RISE Japan English
Summer Day Camp
2017

Rise onto the
Stage
[英語で学ぶ・英語で創るシアター・プログラム]

Rise Global

Our Vision

Bright Present
Brighter Future

良質な教育は、
良質な未来をつくる

Our Mission

•

Global citizenship Socialization

•

Bilingual education

•

Immersive English Program

•
•
•

グローバルに通用する社会性を育む
バイリンガル教育
子どもが楽しく、英語に没頭できる環境

What is RISE?

• Formerly an affiliate of Houghton
Mifflin Harcourt
• We have a deep-rooted commitment
to educational excellence through
the use of innovative technology,
combined with proven pedagogy, to
drive learning outcomes

• RIVERDEEP immersive subjectbased English (RISE) is RISE
global’s fast-growing children’s
program
• The RISE program is based on
HMH’s award-winning content for
young learners through elementary

•

ホートンミフリンハーコートのグループ会社です

•

•

ライズは子どもの学習成果のために、様々な革新的
技術と独自の教育理論を用い、教育に深く関わって
きました

リバーディープ・イマージョン・サブジェクトベー
ス・イングリッシュ（RISE）は世界で急速に発展し
ている子ども向けの教育プログラムです

•

幼児から小学生まですべてのライズのプログラムは
HMHの高く評価されたコンテンツに基づいています

Our Idea
World wide program based
on American curriculum and
the teaching objectives
アメリカで使われているカリキュラム
、指導目標に基づいたプログラム

Immersive English Program
for second language learners

Integrated Curriculum through the
use of Interactive Whiteboards,
Text Books and Activities
インタラクティブ・ボード、教科書、
アクティビティを用いた統合的なカリキ
ュラム

第二ヶ国語言語者向けのバイリンガル教
育である、イマージョンプログラム

Subject Based
Curriculum
科目（算数、理科、社会）を英語で
学ぶカリキュラム

Active Learning and
Hands-on approach
体験、経験を通し子ども達それ
ぞれのやり方で学ぶ

Confidence, ProblemSolving and Creative
Thinking Skills
自立・自信、問題解決能力、
創造力

RISE Japan Education

Mom & Me

•
•
•
•

Pre-School

Kindergarten

Afterschool

Pre-toddler class (1-2 years old)
Preschool (1.5-3.5 years old) , including Fulltime
Full-time Kindergarten (over 3.5 years old)
Kindergarten (3-5 years old) , Elementary Afterschool (over
6 years old)

RISE
Summer Day Camp 2017
[サマーデイキャンプ2017]
•

•

•

•

•

RISE Japan Summer Day Camp is a carefully structured English language immersion day camp.
Through a combination of theatre and exciting activities students will become comfortable
communicating with their peers and adults in English.
Students will focus on learning their lines, dramatic reading, getting into character and acting.
Students will also learn the songs and dances for each week’s production. Students will design and
create costumes, backdrops, and even puppets for the plays. Each week we will master and perform
a different play, from Jack and the Beanstalk to Chicken Little. In the afternoons students will have
physical activity time which includes everything from races to dodgeball.
RISE Japanのサマーキャンプは、お子様の夏休み期間を活用し、集中的に英語に触れ、異なる環境に慣
れ、新しい興味・関心を獲得する機会です。また、英語でのコミュニケーション力を高めることを目的としてお
り、子どもたちに新しいエキサイティングな経験ができるように構成されています。
2017年のテーマである、「シアター・プログラム」は、世界の名作・物語を舞台役者として演じるために、スト
ーリーの流れや意図、登場人物のキャラクターや関係性、背景となる作者の思いなどに、実際に触れて学
んでいきます。
そして、舞台を演じるために、歌やダンスを学んだり、舞台や衣装やパペットなどを作ったり、ゲームでリズ
ムをつかんだり。楽しく英語で夢中になって舞台づくりを行なっていく中で、英語を自然に身近なものにして
いくプログラムです。

The Basics
[概要]
•
•

•
•

Classes run Monday through Friday, 9:00am to 3:00pm. We
have extended care.
Choose from 1 to 4 weeks from July 24th to August 25th with a
week break August 14-18th. You can choose the first week, the
second week, the third week, the fourth week or all four of the
weeks!
クラスは月曜日から金曜日、午前9時から午後3時（延長保育あり）
サマーデイキャンプは7月24日から8月25日まで開催されており、1
週間コース・2週間コース・3週間コース・4週間コースの中からお好
きなコースをお選びいただけます。
(※8月14日～8月18日は夏季休暇期間となります)

More Basics
[概要]
•
•
•
•
•
•
•
•

Trips will be supervised depending on the number of students
and their ages. Buses may be provided.
Lunch will be provided daily. Snacks and drinks will be available
for our actors each day.
Dress code will be comfortable stage clothing (please bring a
change of clothes & a hat).
All other material will be provided.
フィールド・トリップ（遠足）には参加人数、年齢構成に応じて先生達が
引率します。必要に応じてバスを手配する場合もあります。
昼食はランチボックスを提供させていただきます。また、毎日スナック
とドリンクをご提供いたします（参加費に含みます）
動きやすい服装でご参加ください。（必ず着替えと帽子をご持参くださ
い）
その他、筆記用具等の持ち物はありません。こちらでご用意致します
。

Our Program
[プログラム詳細]

Added

•

The English curriculum is delivered each morning of the program from 9:00 and
12:00 pm with an approach designed to improve confidence in communication
and interaction in English. The afternoons are devoted to a variety of activities in
an English speaking environment and run from 1:00 to 3:00 pm. In the
afternoons, activities and field trips are carefully selected to balance educational,
historical and cultural, spots are leisure, and outdoor experience. On Friday, we
will have a performance that parents will be able to attend.

•

サマーデイキャンプは、1週間で構成されています。
主に月曜日は、テーマとなる物語のストーリーを理解し、場面や人物、流れを楽しみ、
親しんでいきます。火曜日は歌やクラフトといった創る立場を体験し、主体性とチーム
ワークを育みます。水曜日はFIRLD TRIP。外に出かけて、テーマを追求・探求してい
きます。木曜日はいよいよ自分たちでシアターを形作る日。役を覚えるのではなく、即
興性を身につけることも行います。金曜日はリハーサルに加え、いよいよ本番。お父さ
ん、お母さんの前でシアターを披露します。

Daily Schedule (Sample)
Week 1

Monday

9:00-9:30

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Final Dress
Rehearsal
and Final Stage
Setup

Sign in/ Ice Breaker / Daily Routines

9:30-10:00

Story Introduction

Quick run through

Leave for Theatre

Song Practice

10:00-11:00

Stick Puppet
Theatre
&
Song introduction
Vocabulary and
song practice

Costume design

Children's Puppetry
play and class

Set design phase
one

11:00-11:30

Song and dance
practice

Set design phase
two

11:30-12:00
12:00-13:00
13:00-14:30
14:30-15:00

Lunch
Tug of war with the
beanstalk

Find the magic bean

Return From Theatre

Wrap up/ Review and Preview

Dress Lunch
Run from the Giant

Full Production

Field Trip
[フィールド・トリップ]
•

During each week we will have a field trip outside the center. Field
trips include the Tokyo puppet theatre and some traditional
Japanese theatre venues.

•

各週ごとに、テーマとなる物語は変わります。
ストーリー中に出てくるアクティビティを屋外で楽しんだり、遠足に出かけ
て、プロの人形劇やお芝居を観たりし、経験を積んでいきます。また、年
齢ごとに学習ポイントや難易度が適切なアクティビティ（クラフトやゲーム
、ダンスなど）を豊富に取り入れ、子どもたちは飽きることなく、夢中にな
ってプログラムに取り組んでいきます。

Added

Rise Onto The Stage!
•
•
•

Prepare yourself for an experience like no other!
Hit the stage in your own full theater production!
During this experience we will be…
– Learning our lines.
– Designing and decorating our costumes.
– Singing the songs.
– Learning the dances.
– Performing in front of our friends and families.

•
•

1から自分たちで創るステージを通して、他ではできない体験ができます！
この体験を通じて‥
– 物語のストーリー構成や登場人物のセリフを学び、
– 舞台や衣装などをデザインし、
– テーマソングを歌う練習をし、
– ダンスの振り付けを楽しく身につけ、
– 家族、友達など、大勢の観客の前でパフォーマンスをします！

Weekly schedule
Week

Play

Field Trip

Week 1
<Jul 24th – Jul 28th>

Jack and the Beanstalk

Tokyo Children's
Puppet Theatre

Week 2
<Jul 31st – Aug 4th>

The Ugly Duckling

Puk the puppet
show

Week 3
<Aug 7th – Aug 11th>

Little Simba and Four
Tigers

Enpaku

Week 4
<Aug 21st – Aug 25th>

The Magic Cooking Pot

Foundation of
modern puppet
center

Week 1
Jack and the Beanstalk
•
•
•

Meet the characters : Jack, the Giant, Mom, the Old Man, the Fairy, the Cow, the
Singing Harp, and the Hen who lays golden eggs.
Design the Sets : Jack’s Home, the Magic Beanstalk, and the Giant’s Castle.
Play the Games : Tug of War with the Beanstalk, Find the Magic Beans, Run from the
Giant.

Week 2
The Ugly Duckling
•
•
•

Meet the characters : The Ugly Duckling, Baby Ducks, Fish, Rabbits, Geese, Swans,
and the Owl.
Design the Sets : The Duck Nest, The River, The Tree.
Play the Games : Duck Duck Swan, Pin the Beak on the Buck, Animal March.

Week 3
Little Simba and the Four Tigers
•
•
•

Meet the characters : Simba, Simba’s Mom, Simba’s Dad, and The Four Tigers.
Design the Sets : Inside Simba’s Hut, Outside the Hut, The Jungle.
Play the Games : Steal the Tiger’s Stripes, What’s the time Mr. Tiger, Tiger Leap.

Week 4
Magic Cooking Pot
•
•
•

Meet the characters : Mary, Anne, Sam, Mom, the Old Woman, Villagers, and Mary’s
Mom.
Design the Sets : The Cottage, The Village, The Berry Bush.
Play the Games : Throw the Berries in the Pot, Berry Rush, Hot Potato.

About the classes
[クラスについて]
•
•
•
•
•
•
•
•

Classes will be separated by age(3-5, 6+ ).
Each morning class will have a Native English teacher / Director and an assistant
director.
Afternoon lessons will be run by a camp counselor who is either a native speaker or
bilingual with Native teacher support.
For younger students we have a Japanese licensed nursery teacher.
クラス分けは、3歳~5歳、6歳以上の年齢構成で行われます。
午前のレッスンはネイティブティーチャーとアシスタントティーチャーが実施します。
午後のレッスンは、ネイティブティーチャーのサポートのもと、ネイティブまたはバイリンガル
のキャンプカウンセラーを交え、実施します。
3歳~5歳のお子様のクラスは、日本人の保育士がつきます

About drop off
[お預かりについて]
After our summer day can program, we offer drop off care
from 3pm-5pm. The price is 10,000yen/week or
1,500yen/hour.
サマーデイキャンプ期間中午後3時から午後5時までの
お預かり料金は以下となります。
1週間単位の場合: 10,000円/週
1時間単位の場合: 1,500円/時間

The End
Thank You!

