のミキハウスと共同で、全国の有名百貨店
などで幼児教室を展開。楽習（楽しい学び）を通
して「前向きに問題を解決する力（がんばる脳）」
と「人と気持ちの良い関係を築く力（まるい心）」
を育てます。

また、日本人とネイティブスピーカーのペア
ティーチングで学ぶ『ミキハウス英会話くらぶ』、
合格実績に信頼のある「理英会」と共同で小学
校受験コースも展開しています。（※一部地域除く）

幼稚園・保育園・こども園向け
園内教育サポート
幼稚園、保育園、こども園、インターナショナルプ
リスクールに専任講師が訪問し、正課クラスや課
外クラスの幼児教育を展開。園が目指す地域に
おける差別化や保護者の教育ニーズに応えます。

小学館の幼児教室 ドラキッズ

幼稚園・保育園・こども園向け園内教育サポート

ミキハウスの幼児教室
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エデュケーション事業本部

事業概要 ｜ エデュケーション事業本部 通信教育事業部

■ 名探偵コナンゼミ
名探偵コナンゼミは、名探偵コナンの世界観で
お届けするエデュテインメントコンテンツです。

小学生向け通信教育「名探偵コナンゼミ 通信
教育」と、ナゾトキブラウザゲーム「名探偵コナン
ゼミ ナゾトキ」の２つのサービスがあります。

̶

■ 名探偵コナンゼミ 通信教育
名探偵コナンのキャラクターたちと一緒に学ぼ
う！　小学館まなびwithがプロデュースしてい
る通信教育で、楽しく&しっかり教科学習！

年間平均継続率96％！

国語、算数の教科学習を基礎から応用までしっ
かり学べるワークブックを毎月、ご自宅にお届け
します。コースは小１～６の６コース。

̶

■ 名探偵コナンゼミ ナゾトキ
「解くのが楽しい！」ナゾトキで５つの力をレベル
アップ！

毎週配信される『名探偵コナン』 のストーリー
を、ナゾトキしながら楽しむブラウザゲーム。コー
スは全部で2コースあり、謎の難易度によって選
ぶことができます。

Ⓒ青山剛昌／小学館 Ⓒ青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996 Ⓒ名探偵コナンゼミLLP

Ⓒ青山剛昌／小学館

通信教育コース
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エデュケーション事業本部

事業概要 ｜ エデュケーション事業本部 総合保育事業部

託児ルーム 「だっこルーム」（品川プリンスホテル） ベビーシッターのHAS 法人向けコラボレーション企画

小学館アカデミー飯田橋ガーデン保育園小学館アカデミーりょくえんとし保育園

■ 総合保育サービス　■ 保育施設運営・ベビーシッターサービスなど
「あったかい心を持つ子どもに育てる」を保育理
念に、「楽習保育®」による総合的な「まなび」の
経験を通して、活き活きと生き抜く力を育む保育
を提供している小学館アカデミー保育園の運営、
また、ご入会手続きにはコーディネーターが事前
にお客様とお会いする「『顔』がみえる」安心のベ
ビーシッターサービスから、必要なときに必要な
だけ保育の専門家がお子さまをお預かりする託
児ルーム、同窓会やコンサートなど催事場でお子
さまをシッティングする集団託児サービスなど、
多様な保育ニーズにお応えしています。

また、子どもだけでなく大人にも「おもしろくて、
ためになる」をテーマに、“保育”の枠に捉われな
い、異業種・他企業さまとのコラボレーション事
業も積極的に行っています。

̶

■ 保育施設型アクティブラーニング■ 楽習保育®研修・コンサルティング事業
「“あそび・せいかつ”から“まなび”へ」をコンセプ
トとした、乳幼児期から子どもたちが楽しみなが
ら 学んでいくことができる「楽習保育®」を、当社
の運営する施設のみならず、より多くの子どもた
ちや保育者に届けるため、集合型研修・オンライ
ン型研修や講演会、保育職員育成コンサルティン
グなどを通じて全国に発信しています 。

総合保育サービス　保育施設運営・ベビーシッターサービスなど

保育施設型アクティブラーニング　楽習保育®研修・コンサルティング事業

集合型研修の様子 オンライン型研修の様子

※2023年4月1日付で、保育事業を専門会社である株式会社小学館アカデミーに吸収分割により移管
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エデュケーション事業本部

事業概要 ｜ エデュケーション事業本部 パブリックサービス事業部

■ 公共施設の管理運営事業
PFI・指定管理者制度等に参画し、生涯学習施
設、児童健全育成施設、矯正施設等の受託運営
を通じて、多くの方々に豊かさを届けていきます。

【生涯学習施設】
人々がふれあう”場所”や、生涯学習に親しむ”きっか
け”づくりを通して、活気あふれる地域のコミュニ
ティ活動をサポートできるよう、地域とともに歩んで
いきます。

【児童健全育成施設】
すべての子どもたちに健全な遊び場の確保、健康増
進、情緒を高めることを目的とする中で、子どもたち
だけでなく「親子で安心して過ごせるあったかい居
場所づくり」を目指しています。

【矯正施設】
どんな人にも等しくある「教育を受ける権利」を大切
に、矯正教育事業に参画し、被収容者の再犯防止・
社会復帰を目指した教育プログラムや職業訓練の
開発・実施と業務支援を行っています。

̶

■ 受注事業の制作
様々なターゲットに向けたコンテンツを多数展開
してきたノウハウを活用し、ご要望に合わせた企
画提案、制作を行います。

̶

■ コンテンツ開発
多種多様な講座・研修企画から教材制作・映像
制作まで、これまでに培った経験値から幅広いコ
ンテンツ開発が可能です。

運営施設一覧（一部）

▲

オートリゾート八雲　

▲

千代田区立九段生
涯学習館　

▲

千代田区立日比谷図書文化館　

▲

大和市文化創造拠点シリウス　

▲

港区立エ
コプラザ　

▲

鎌倉市生涯学習センター　

▲

大
阪府立中之島図書館　

▲

なら工藝館　

▲

芦屋
市立美術博物館　他

運営施設一覧（一部）

▲

美祢社会復帰促進センター　

▲

喜連川社
会復帰促進センター　

▲

播磨社会復帰促進
センター　

▲

静岡刑務所　

▲

笠松刑務所

▲

ShoPro矯正教育事業のHP
https://www.shopro.co.jp/ce/

運営施設一覧（一部）

▲

墨田区八広児童館　

▲

墨田区梅若橋コ
ミュニティ会館　

▲

小牧市立小牧児童館　

▲

小牧市立南児童館　

▲

小牧市立北里児童
館　

▲

小牧市立西部児童館　

▲

名古屋市青
少年交流プラザ

公共施設の運営

受注事業の制作実績（一部）

生涯学習施設 児童健全育成施設 矯正施設

▲全国の教育機関やイベントを訪問し、
薬物乱用防止へ向けた各種取組みを行っています。

▲ポスター・リーフレットや映像等の制作実績も豊富です。

▲

健康日本２１推進広報　

▲

成育基本法を踏まえた「健やか親子２１」普及啓発一式

▲

児童館における福祉的課題を抱える子育て家庭への支援に関する調査研究

▲

体罰等によらない子育ての推進等普及啓発業務

▲

薬物乱用防止啓発訪問事業 “STOP the 薬物”

▲

再犯防止広報オンライン番組の制作（成果連動型民間委託契約方式）

▲

刑事施設における就労意欲喚起教材開発業務

厚生労働省

法務省

▲

文化プログラム参加促進・子ども文化体験シンポジウム（文化庁）

▲

和食文化普及推進事業（農林水産省）

▲

「エコライフ・フェア2016」実施業務（環境省）

▲

江東区環境検定（江東区）

その他官公庁
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