RWI Afterschool（RWIアフタースクール）は、RWI Familyの児童教育部門
です。語学力、表現力、創造力、心身の鍛錬など、将来に向けて磨いてほし
い力を、英語、書道、音楽、運動の4種の学びとして、6つの教室で、子ども
たちの成長をサポートします。

◆ 英語教室
◆ 書道教室
◆ 音楽教室
◆ 運動教室

Iris Club / Star Club
彩花mini / 彩花Junior
にじの音
Seven Colors

英語教室
英語はコミュニケーション・ツールと言われています。英語が話せれば、外国人とコミュ
ニケーションが取りやすくなり、自分が知らなかった世界のことや、新たな価値観に出会
えるチャンスが広がります。英語はコミュニケーション・ツールであると同時に、自分の
世界を広げてくれるツールでもあるのです。

Iris Club

Iris Clubでは、認定こども園Rainbow Wings International(RWI)で使用してきたカリキュラム
「GrapeSEED」を継続して学習し、話せる英語・使える英語・使える単語・キレイな発音を育み
ます。（原則として、認定こども園RWI Preschool卒園児が対象です。帰国子女などで、ある程度
英語力が備わっている方はご相談ください。）

GrapeSEEDについて
優れた英語教育カリキュラムを通して、子どもたちの人生をより豊かなものに変えるためにつくられている
“GrapeSEED”は、「読む」「書く」スキルへの橋渡しとなる、楽しく魅力的な口頭言語習得カリキュラムで
す。詳しくはGrapeSEEDのHPをご参照ください。（https://grapeseed.com/jp）

クラス

曜日

時間

Iris１（新１年生）

月・水・金

16:00 ～ 17:00

Iris２（２年生）

月・水・金

16:15 ～ 17:15

Iris ３・４（３・４年生）

月・水・金

17:15 ～ 18:15

Iris ６（６年生）

月・水・金

17:30 ～ 18:30
※上記スケジュールは2020年度のものです。

➢ イベントの際には別途費用がかかる場合があります。

担当講師からのメッセージ：
As a teacher, I have seen the advantages of using GrapeSEED in the day to
day life. I enjoy many of the songs and stories, and review older Unit CDs
with students. We have fun with them and talk about how at that time it
was so difficult, yet now it is so easy. It has inspired some to keep trying
their best. Many components have become a happy earworm to many.
As a mother, I tried to keep my home mainly in English. My youngest child
could speak English, but not read nor write at age 9. She had to practice to
catch up to the same level as her peers. In less than 3 months, I was so
impressed with her reading abilities. I wish I had enrolled her older siblings
Ms. Debbie
in GrapeSEED too. I am feeling better about my youngest’s abilities as they have already
surpassed the level her older siblings were at the time they left for high school in America.
She just started junior high this year.
英語講師として、GrapeSEED教材を使うメリットを毎日の生活の中で感じてきました。子どもたちと一緒に歌や物語
にたくさん触れ、これまでのユニットCDを復習することは楽しいです。以前はとても難しかったことも、今ではとて
も簡単に感じられるようになり、子どもたちに学習を頑張ることへの良い刺激となっています。GrapeSEEDで学んだ
歌や物語は、子どもたちの耳に心地よく残ることでしょう。
母親として、家庭内では英語を主に使用しています。一番下の娘は英会話はできても、9歳の時点で英語での読み書き
はできず、母国アメリカでの年相応のレベルになるには、練習が必要でした。しかし、GrapeSEEDを習い始めてから
3ヶ月も経った頃、彼女の読解力の向上には驚かされました。上の子達にもGrapeSEEDをやらせていれば良かった…
彼女は今年中学生になったばかりですが、既に上の子達がアメリカの高校へ進学した時のレベルを超えています。

Star Club／Rainbow English Club
※Rainbow English Clubは2021年4月開講予定です。

幼児 / 小学生低学年から始める、「英語・多様性・国際感覚」３つの基礎をつくるためのRWI独
自の英語教室です。Iris Clubも担当する英語講師の他、他文化圏出身のスタッフとも触れ合いな
がら、クラフトやゲームなど五感を使った活動を中心に、子どもが持つ好奇心を引き出し、英語
を学ぶ楽しさや意味、また多様性や国際感覚を養っていきます。様々な国について学ぶ「イン
ターナショナルデー」も定期的に開催します。新たな発見が盛りだくさんのこのイベントは、子
どもたちの探究心を育て、自ら考え行動する力を身に付けます。楽しく・無理なく、コミュニ
ケーションの中で英語を自分のものにしてきましょう！
クラス

曜日

時間

Star Club（小学生のみ）

火

16:30 ～17:15

※Star Clubは、レインボー学童クラブ / レインボー第2学童クラブをご利用の児童に限ります。

クラス

曜日

時間

Rainbow English Club （年中・年長）

土

10:00～10:45

Rainbow English Club （小学生）

土

11:00～11:45

※Rainbow English Clubは2021年4月より、新たに開講予定です。レインボー学童クラブ /
レインボー第2学童クラブをご利用の児童の他、外部の方の受講も可能です。

➢
➢
➢
➢

RWI卒園児は受講者対象外です。
イベントの際には別途費用がかかる場合があります。
メイン教材は、オックスフォード大学出版局出版の「Let’s Go」シリーズを使用します。
教材（税込み5,500円 補助教材費を含む）は、1年毎にご購入頂きます。

担当講師からのメッセージ：
The world is a big place. In every corner, people do
things differently. When a new person comes into
these different countries and sees many very new
things, all at once it can be scary. So to help this
fear go away, we need to explore outside of our
own boxes. We want to feel comfortable with some
of these new things, even if it is small. We do this
together by learning and experiencing. As this will
help us explore more into using our English in
other ways. Making our classroom more of a hands
on and a fun environment to grow.
世界はとても広く、またそこには様々な違いがあります。人は違う国々を訪れ、
初めて出会う新しいものに触れた時、それら全てに対して不安な気持ちを抱い
てしまうこともあります。たとえ小さなことでも、未知の世界に不安なく、心
地良く感じられるようになりたいものです。その不安な気持ちを少しでも無く
すためには、自らの力で扉を開き、世界を探求する必要があります。
私たちStar Club / Rainbow English Clubでは、楽しくより実践的な環境の中で、
学びと経験から子どもたちの扉を開き、また英語を使うことでさらに世界を広
げることが出来ればと考えています。

音楽教室 にじの音
音楽教室にじの音では、「音楽が楽しい」、「ピアノが楽しい」という気持ちを育むことを
第一に、一人ひとりの生徒さんと対話を大切にするマンツーマンレッスンです。その中で、
「この曲が好き」という気持ちや、「これができるようになった」という体験を大事にしな
がら、集中力、創造力、表現力を高めていきます。
ピアノの教材は、ピアノランド、バイエル、オルガン・ピアノの本などのピアノ導入本から
生徒さんに合ったものを使用します。また、ピアノが弾けるようになることだけに特化せず、
ソルフェージュやワークブックで読譜力・音感・楽典の知識を養い、音楽が総合的に身につ
くようにしていきます。
また、毎年年度末には1年間の成果を発表する場「にじの音 音楽発表会」を開催しています。
学年

曜日

レッスン時間

RWI Preschool年長

火・水・木
（いずれか1日）

30分

小学生

40分

➢ 教本やノート等の教材代が別途かかります。
➢ 幼児クラスからの次年度の入会は、小学生クラスの空き状況によります。
➢ 発表会の際は別途参加費用がかかります。

担当講師からのメッセージ：
にじの音音楽教室講師の山内吏奈です。生徒さんに「楽しい」、「上達
できて嬉しい」と感じてもらえるレッスンを心がけたいと、常日頃思っ
ております。私自身、「楽しい」、「新しい曲に挑戦したい」との思い
があって、ここまで音楽を続けてこれたように思います。
上達において必要不可欠なのは、「継続して練習すること」です。毎日
少しの時間でもピアノと向き合うことで、上達の度合いも変わると思い
ます。ご家庭でも、ぜひお子様の練習に耳を傾け、励ましていただけた
らと思います。

時間帯
15:30 ～ 18:00

書道教室 彩花
書道を通して、文字や言葉を知り、歴史・文化に触れ、自由な発想と強い心を育てることを
目標に置きながら東京書道教育会教本「筆心」の課題提出に取り組みます。幼児向けの彩花
miniは30分間の硬筆レッスン、小学生向けの彩花Juniorは、級位・段位も取得しながら、硬
筆と毛筆の両方を行います。
また、毎年年度末にはお子様の作品をご覧いただく機会「彩花展」を開催しています。
You・彩・Methodで育みたい力
〇創造力 〇発想力 〇集中力 〇言葉や文化 〇正しく美しい文字
クラス
彩花mini

曜日

時間

RWI Preschool年長

火曜又は木曜
（いずれか1日）

13:15 ～ 13:45

RWI Preschool年中

火曜

15:05 ～ 15:35

新1年生向け
彩花Junior

在校生向け
在校生向け

➢

➢
➢

火曜
木曜

16:00 ～ 17:00
17:10 ～ 18:10
16:30 ～ 17:30

彩花miniの料金に教本代は含まれますが、半年毎に教本を注文するため、途中退会の場合は、教本代
のみ実費負担いただきます。
彩花Juniorは、教本「筆心」代が別途必要です。半年毎に税込み5,200円の支払いとなります。
彩花Juniorは、特別作品の製作時、別途材料費がかかる場合があります。

担当講師からのメッセージ：
彩花では、正しく美しい文字を習得することを目標としながら、その過程で得ら
れる様々な経験、「やってみたい」「もっと知りたい」という好奇心を大切にし
ます。
「書道」は書の道と書くように、「剣道」等と並び、人間の成長と深く関わって
きた歴史があるようです。「彩花」での積み重ねも、一人一人の礎となり、自信
を持って今後の人生を拓いていく一つの足掛かりとなれば、と思っております。
一緒に頑張っていきましょう。どうぞよろしくお願いいたします。
彩花講師 書道師範 相原幽彩

運動教室 Seven Colors
世界中の子どもたちは、より多くの運動経験・体験が必要と言われており、幼児期・児童期の運動習
慣や運動能力が、将来的な健康を左右するとされています。運動能力に関わってくる神経系は、生ま
れてから5歳頃までに80%まで成長します。また、プレゴールデンエイジと言われる3～8歳は運動能
力の基礎ができあがる時期とされ、神経系が著しく発育し、器用さ、リズム感、バランス感覚などが
養われます。より早い時期から子どもが多様な運動を経験することは、神経系の発達の観点では、大
変意義があるといえます。
Seven Colorsの運動教室で主に扱うのがサッカーです。サッカーを通じて、多くの体力・運動（持久
力、瞬発力、集中力、調整力）の習得が期待できます。また、協調性、人間性、社会性、そして思考
力が養われます。さらにSeven Colorsでは、サッカーだけでは習得が困難な動作（投げる・捕る等）
も身に付けられるように、サッカー以外の運動も取り入れていきます。運動する楽しさを感じること
によって、継続する力を付けると同時に、活動を通して生きていくうえで大切な様々な力を育てるこ
とを目指します。
Seven Colorsのコンセプト
R

・・・

respect（尊重）

→

リスペクトの心から協調性の学びに

A

・・・

appreciate（感謝）

→

ありがとうの大切さ

I

・・・

identity（個性）

→

個性を認め、個性を伸ばす

N

・・・

nurture（育成）

→

日常の発達と指針の発達に

B

・・・

best（全力）

→

全力で取り組み、全力で楽しむ

O

・・・

originality（独創性）

→

自ら考え、独創性を鍛える

W

・・・

wealth（糧）

→

今の運動経験を将来の糧に

学年

曜日

時間

RWI Preschool 年中

水曜

15:10 ～ 16:00

RWI Preschool 年長

木曜

15:10 ～ 16:00

小学生

木曜

16:15 ～ 17:15

➢ 幼児クラスは教室終了後、体操服のまま降園します。
➢ 小学生クラスはチームTシャツ（税込み3,500円）・動きやすいズボン、
及び運動靴で参加してください。
➢ イベントやその他活動を実施する際は、別途参加費がかかる場合があります。

担当講師からのメッセージ：
Seven Colorsの活動を通じて、夢や目標に向かってチャレンジする心、向上心を育
てることを大切にしています。また、子どもたちの可能性を伸ばせるように、一人
ひとりと向き合いながら、運動を通じて子どもたちの人間性向上、心の体力づくり、
人間関係の大切さも育てています。
沢山の感謝の気持ちを持ち、皆で楽しみながら素敵な時間にしていきましょう！

小貫 凌介

※Seven Colorsは2019年度より認定こども園Rainbow Wings Internationalと順天堂大学スポーツ健康科学部発育発達・測定評価学研究室
が連携し、運営しております。

Afterschool料金一覧

•
•
•
•
•

教室名

入会登録金

施設経費/年

受講料 / 月（備考）

Iris Club

25,000円

10,000円

23,000円（教材代含む）

Star Club

8,500円

5,000円

8,500円（教材代別途）

Rainbow English Club

8,500円

5,000円

8,500円（教材代別途）

彩花mini （こども園在園児）

----

----

2,800円（教本代含む）

彩花Junior （小学生）

4,000円

5,000円

3,500円（教本代別途）

にじの音 （こども園在園児）

----

----

5,000円（教材代別途）

にじの音 （小学生）

7,000円

5,000円

7,000円（教材代別途）

Seven Colors （こども園在園児）

----

----

3,800円（保険料別途）

Seven Colors （小学生）

4,800円

5,000円

4,800円（保険料別途）

こども園在園児は登録料・施設維持費は不要です。小学校入学後も継続される場合は、入学時に入会登録金
をご納入ください
価格は全て消費税抜きとなっています。
受講時間には、準備・片づけ時間も含みます。
年間標準実施回数は、Iris Clubが130回、他クラスは全て45回となります。
祝祭日、年末年始等スクールがお休みの日があります。カレンダーにてスケジュールをご確認ください。

スクールバス運行スケジュール
【アフタースクール専用ルート】
草深本園

千葉NT駅南口（分園）

牧の原駅北口

備考

15：40 発

15：50

土曜日及び
アフタースクール
休校日は運休

15：55 着

【千葉ニュータウン中央駅南口（分園）ルート】
草深本園

千葉NT駅南口（分園）

備考

16：50 発

17：00 着

学童専用≪2便≫

17：20 発

17：30 着

園児・学童≪3便≫

17：45 発

17：55 着

園児・学童≪4便≫

18：20 発

18：30 着

学童専用≪5便≫

18：50 発

19：00 着

学童専用≪6便≫

草深本園

牧の原駅北口

備考

16：50 発

17：00 着

学童専用≪1便≫

17：30 発

17：40 着

学童専用≪2便≫

18：10 発

18：20 着

学童専用≪3便≫

18：50 発

19：00 着

学童専用≪4便≫

【牧の原駅北口ルート】

★スクールバス利用料

※全て税込み価格

【往復利用】週1回：1,000円／月
【片道利用】週1回： 500円／月

週3回：2,500円／月
週3回：1,250円／月

週4回以上：3,500円／月

※土曜日クラスはバスの運行はありません。

千葉県印西市草深字三夜脇１１０５－１
TEL: 0476-85-6750 （代表）
E-mail：afterschool@rainbow-wings-i.com

