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小学四年生のはるかとしんごは、とても仲の良いお友だち。
ある日の土曜日。いつものように二人で下校していると、空からいきなり謎の物体が落ちてきました。
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はるか　　これは… もしかしてロボット！？
しんご　　たぶんそうだよ！  でも壊れているみたいだね。動いたら動画に撮りたいなぁ。

はるかがロボットらしきものをのぞきこむと、その目が光りました。

？？？　　ふ～、着いたピコ～
しんご　　うわ！  しゃべった！！
？？？　　はるかちゃんにしんごくん、こんにちはピコ！
はるか　　どうして私たちの名前を知っているの？？
？？？　　それは、ぼくがすごい人につくられた、何でも知っている天才ロボットだからだピコ！
しんご　　（スマホを取り出しながら）これは大スクープ！  動画に撮らないと！
？？？　　しんごくんは動画が大好きピコね～
はるか　　しんごくんの将来の夢はYouTuberだからね！
？？？　　いい夢だピコ！  それなら、YouTuberという職業が生まれたのは、ITや
　　　　　デジタルや、ITエンジニアのおかげって知ってるピコ？
しんご　　なんだそれー？
はるか　　私のお父さんとお母さんは、ITエンジニアだって言ってた！　
　　　　　でも、くわしくは知らないなぁ。
インジャ　ぼくはインジャ！  天才ロボットのぼくが、君たちに教えてあげるピコ！！

ヒューーーーン　ガシャーン！

登場人物紹介

はるか しんご インジャ
勉強が大好きでしっかり者の女の子。
両親はインドの世界的なITサービス企
業「タタ・コンサルタンシー・サービ
シズ」でITエンジニアとして活躍中

お金持ちのおぼっちゃまで、お父さん
はとある会社の社長。YouTubeが大好
きで将来の夢はYouTuberになること

自称、天才ロボット。はるかとしんご
にいろいろ教えたいらしい。「～ピコ」
が口ぐせ

とつぜん現れたなぞのロボット、インジャから教わることになったはるかとしんご。
インジャの目的や正体は、いったい何なのでしょうか…
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受け取る

実はデジタルにするときに、とって
おきの技を使っているピコ。それ
は、必要以上の細かい情報を捨てる
ことピコ！  こうすることで情報の
量がぐんと減って、情報のやり取り
が早くなるピコ。それから数字に
なっているから、同じものを再現で
きるし、古くならないし、加工だっ
てかんたんにできるピコ！

公園のすみに移動した3人。さっそくインジャによる授業が始まりました。

はるか　　それで、何を教えてくれるの？
しんご　　（スマホで撮りながら）インジャくんの目的は？
インジャ　ぼくは、しんごくんとはるかちゃんに、ITは世界を変えられるすごいものだってことを知ってほしいピコ。

そのために、まずは「IT」とは何かと、ITを理解するうえで重要な「デジタル」「インターネット」について教
えるピコ！

ITってなんだろう？

しんご　　むずかしい～ 何を言ってるのか意味が分からなインジャ！
はるか　　まぁまぁしんごくん、一つずつ確認していこうよ。まず、ここで言っている “情報” って何だろう？   図1の

“情報” には、リンゴの文字や画像があるよね？　
インジャ　さすがはるかちゃん、するどいピコね！  文字や画像、それから映像や音声もそうピコ。
しんご　　あっ！  じゃあ、YouTubeの動画もかな？
インジャ　しんごくんもすごい、大正解ピコ！
しんご　　へへーん！  なんだかやる気が出てきた！
はるか　　インジャくん、もう一つ質問。情報をデジタル化すると、何がいいのかな？
インジャ　いろいろあるピコ！   いっしょに見ていくピコ！

はるか　　だんだん分かってきた！  でも、ITが世界を変えるなんて、まだイメージがつかないな。
インジャ　じゃあ次は、実際に世界を変えたすごい例を教えるピコ！

IT

インターネット

図1　「IT」「デジタル」「インターネット」とは？
ITは情報に関する技術すべてをいい、デジタ
ルもインターネットもその一部ピコ。ITの原
則は、情報を数字に置き換えること (＝デジ
タル化)。そして、その数字をインターネット
を使って世界中のいろんなところに送った
り、逆に受け取ったりすることピコ！

図2　情報をデジタル化するメリット

＊ 定義は一つではないため、別の意味のときもあるピコ

情報を捨てて
だいじょうぶ？

平気ピコ！  実はまわりに
ある時計も、みんなにとっ
て必要以上の時間を省略
しているピコ。それと同じ
ピコ！

なるほど～！  試験で先生が
「のこり 1 分です」を「のこ

り 1 分 1.02334102 秒です」っ
て言わないのと同じだね！

元の情報 デジタル

情報が少ないから
軽い→早い
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ITはすごい！

動画共有
サービス だれでも動画を公開したり、公開されている動

画を見ることができる仕組みのことピコ。しん
ごくんが大好きなYouTubeもその一つピコ！  

「動画を友だちへ手軽に共有できない」「世間で
話題のあの動画が見たいのに見つからない」経
験から、アメリカの当時20代の若い3人が2005
年につくったピコ。今では月に20億人が見る、世
界最大の動画共有サービスへと成長したピコ！

オンライン
ショッピング インターネットを使って買い物をすることで、

日本では2000年ぐらいから広まったピコ。お父
さんやお母さんが子どものころはなかったピコ
よ！  世界最大のお店はAmazon。インターネッ
トの可能性に注目したアメリカのジェフ ベゾ
スが1994年につくり、本だけを売っていたの
が、今では数億点のいろんな商品をあつかって
いるピコ！  ベゾスは今、世界で一、二を争うお
金持ちピコよ！

RFID
タグ

デジタルの情報を含められる札（タグ）のことで、
バーコードの進化形ピコ。お店のレジでは、店員さ
んが一こずつ、商品のバーコードに機械を当てて、
価格を読み込ませて会計をするピコ？  これRFIDタ
グなら一度にたくさん、少し遠くからでも読み込ま
せることができるピコ！  これを使って、ユニクロ
はレジの待ち時間を減らしたほか、最近登場してき
ている無人コンビニ（レジでの会計がいらないコ
ンビニ）にもこの技術が使われているピコ！

ジー・ピー・エス

GPS 人や物の、地球上の現在位置を教えてくれる仕組み
のことピコ。宇宙にある専用の機械（人工衛星）か
ら信号を受け取って、ほぼ正確に位置を割り出し
ているピコ！  アメリカの軍隊が発明し、次に現在
位置の情報が不可欠な船や飛行機などに採用さ
れ、今ではみんなのスマートフォンやカーナビ（車
にある現在位置を示す動く地図）にもついている
ピコ！  研究が進んでいる自動運転車（人による操
作がいらない車）にも使われているピコよ！

しんご　　びっくり！  YouTubeもITがないと存在しなかったんだ。
インジャ　世界中のたくさんの人が、生活をもっと「豊かにしたい」「便利にしたい」「楽しくしたい」という思いで、こ

れまでにない新しい仕組みを考え、失敗と成功を繰り返しながら一生けん命実現してきたピコ。こうして
今の世界があるんだピコ！

はるか＆しんご　すごいなあ～！！
インジャ　二人だってできるピコ！  YouTubeだって、ちょっとした悩みと
　　　　　アイデアから始まったピコ。二人とも解決したい悩みはないピコ？

スマホのアプリ、
Googleマップも
GPSを使っている
ピコ！

TikTokはクラスで
大人気だよね！

ITで世界を変えた例はとーーってもたくさんあるピコ。
その中から、しんごくんとはるかちゃんにとって身近なものを4つ紹介するピコ！

例 YouTube、TikTok、ニコニコ動画
ティックトック

例 ユニクロ、無人コンビニ 例 スマートフォン、カーナビ、自動運転車

例 Amazon、楽天
アマゾン

アール・エフ・アイ・ディー

お母さんも
インターネットで
よくいろんなもの
買ってる！

考えてみよう！！ さっそく解決したい悩みを書き出したしんごとはるか。
みんなも二人の悩みを、どう解決できるか、考えてみよう！

RFIDタグが
使えないかな？

その調子ピコ！

正解は一つじゃないピコ。いろんな解決の方法があって、おおぜいの人が「それ、いいね！」と認めてくれたら、
それが正解になるピコ！書き終わったら、まわりの人に意見をもらうといいピコ。たくさんの人が「いいね！」
と言ってくれるような解決の方法を考えるピコ！

今日、家に宿題のノートを忘れちゃった。
忘れない方法はないかな？

ディズニーランドでもっといろいろ

回りたい。並ぶ時間を減らせないかな？

どう解決する？ どう解決する？

しんごの悩み はるかの悩み

ノートを持ち歩か
ないですむ方法は？

グーグル
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しんご　　はるかちゃんのお父さんとお母さんは「ITエンジニア」って言ってたよね？
はるか　　そうなの。でも実はそれが何か、よく分かっていないんだ…。
インジャ　ITに関する仕組みをつくって、世界を変えている技術者の人たちのことピコ！  この仕組みを「情報システ

ム」や「システム」ということから、「システムエンジニア」ともいうピコよ。ITの専門的な知識や技術を
持っていて、それを使いこなして仕事をしているピコ。つまりはITの達人ピコよ！

しんご　　達人！？  かっこいいー！！
はるか　　お父さんとお母さんの仕事のこと、もっと知りたい！  もっと具体的に、どんなことをしている人たちな

の？　
インジャ　ITエンジニアにはいろんな仕事があって、一言では言えないピコ。だから、いくつか例を教えるピコ！
はるか　　ありがとう、インジャくん！
インジャ　どういたしましてピコ！  それからITエンジニア以外にも、ITで世界を変えているITの達人たちがいるピコ。

この人たちのことも、ちょっとだけ紹介するピコ！

ITの達人たち

ITエンジニアには、アイデアを実現するた
めにITをどう採り入れるか考える「ITコン
サルタント」や、システムの設計図をつく
る「ITアーキテクト」、計画通りにシステム
ができるよう管理する「プロジェクトマ
ネージャー」など、いろいろな種類がある
ピコ。今回は、最初に経験することが多い

「プログラマー」と、今とくに注目されてい
る「AIエンジニア」の 二 つ を 紹 介 す る ピ
コ！

はるか　　ITに関わる仕事って、いろいろあるんだね！
しんご　　YouTuberもいいけど、YouTubeみたいな新しいものをつくる経営者もカッコいいって思ってきた！
インジャ　じゃあ、どんな仕事が向いているか、次のページで調べてみるピコ！

ITエンジニア

ITエンジニア以外

「プログラミング言語」という専用のことば
を使って、システムを実際に形にする人たち
ピコ。YouTubeやAmazonのシステムも、全部
この人たちがつくっているピコ！

プログラマー

最近、ニュースで「AI」という言葉を聞いた
ことがないピコか？  AIは人の知能（脳のは
たらき）をITで実現する最先端の技術で、こ
の人たちはシステムにAIを採り入れる最先
端の人たちピコ！

AIエンジニア

ITエンジニアと協力し合って仕事をしたり、ITエンジニアがつくったITの世界を舞台に活躍している人たちピコ！

お客さんに、つくったシステム
の魅力を伝えて売る人たちピ
コ。すごいシステムができて
も、この人たちがいないとお客
さんに使ってもらえないし、世
の中に広まらないピコ。重要な
存在ピコよ！

営業

自分のアイデアを形にして商
売をするために、会社という
チームをつくって率いている
人たちピコ。つまり社長ピコ！ 
Amazonをつくったジェフ ベ
ゾスもその一人ピコよ！

経営者

YouTubeで動画を配信している
人たちピコ。有名になれば、世界
中に影響を与えられるピコ！ 
ちなみにInstagramでの有名人
をInstagrammer、TikTokで の 有
名人をTikTokerと呼ぶピコ！

YouTuber

アニメやゲーム、映画に出てく
るアニメーションや本物のよう
な映像を、デジタルでつくる人
た ち ピ コ。み ん な が 大 好 き な
ディズニーの作品でも、この人
たちが大活躍しているピコよ！

CG
デザイナー

ぼくのお父さんも社長だよ！
お父さんの会社もITで世界を変えているのかな？

お父さんとお母さんの仕事、
この中にあるかな？
聞いてみよっと！

AIは、iPhoneのSiriや、Amazonのしゃべる
スピーカーのAlexaにも使われているピコ！

インスタグラム

エーアイ

インスタグラマー

ティックトッカー

シリ

アレクサ

アイフォーン
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ITお仕事診断 前のページの6つのITの達人のうち、君に向いているのはどれか
なピコ？質問に答えて、確認してみるピコ！

しんご　　「情報を数字にする」と言ってたから、やっぱり算数がすごく得意じゃないとできないのかな？ぼく苦手な
んだ…。

インジャ　大丈夫！  そうでないとできない仕事もあるけど、他の能力の方が必要な仕事もたくさんあるピコ！  例え
ば経営者なら、「なんとしてもやりとげる」という強い気持ちや、考えた計画を次から次へと実行する力が
重要ピコね。

しんご　　そうなんだ、よかったー！
はるか　　しんごくん、だからといって算数の勉強サボっていいわけじゃないからね！
しんご　　はぁ～い…。
インジャ　それから、ITはどんどん進化しているから、新しく出てきたITの勉強が欠かせないピコね。システムをつ

くっているITエンジニアは特にピコよ！
はるか　　私、勉強が好きだから、けっこう向いているかも！
インジャ　あとはプログラミング的思考がとっても大事ピコね！  プログラミング的思考とは、悩みを解決したりアイ

デアを実現したりするために、必要な行動やその順番を考えること
ピコ。世界を変えるなら、この力がまず必要ピコ！

しんご　　ぼくはよくフランソワ（飼っている犬）の動画を撮るんだけど、見る
人が楽しくなるように、内容が物語っぽくなるよう考えて撮ってい
るよ。これもプログラミング的思考なのかな？

インジャ　そうピコ！  他にも毎日の生活で、プログラミング的思考を実行でき
る場面はたくさんあるピコ。くり返し実践して、きたえてほしいピ
コ！

しんご　　分かった、がんばるピコ～！
はるか　　しんごくん、インジャくんの口ぐせが移ってるよ…（笑）

しんご　　ぼくは経営者だった！
はるか　　私はプログラマー候補だって。お父さんとお母さんと同じITエンジニアだ！
インジャ　二人とも、納得の結果だったピコか？  ただ、ITで世界を変える仕事は、これ以外にもたーくさん

あるピコ！  今回の結果にとらわれず、他にどんな仕事があるか調べてみるといいピコ。これが
将来の仕事について考えるきっかけになるとうれしいピコ！

しんご＆はるか　はーい！

しんごとフランソワのとある一日

いいえ
はい

はい

いいえ

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

はい

いいえ

CGデザイナーになって
アニメやゲームや映画を

つくるピコ！

君には営業の素質があるピコ！
魅力を伝えて世の中に広めるピコ！

今からプログラミング言語が気になる君は、
将来有望なプログラマー候補ピコ！

AIは日々進化を続ける最先端の技術。
君はAIエンジニア向きピコ！

友だちを笑わせたり、楽しい気持ちに
させたりすることは好きピコ？

YouTuberはどうピコか？

いいえ

経営者がぴったり。
あっとおどろくアイデアで

世界を変えるピコ！

スタート
プログラミング言語に

興味がある

絵を描くことが
好き

自分のアイデアで
世界を変えたい

リーダーになりたい

世界を変える何かの
魅力を伝えたい

世の中の最先端を
いきたい

ITの達人として活躍するには？

ワ、ワン…
（また始まったワン…）

フランソワ、撮るよ～！  今
日 の お 題 は「フ ラ ン ソ “ワ
ン” の お 手 が ら な 一 日」だ
よ。落としものをいっぱい見
つけるんだよ！
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よ。落としものをいっぱい見
つけるんだよ！

 「情報を数字に置き換える方式」を何というかな？
「人や物の、地球上の現在位置を教えてくれる仕組み」の名前は何かな？

 「人の知能（脳のはたらき）をITで実現する最先端の技術」とは？

最後に、学んだことを復習してみよう！  何問解けるかな？復 習 ク イ ズ
1

2

3

はるか　　車が空を飛んじゃうの？  すごすぎる！
インジャ　ITの達人と、車や飛行機をつくる達人が協力して、実現しようとがんばっているピコよ！  こんな風に、ITといろんな

技術を組み合わせて、新しいものをつくり出そうとするチャレンジが、あらゆる分野で行われているピコ！
しんご　　いま想像もつかないことが、もっともっと実現できちゃうのかな？
インジャ　そうピコ！  ITは無限の可能性を秘めているピコ！　

夕方の4時半。はるかとしんごはそろそろ、家に帰らないといけない時間になってきました。

インジャ　二人とも、ITは世界を変える力を持っているって分かったピコ？
はるか　　うん！  お父さんとお母さんがすごい仕事をしているって知ることができたこともうれしかった！
しんご　　ぼくも、ITで世界を変えたい！

ピコーン、ピコーン。” InJa, mission complete. Return to the future.”

インジャ　はるかちゃん、しんごくん、一緒に過ごしてくれてありがとう！そろそろぼくは帰らないといけないピコ。
しんご　　えー！！  もう帰っちゃうの？　というかどこに帰るの！？
はるか　　楽しかったのに…さみしいよ。また会えるかな？
インジャ　もちろんピコ！  いつかまた会える日を楽しみにしているピコ！
　　　　　バイバーイピコ！
しんご＆はるか　ありがとうインジャくん。バイバーイ！　　　　

びっくり！ ITがもたらす未来

最後に、近い未来、ITを使って世界を大きく変えるかもしれないものを3つ紹介するピコ！

実は、ぼくをつくったのは、未来のはるかちゃんとしんごくん。やり手の経営者（と、たまにYouTuber）になったしんごくんと、
すご腕プログラマーになったはるかちゃんが、インドと日本（ジャパン）をつなぐロボット「インジャ」として発明したんだピ
コ！  ぼくが未来から過去の二人に会いにきたのは大きな理由があるんだけど、その話はまた別の機会に、ピコ！  みんなもこれ
を読んで、ITで世界を変えたいって思ってくれたらうれしいな！  ITは世界を変える。その主人公は、キミだ！

答えは
次のページへ！ 

 2問目と3問目は
英語だよ！

「知ってるよ」「見たことがあるよ」という
子も多いかもピコね。人が乗らない小さな
飛行機のことで、生活をもっと便利にする
ために、さまざまな場面での活用が検討さ
れているピコ。注目は宅配ドローン。荷物を
届けるドローンで、Amazonや楽天も本格
的な導入を目指しているピコ。実現すれば、
山の頂上や島など、届けるのが大変な場所
にも楽に届けられるようになるピコ！

ドローン

車が空を飛ぶ――そんな映画のような話
が、もうすぐ現実になるかもしれないピ
コ！ 現在、世界各地で研究や実験が行われ
ていて、日本の政府も、2020年代半ばぐら
いから、人の移動手段として実用化を目指
すと目標を立てているピコよ。実現した
ら、これまで行くのに遠回りしていた場所
にもすぐ着けたりして、移動がずっと早
く、楽になること間違いなしピコね！

空飛ぶ車

VRは本物と感じるような世界をつくる技
術、ARは現実にデジタルの情報を足す技術
ピコ。Pokémon GO（ポケモン ゴー）で遊ん
だことはあるピコか？ これはARを使ってい
るピコ！  今、もっと本物と感じさせるため
の研究が進んでいて、においや味、さわった
ときの感覚までつくろうとしているピコ。
ゲーム以外にも、お医者さんの手術の練習な
ど、現実では用意しにくい環境の代わりとし
ても期待されているピコよ！

V R

A R

ブイアール

エーアール

つづく？
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復習クイズの答えピコ！
デジタルピコ（p.2で登場）。ニュースでよく出てくるから、しっかり覚えるといいピコ！ 
GPSピコ（p.3で登場）。宇宙から場所をつきとめるなんて、ものすごいアイデアピコ！
AIピコ（p.4で登場）。実はぼくにもAIが入っているピコ！

1

2

3

難しいな～ 私はできたよ！

アンケートに答えてね！

日本タタ・コンサルタンシー・サービシズについて

あとがき

ここまで読んでくれてありがとう！  
QRコードから、ぜひ感想を聞かせてね。
アンケートに答えてくれたみんなには、お
礼にインジャくんが去ったあとの、はるか
ちゃんとしんごくんの帰り道の会話を読
むことができるよ！

いかがでしたか？  楽しんでくれたならとてもうれしいです！

本誌は、日本TCSの若手ITエンジニア20人からなるチーム「kico」が制作しました。
チームのロゴには「ITエンジニアは『技術力』と『アイデア』を組み合わせ、世界を変
える発明をしてきた」という意味を込めました。この記事を通じて多くの子どもたち
がITの魅力を知り、自らこの可能性あふれる世界に飛び込んでくれることを願ってい
ます。ITとすごいアイデアで、一緒にこれからの世界をつくろう！

2019年12月　kico

みんなはこっち！ 大人はこっち！

上：日本TCSのオフィスはなんと東京タワーの横にあるんだ！
左：かっこいい車も応援しているよ！  ＊スーパーフォーミュラというレースで、TCS NAKAJIMA RACINGのタイトルスポンサーを務めています。
中：小学3 ～ 6年生向けに、ITやプログラミング思考を学ぶ出張授業「キッズドローンプロジェクト」を無料で提供しているよ！  
　　＊詳細や申込はQRコードから
右：TCSのインドにある建物の一つ。東京ドーム6個分くらいの大きさだよ！

プロジェクトリーダー：自称映画俳優ライチョウ　校正：お耳の恋人ユウイチ　企画兼ライター：豪遊の為貝柱リノ、
二列目の鯵テツオ、漆黒のヨウジ、おしゃべり急行シント、Rの金剛石ジュン、開け肩甲骨ジュンタ、机上の寝略者ユウ、
超南の奇跡ヴィ、島国の救急酒シンゴ、暴走RBソウマ、埼玉の休肝師リカコ、童顔の暴れ馬ソウスケ、TOMA THE GEEK、
朝ドラうどん姫マキ、蒙古が生んだ天使ソヨルマ、ソフィアの踊り子ケン、踊る神経ゴウキ、鳴門の渦潮サクライ　
翻訳：神速のスズコ　総監修：広報の魔術師ナオコ

制作メンバー

この冊子『Kids CONNECT』は、はるかのお父さんとお母さんが働く日本タタ・コンサルタンシー・
サービシズ株式会社（日本TCS）が発行したものです。

日本TCSはITサービス、コンサルティング、ビジネスソリューションを提供する会社です。世界中
の一流企業をITやデジタル技術で支え、変革を後押しするタタコンサルタンシーサービシズ

（TCS）と、グローバルで多様なビジネスを展開する三菱商事の合弁会社です。
TCSはインドに本社があり、146国籍45万人超の “ITの達人” が働いています。世界46カ国で事業を
展開し、日本のお客さまに対しては、国内外8千人以上のITの達人がお手伝いしています。

ティーシーエス

kico

Answers of quiz, pip-pip!
Digitization, pip-pip (See p.2). You should remember it, as they often appear on the news, pip!

GPS, pip-pip (See p.3). It’s a fabulous idea to identify locations from the space, pip!

AI, pip-pip (See p.4). In fact, AI is in myself, too, pip!

1

2

3

It was so difficult ... .I made it!

Let Us Know How You Feel!

About Tata Consultancy Services Japan

Afterword

Thank you very much for reading through to 
the end. Please share how you felt by 
accessing the QR code!
Those who answered to Questionnaire can 
read a conversation between Haruka and 
Shingo on their way home after InJa has 
gone back. Don’t miss it!

How did you like it? We are very happy if you enjoyed it!

This magazine was made by “kico”, a team composed of 20 young IT-related 
engineers in TCS Japan. The logo of the team contains our message that “IT-related 
engineers have been combining ‘technologies’ and ‘ideas’, and making inventions to 
change the world.” We hope that through this magazine, a lot of children know how 
attractive the IT is, and jump by themselves into this field full of possibility. 
Let’s create the future world, with IT and wonderful ideas together!

kico  December 2019

For children!For adults!

top: The office of TCS Japan is, wow, located next to Tokyo Tower!
left: We are supporting cool cars, too!    * TCS Japan is the title sponsor of Japanese SUPER FORMULA Championship team, TCS NAKAJIMA RACING.
center: We are also providing free workshop “Kids Drone Project” with third to six grade students in elementary school in Japan 
                to learn IT and cultivate programming thinking!
right: One of the TCS’ office located in India. The area is around six times as large as that of Tokyo Dome!

Project Leader: Self-styled actor Raicho  Proofreader: Ear’s sweetheart Yuichi  
Planner & Writer: Luxurious scallop Rino, 2nd Mackerel Tetsuo, Jet black Yoji, Talking express Shinto, 
R diamond Jun, Open shoulder-blades Junta, Napping invader You, Vietnamese miracle Vi, Island 
liquor Shingo, Crazy RB Soma, Saitama alcohol-free Rikako, Baby-face wild Sosuke, Toma the Geek, 
Udon princess Maki, Mongolian angel Soyolmaa, Sophia dancer Ken, Dancing nerve Goki, Naruto 
whirlpool Sakurai  Translator: Supersonic Suzuko  Supervisor: PR magician Naoko

Members

This magazine, “Kids CONNECT”, was produced and issued by Tata Consultancy Services Japan, Ltd. 
(TCS Japan). Haruka’s mother and father are working in this company. 

It is a joint venture between Tata Consultancy Services, a digital-transformation partner for many of 
the world’s leading companies, and Mitsubishi Corporation, a global integrated business enterprise. 
Based in India, TCS has over 450,000 “IT Masters” in 46 countries. For Japanese customers, over 8,000 
IT Masters are working.

kico
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