「英語・多様性・国際感覚」３つの基礎をつくるためのRWI独自の教室

～七色の翼で世界に羽ばたく子どもを育む～

幼児・小学校低学年からはじめる英語教室

２０２１年４月１０日開講！！
rainbow-wings-i.com/kidsschool

Rainbow English ClubのPoint
Point １：未来につながる英語
◆ 子どもが持つ好奇心を引き出し、英語を学ぶ意味へ
• 英語を学ぶ意味を子どもたち自身で発見でき
れば、それは自らが「英語をもっと学びた
い！」の気持ちにつながります。Rainbow
English Clubでは、自分のために身につける
英語を提供します。
• 世界８０カ国以上で使われる公用語「英語」
の“その先”（*Point ２）を見据えたプログラ
ムを実施します。

◆ 楽しく遊びながら自然と英語に親しむ
• 教室内では、教材を使用したレッスンの他、クラフト
やボードゲームなど、五感を使った活動を中心に学び
ます。
• 英語講師が自ら考案する、RWI独自のゲームや屋内外
での活動などが満載です。
• 遊びの中で、自然にコミュニケーションの楽しさを発
見し、自分を表現する力を身につけます。

Point ２：多様性と国際感覚
◆ これからの子どもたちに必要不可欠な「多様性」と「国際感覚」を育てる
• 「多様性」と「国際感覚」を身につけるため
にまず必要なことは、豊かな“感受性”です。
自分の価値観以外の新しいことに触れること
で、結果的に「多様性」や「国際感覚」が養
われていきます。
• Rainbow English Clubの英語講師は、アメリ
カ、メキシコ、ナイジェリア、フィリピン、
エジプト等様々な文化圏出身です。教室の中
で多様な文化に触れ、子どもたちは自然に幅
広い価値観を受け入れ、また国際人としての
表現力を身につけていきます。

◆ 定期的なイベントなどで様々な文化に触れる
• Rainbow English Clubでは、様々な国について学ぶ
「インターナショナルデー※ 」を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、他人種
や異文化に触れながらそれぞれの「常識」の枠を広げ、
子どもたちの探究心を生み出し、自ら考え行動する力
を育てます。
• イベントには担当英語講師以外の他文化圏出身のス
タッフも参加します。教室にいながらも、まるで海外
旅行をしている様な感覚で、しっかりと他国・文化を
感じることこそが、未来への行動力「英語を学びた
い！」の気持ちにつながる大切な一歩です。
※「インターナショナルデー」は、認可外保育園RWIが開園した2013年から続くイベントで、過去に取り上げた国は、ネパール、インド、アメリカ、
メキシコ、フィリピンなど多岐にわたります。

Point ３：RWIならではのサポート体制
◆ 幼児・児童英語教育のエキスパートと手厚いサポート体制
• 担当する英語講師は、認定こども園RWIのクラス
担任、または子育て支援センターやAfterschool等
で、日々子どもと接している、保育と児童教育の
プロです。
• 英語力を伸ばす授業を行いながら、豊かな感受性、
人間性、マナー等を育む指導も英語で行います。
• メイン教材は、世界中で最も信頼度の高いオック
スフォード大学出版局のテキスト「Let’s Go」シ
リーズを使用します。
• RWIの日本人スタッフが、定期的に子どもたち一
人ひとりのレベルや、保護者の皆様の考え方等を
確認しながら、しっかり成長をサポートします。

担当英語講師のご紹介

１.名前 ２.出身国 ３.経験・経歴等 ４.講師からのコメント

Rainbow English Clubの英語講師は、様々なバックグラウンドを持つ英語と児童教育のプロフェッショナルです。
多様なアクティビティを通し、子どもたちの目線、子どもたちのレベルに合わせ、しっかりと未来の可能性を広
げていきます。
1.
2.
3.
4.

Mr. Eddy
メキシコ
RWIにて幼児教育に携わり４年。
I am Eddy Martinez and I’ve been
enjoying teaching English for 20
years. I love drawing as well and
I enjoy using it in my lesson from
time to time.

はじめましてエディマルティネスです！20年間楽しく英語を教え
ています。絵を描くことも大好きなので、レッスンでも時々取り
入れられたら嬉しいです。

1.
2.
3.
4.

Ms. Debbie
アメリカ
RWIにて幼児教育に携わり７年。
Exposure to somethings of the
world at a young age, makes it
easier to accept and learn. I love
to read and tell stories, bringing
them to life.

幼い頃から世界に触れることは、新しいことを受け入れやすく、
また学びやすくしていくことでしょう。私は物語を読んで話すこ
とが大好きで、本の世界を現実の世界へと導きだします。

1.
2.
3.
4.

Ms. Jinkee
フィリピン
RWIにて幼児教育に携わり１年。
I love teaching English and I
always make the class fun and
exciting. I’m good at dancing
so sometimes I incorporate it
to my lessons to make the
class happy and lively.

私は英語を教えるのが大好きで、クラスが常に楽しく刺激的なも
のになる様心がけています。またダンスが得意なので、レッスン
に取り入れ、活気あるクラスにしていきたいです。

1.
2.
3.
4.

Ms. Lizy
ナイジェリア
RWIにて幼児教育に携わり３年半。
I am passionate about Music and
I love to sing. I’m very creative in
the classroom and I use my skills
in helping kids learn while
having fun.

私は音楽に情熱を傾けており、歌うことが大好きです！教室では常
に創造力を活かし、子どもたちが楽しみながら学べるよう心がけて
います。子どもたちが楽しめるようにサポートしていきたいです。

1.
2.
3.
4.

Ms. Gen
フィリピン
RWIにて幼児教育に携わり３年。
I am kind and friendly and I always
provide my students a happy, lively,
comfortable and creative
environment to study and learn
English. I would love to be your
teacher too so come and let’s enjoy
English together!

私は誰とでも仲良くなれます。英語を学ぶために、活気があり、心
地よく、創造的な環境を提供することを心がけています。みんなの
先生として、一緒に英語を楽しみたいです！

1.
2.
3.
4.

Ms. Inas
エジプト
RWIにて幼児教育に携わり２年。
I like the hand making work,
which I would like to share with
the students. Such as a paper craft
work, coloring, design the greeting,
Christmas and Birthday cards.
Also I like the share storytelling,
singing with the kids.

私はペーパークラフトやぬりえ、クリスマスカードなどを手作りする
事が好きなので、生徒たちと一緒にできればと考えています。また物
語を語り、歌う事も好きなので、レッスンに活かしていきたいです。

４／１０（土）開講！
♬About our Club♬
場

所：RWI本園

サテライト

対

象：幼児（年中・年長）、小学１・２年生
※在園児・卒園児は、対象外となります。
※対象年齢は入会時の年齢となります。

日

時：土曜日 幼児１０時～１１時、小学生１１時～１２時（年間４５回）
※所要時間はフリートークタイム15分を含みます。
※園行事がある日を除く。詳細は年間スケジュールをご参照ください。

定

員：各クラス８名程度

料

金：入会金¥9,350、月謝¥9,350

施設経費¥5,000（年間）、テキスト代 ¥5,500（購入目安：年に一度）
※全て税込み価格

【お申込み方法】
1月中旬頃よりお申込み開始予定となっております。
詳細はHPをご確認ください。

私たちRWI Family (Rainbow Wing International Family）は、
認定こども園、学童クラブ、Afterschool（各種教室：英語・音
楽・書道・運動）、事業所内保育園にて、 ０歳児～小学生ま
でをお預かりし、児童福祉と児童教育を通じて子どもたちの明
るい未来をつくる活動をしています。施設内では日本語と英語
を公用語として、日頃から多様性・国際感覚を育てる環境をつ
くり提供しています。

【お問合せ先】
RWI Kids School
Rainbow Wings International合同会社
〒270-1337 印西市草深字三夜脇1105番地1
TEL:0476-85-6750 FAX:0476-85-5051
kidsschool@rainbow-wings-i.com
https://rainbow-wings-i.com/kidsschool
※TELでのお問合せは平日９時～１７時となります。

