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Bright Pres ent,
Bright Futu re
私たちが想像もできない未来を創造していく子どもに、与えてあげられるものは何
か？ 最も重要な要素を１つあげるのなら、
それは
「学びの場」
と言えるのではない
でしょうか。子どもたちは日々、良い環境であれ悪い環境であれ、
その場から自然に
適応し、学び、個性・強み・性格を獲得していきます。ただ幼少期においては、子ど
も自身でその環境を選ぶことはできず、私たち親という存在がそれを決めることに
なります。自分で選択できるようになる、つまり主体的に自分の未来を創造できる
ようになる10代半ばまで、私たち親は、子どもの選択肢・可能性が最大化するよう
に支援する。そうすることで、子どもたちの未来を切り開く可能性をプレゼントする
ことができるのです。
では、
どのような環境こそが、子どもの可能性を最大化させていくのでしょうか？
これが私たちに問われているテーマです。ページを開いていくと、
その答えを探す
ための手がかりが見つかるかもしれません。
さあ、私たちRISE Japanのコンセプ
ト、学びの環境、子どもたちの生きた表情に触れてみてください。
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22世紀へ向けて力強く生きる
子どもたちが大きく羽ばたいていく21世紀中盤は、一体どのような世界になっているのか。
「フラ
ット化する世界」
（トーマス・フリードマン）
はますます進み、AI
（人工知能）
が進化し、人や知識、技
術、
そして地域・国へ、
より早く手軽にアクセスすることができるようになる。
そして個人には、
これらを
「どう活用し、何を起こすのか」
が問われる時代がやってくる。
自分は何者か、何をして生きるのか、
それを誰とやるのか、
その方法は何か。自分に限界を設け
ず、夢に向かって人と人がつながって邁進する。時にリーダーシップを、時にフォロワーシップを
発揮して、
自分の力も相手の力も最大化していくことが求められてくる。
22世紀へつながる21世紀半ばを力強く生き抜き、新しい世の中、新しい文化・習慣を作り出し
ていく役割が、今の子どもたちには期待される。ではその準備のために、私たち
「親」
が子ども
にあげられる最高のプレゼントは何か？ 私たちはそれを
「学ぶ力」
を育む
「環境」
だと信じている。
新しい人、
ものごと、興味、知識、技術を学ぶだけでなく、成功も失敗も、経験から学び次に活
かしていくことさえできれば、
自分で自分を前に進めていくことができる。

高い学ぶ力を持つバイリンガルへ
バイリンガル脳、バイリンガリズムを持った人材は経験からの学びを効果的、効率的に起こす
ことができる。2つ以上の言葉が話せるという一義的な能力だけではなく、異なる文化や状況
に対する受けとめが柔軟で、思考が早く、行動選択のバラエティを広く持って、
自分も集団も
前に進めていくための素養をもつ。子どもたちにとって
「バイリンガルとして生きる」
ということ
は、
自分の人生を自分でより豊かにしていくスタートでもある。
そのバイリンガルとしてのベース
を自然に身につけることができるRISEという環境は、親として私たちが子どもの学習環境を考

6

Live
Bilingual

えるための参考になるのではないだろうか。

バイリンガル
として生きる
7

Global
Citizenship

“バ ンシップ」の入り口に立つということです。グローバル・シチ
イリンガルとして生きる”
、
ということは、
「グローバル・シチズ

ズンシップとは、直訳すれば地球市民意識。国・人種・文化・性別・
年齢の違いを当たり前のこととしてその環境に馴染み、
それを活か
し、地球上の課題解決を実現していくために生きていく志を持つ一
員であることです。RISE Japanが提供するバイリンガル教育、
イマ
ージョン教育の先にある
「グローバル・シチズンシップとは何か」に
ついて第一人者の二人に話を聞きました。

グローバル・
シチズンシップの
基礎を整える
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Global Citizenship
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広い世界を感じることが、
グローバル・
シチズンシップの第一歩
一般社団法人 グローバル教育推進プロジェクト
（GiFT）CEO／ファウンダー

辰野まどかさん

グローバル・シチズンシップとは

ーー何だか難しい定義ですね。わか

を広げて考えてみると、代償として

りやすく言うとどのようなことでし

温暖化の問題、資源枯渇への対応な

ょうか？

ど一人や一カ国では解決できない大

私は、主に高校生・大学生・社会人

きな問題解決に取り組む必要がある

ーー日本では馴染みのないグローバ

を対象にグローバル・シチズンシッ

ことが見えてきます。そこで、私た

ル・シチズンシップという言葉です

プ教育を実践しています。漢字では、

ちが住む世界の持続的な存在のため

が、どのような定義がなされている

地 球 市 民 意 識 で は な く、Citizen

に、より広い視野を持って捉え、仲

「Ship」の部分を志と表現し、「地

間を増やしながら解決していく志を

GiFT ではグローバル・シチズンシ

球志民」と表記しています。私たち

育み、そのための行動を促していく

ップを「世界をよりよくする志」と

は誰もが、美味しいものを食べたい、

教育、グローバル・シチズンシップ

呼んでいます。自分の志と繋がり、

快適な空間に住みたい、いい成績・

教育が世界で求められていると感じ

グローバル社会の一員として、社会

成果を出したいと言う根源的な欲望

ています。

に貢献・参画していくことのできる

を持って生きていますが、その世界

のでしょうか？

グローバル・シチズンシップを
育むための要素

思いと行動を指します。

が社会に参画し還元するということ
です。
（P10 図参照）この４つを何

グローバル・シチズンシップを
どのように育んでいくのか？

度も繰り返し、私たち一人ひとりが

2012 年 9 月 に、 当 時 の 国 連 事 務

ーーまさに 22 世紀に向けて、人類

世界のどこにいてもその人らしく振

ーー具体的な事例はありますか？

総 長 が「Global Education First

が担わざるを得ない役割をリードし

舞い、行動すること。そして、多種

思い出深い大学生の話をさせてくだ

Initiative」を開始し、その中でも

ていく立ち位置ですね。では、この

多様な価値観を持つ人と共に取り組

さい。その子は大学に入学したての

最優先事項の一つとしてグローバ

グローバル・シチズンシップ教育と

み、新たな価値を生み出して社会に

女の子で、文学部のおとなしい雰囲

ル・シチズンシップ育成を掲げてい

は、どのようなものなのでしょう

参画することが「グローバル・シチ

気でした。GiFT のセブの短期プロ

ます。人類という共通項を示すこと

か？

ズンシップ（地球志民）
」を育む教

グラムに参加してきたのですが、

で、平和な社会・多様性を尊重する

わかりやすくするために、GiFT で

育だと考えています。イマージョン

「フィリピンはどこにあるんだろ

社会を作っていくということ、そし

定義しているものを用いますが、主

教育もここにつながるもので、異な

う？」というほど、初めての海外、

て、地球規模の課題に取り組める人

には 4 つの要素で成り立っていま

る言語環境に身を置きながら、世界

初めての英語に浸かる経験にドキド

材を育成し、次世代を意識する教育

す。1 つは、自己を知る・受け入れ

にある多様な価値観に触れ、新たな

キしていました。ただ、英語を使っ

が推進されているのです。

る と い う こ と。2 つ め は 相 手 を 知

価値にも気付きながら、自分自身の

て、現地の同世代の若者の生き方や

る・受け入れる、3 つめは共に取り

軸を育んでいくことができるように

考え方に触れるうちに、彼女の表情

組み、創るということ。そして最後

なると思います。

は見違えるほど変わりました。スラ
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プにつながり、そしてそれを育んで

ての答えになりますが、イマージョ

世代のフィリピン人が持っている思

いったプロセスだと考えます。

ン教育の環境にいることで「より広

い、夢、そして、揺さぶられる感情

彼女は、帰国した今も、フィリピン

い世界があることが当たり前」の体

に向き合い、現地で親友と呼べる人

の様子や、社会で起きていることを

験をする、というのは大切かもしれ

ができます。そして大学を休学して

発信し、より良い社会作りに貢献し

ません。今思うと、私自身も幼少期、

フィリピンに戻り、貧困解決のため

続けています。

日本で育っていましたが、近所の外

のビジネス作りに尽力しました。当

ーー素晴らしい気づきですね。ただ、

国人の子どもたちが集まる会によく

時はドキドキしながら英語を喋って

元々ポテンシャルがあったのかもし

参加していました。小さい頃の写真

いた彼女でしたが、今は、英語はも

れません。

には、ブロンドの子どもやアジアっ

ちろんのこと、セブアノ語と呼ばれ

確かにポテンシャルはあったのだと思

ぽい子どもに囲まれバースデーケー

るローカルの言葉を話せるようにな

います。彼女に自分と真正面から向き

キのロウソクの火を消したりしてい

りました。彼女はローカルの人たち

合い、考える力があった、そして向き

ます。母親曰く、当時私が喋ること

と日々共に過ごし、対話をし、深い

合うことから逃げなかったというのは

のできた英語は「クッキープリー

学びを手に入れていたのです。

大きいのではないでしょうか。

ズ」だけだったそうですが（笑）
、

彼女は 9 日間の初めての海外で、
自分の志と、同世代のフィリピンの
友人たちと心を通わせ、そこから、

学生まで続きました。その度にワク

たちでしたが、育てられる中で、素

ワクドキドキし、世界の広さを交流

晴らしい大人達とたくさんの交流を

を通して学ぶことができました。

させてくれましたし、チャレンジさ

ーー英語とかそういうことではない

せることに覚悟のある人でした。と

のですね。

いうよりも、両親が常に色々なこと

はい。むしろ私は英語が苦手で、英

にチャレンジしていたのだと思いま

文法や単語を暗記する学校の勉強は

す。仕事も言語も、様々なものに飛

極力避けていました。けれども、英

び込んで成長していく姿を子どもな

会話や、留学など、体験を通して学

がらに吸収し、当たり前だと思って

ぶ環境だと、ワクワクして様々な国

いたのかもしれません。親を見て子

の人たちと交流することができまし

は育つというのは、昔も今も変わり

た。両親は英語は教えてくれません

ませんね。親が常に開き続け、気づ

でしたが、様々なことが経験できる

きとチャレンジと変化をしていれば、

環境をたくさんくれました。

子どもはそこからスタンスを学びと

ーーそれはご両親次第ということで

るものではないかと思います。

しょうか？
私の両親は、留学生を頻繁に受け入

（聴き手：若鍋孝司）

Profile 辰野まどか
17 歳の海外体験をきっかけにグローバ
ル教育に目覚める。大学時代に世界100
都市以上を訪れ、様々なプログラムを通
して、自らを実験台にグローバル・シチ
ズンシップを育成するグローバル教育を
体験する。コーチング専門会社勤務後、
米国大学院に留学し、異文化サービス・
リーダーシップ・マネジメント修士号取
得。その後、米国教育 NPO においてグ
ローバル教育コーディネーター、内閣府
主催「世界青年の船」事業コース・ディ
スカッション主任等を通して、世界各地
で多国籍チームとグローバル教育を実
践。 2012年末に（社）GiFTを設立し、
多様性の中から新たな価値を創りだすグ
ローバル・シチズンシップ育成推進のた
めの活動を開始。 現在は「トビタテ！
留学 JAPAN 」高校生コース事前事後研
修や東南アジア6カ国を舞台にした海外
研修等、中学・高校・大学・企業を対象
としたグローバル・シチズンシップ育成
に関するプロデュース、研修、講演等を
行っている。
2016 年より東洋大学食環境科学研究科
客員教授
2015 年より「持続可能な開発のための
教育（ESD）円卓会議」委員

無意識のうちに世界にはいろんな人

ベースとなる幼少期や小学生で
身につけておきたいことは？

たちがいて、いろんな言語を使って
いる、という感覚が身についたのだ
と思います。それがテレビや絵本で

自分にできることを形にするために
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れるなど、いい意味でユニークな人

Global Citizenship

ムなど異なる環境で生まれ育った同

を教えてもらったり、というのが大

フィリピンに戻ったのです。ただ、

ーー「グローバル・シチズンシップ

みる世界だけではなくて、味、言葉、

英語を学ぶ、海外に出る、ではなく、

を育む入り口に立つ」という文脈を、

雰囲気など、五感で感じられたこと

イマージョン教育がそうであるよう

幼少期に学んでおいた方が良いこと、

は、もしかしたら今の活動の礎にな

に、現地にどっぷりと自分を浸し、

という質問に置き換えると、どのよ

っているかもしれません。その後も、

新たな自分を創り、自信ができるこ

うなことが言えるでしょうか？

私の家庭では、様々な国の留学生の

とで社会に貢献していったのです。

私の専門領域が幼少期の教育ではな

ホームステイを受け入れ、その学生

これが、グローバル・シチズンシッ

いので、あくまで自身の経験を持っ

たちに料理を作ってもらったり、歌
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"VUCA" World

Think Globally, Act Locally

Volatility

（不安定）

Complexity

（複雑）

?

地球規模でモノゴトを考え、
自らの道を自分で決めて
覚悟を持って進んでいける人

Uncertainty

（不確実）

Ambiguity

（曖昧）

領域・専門性
1/100万人
の分野

トビタテ！留学JAPAN プロジェクトディレクター

船橋力さん

将来を見通すことが困難で、
〝正解のない時代〟

とが実際に起こっている現実に、み

の 100 年に起きた変化がこれから

とがどんどんなくなるこれからの時

時に、一人ひとりには何か突出した

ていて、このオトナとは

んなが戸惑っていることを表してい

10 年で起きると確信をもっていま

代。求められる能力、人材について

専門性、得意領域を持っている必要

生

ます。このトピックがダボス会議の

す。日本は話題が遅れがちですが、

はどうお考えですか？

が出てきます。もちろん広い視野を

身も大人なのでそこに含まれます

ーー国際政治・経済、あらゆる分野

半分を占め、もう半分は

世界では

第

私はいま、文部科学省の「トビタ

持った上でのことです。

で激しい変化が起きています。これ

ラリティ

に関する議題です。シン

4 次産業革命 で世界はどう変わる

テ！ 留 学 JAPAN」
（ 以 下、 ト ビ タ

トビタテ！留学 JAPAN の学生には

ドで世の中が変わっていく中で、過

からの世界はどうなると捉えていま

ギュラリティは、2045 年に機械が

のかというトピックの議論が本格化

テ！）で、プロジェクトディレクタ

リーダーとしてルールを変えること

去しか知らない親、先生が正しいこ

すか？

人間を超えると言われる技術的特異

しています。

ーをしています。トビタテ！では、

ができる人材になって欲しいと思っ

とを言っているとは限らないでしょ

世界はどう変わっていくか

シンギュ

シンギュラリティ

マスコミ

親

先

のことです。私自

（笑）。これから本当にすごいスピー

IT の進歩、ソーシャルメディアの

点のことで、2030 年には人間の仕

世界で活躍するリーダーの輩出を目

て お り、100 万 人 の 中 で Only1 の

う。だから自分の肌で感じ、目で見

台頭は現実世界の国境をなくし、先

事が AI、ロボットに奪われる

指 し て お り、「Think Globally, Act

得意領域、専門性を目指すように伝

て、足を運ぶ。そして、様々な人の

進国という定義がなくなって、移動

レシンギュラリティ

Locally」（※図 2）という表現で求

えています。ただ１つだけに絞ると、

話を聞いて、自分で考え、判断して

も容易になり、物理的な国ごとの

言われています。テクノロジー、AI

める人材像を定義しています。簡潔

環境・時代が変わって、その専門領

決める。自分で考えて決めたことの

差

プ

が起こるとも

これから求められる人材とは

はどんどんなくなっていきま

の進歩は我々の想像を大きく超えて

ーーいままでの延長線上で考えたり、

に言うと、 地球規模でモノゴトを

域が使えなくなることもあります。

方がやり遂げるし、へこたれない、

す。 VUCA World 「Volatility< 不

おり、ダボス会議のメンバーは、こ

これをやっていれば大丈夫というこ

考え、自らの道を自分で決め、覚悟

現 実 的 に は、100 人 の 中 で 1 番 に

さらに吸収するものが大きくなりま

安 定 >、Uncertainty< 不 確 実 >、

を持って進んでいける人

というこ

なれる専門性、学年や同期で 1 番

す。傍観することと、オーナーシッ

Complexity< 複 雑 >、Ambiguity<

とになります。

に な れ る こ と を 3 つ 持 ち、1% ×

プを持ってやることには極めて大き

Think Globally は言葉の通り、

1% × 1% の唯一無二の人材になっ

な差がでるのは間違いありません。

正解

地球規模のアンテナを持ってモノゴ

て欲しいと話しています。これは

そしてもう一つはマスコミ。日本は

に突入していくと見て

トを考えましょう、ということ。

曖昧 >」はさらに常態化し、ますま
す将来を見通すことが困難な
のない時代

います。（※図 1）
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図2
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RISE Feature Interview 02

グローバル時代に
求められる
自ら道を切り拓く力

図1

よのなか科

で著名な杉並区和田

本当に情報鎖国です。例えばシンガ

Act Locally というのは、みなさ

中学校の元民間校長 藤原和博さん

ポ ー ル に 行 っ た ら、 ニ ュ ー ス の

私は 2009 年にダボス会議（世界経

んがイメージしがちな場所や地域の

の言葉と考え方を引用しており、彼

10% ぐらいはシンガポールの国の

済フォーラム）に参加して以来、そ

ことではなく、自分の得意領域、専

は私が尊敬する人の 1 人です。

こと、残りはシンガポール以外の世

の動向を常に見ていますが、前回の

門性を持つということです。これか

ーーその領域を

ダボス会議は一言で言うと、
「戸惑

らの世界は、あらゆる要素が変動的

とはできるのでしょうか？

と 90% ぐらいは日本のニュースで、

い」
（英語で言うと Embarrassing）

で複雑過ぎて、到底一人で問題解決

自分で決めることは、大変重要です。

海外のニュースは 10%。しかもそ

になるでしょう。これは米トランプ

できないことばかりになるでしょう。

話が飛ぶようですが、トビタテ！で

の 90% もかなり偏っています。自

政権誕生に代表されるように、近年

そのため、多くのことはチームや組

は、学生には「オトナを信用する

分で決めるためにも、日本の外で積

多くの人が起きないと思っていたこ

織で取り組むことになります。その

な」という過激なメッセージを伝え

極的に情報を取りにいかなければな

自分で決める

こ

界のニュースです。でも日本にいる
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にそれが正しいのかを常に疑う必要

の文化・宗教に強く影響を受け、許

回は海外に行き、海外の情報を得る

がある、と学生には言っています。

容してきました。これは世界でも特

ようにしていてます。日本だけにい
ると、どうしても世の中の流れに取
り残されていく感覚があるのです。

幼少期から小学生の時に
経験して欲しいこと

有で、日本人は人の話を傾聴するし、

日本人として
グローバル社会にのぞむ

ーーこれから、みんなで解決してい

共感しやすい人種だと思います。だ

ーー幼少期や小学生の時に経験して

から世界の人から好かれやすいとい

欲しいこと、求めたいことはどのよ

うのもあると思いますし、この共感

うなことですか？

くべき問題とは、どのようなことで

ーーグローバル社会で求められる能

力はチームで大きな課題に取り組む

幼少期や小学生など、多感な時期に

しょうか？

力には IB（インターナショナル・

ときに大きな強みになるのです。逆

はとにかく、外国人や、異なる文化

一般的には SDGs のような話にな

バカロレア）に代表されるように世

に足りない・弱いと思うのは

した

など、異質な経験をできるだけ多く

ると思います。SDGs とは、国連サ

界共通の要件があります。その中で

たかさ

という

することが大事だと思います。幼少

ミットで採択された世界共通の「持

も日本人特有の強み、意識しておい

と悪い言葉に聞こえますが、ニュア

期にそういった経験をしておくと、

続可能な 17 の開発目標」のことで、

た方が良いことはありますか。

ンスとしては

というよう

異質を受け入れることがスキルでは

例えば、貧困をなくすことや人と国

完全なる私見ですが、これからの時

に捉えています。日本人の良さを

なく、肌感覚に近いレベルの特性に

の不平等をなくすこと、働きがいと

代に必要で日本人に強みがあるのは、

経済成長の両立、などがあります。
ただし、この 17 項目ですら、本当

Global Citizenship

り ま せ ん。 僕 自 身 も 最 低 1 年 に 1

共感力

です。日本という国は、

さまざまな異質と接するなかで、外

です。 したたか

戦略的に

戦略的

使うという発想を持て

ればとても強いはずです。

なるので、将来、国を跨いだ組織や
外国人、国内でも考え方の異なる人
とチームで働く時に活きてきます。

か？

また、違いを認識することは、好奇

言語が必要か

心を育み、視座を広げることにつな

が多い。近い将来、自動翻訳が発達

がります。

してコミュニケーションに壁がなく

ーー最後に小さいお子さまを持つ、

余談で、確かフランスでは小学生卒

なると、英語は趣味のようなものに

ご両親に向けてメッセージをお願い

業の時くらいに、国の税金で全員が

なると考えています。カラオケがう

します。

最高級のフランス料理を食べると聞

まい人のように

として流暢

繰り返しになりますが、これからの

いたことがあります。舌に 1 回は

に英語を話したい人がうまく話せる

時代はボーダーレスで正解がない時

最高級の料理を経験させるようです。

だけになる。だから何語を学ぶかも

代です。受験勉強も大事ですが、小

これも経験の一つですが、多様な経

本来は本人が決めるべきです。語学

さいうちからできるだけたくさん多

験が子どもたちの幅を広げるのだと

はツールなので、人生の目的や生き

様な経験を積ませてあげてください。

思います。

方、戦略において必要であれば学ぶ

そして子どもたちには、自分の強

私自身、学生時代にフィリピンのス

と良いでしょう。ただ、それが見つ

み・得意領域を活かすこと、自分で

ラム街で過ごした経験があり、貧し

かっていない人は、英語や中国語を

考え、自分で決める思考の癖をつけ

くても、家族と歌と踊りがあり、幸

習得しておいた方が当然良い。幼少

ていってもらいたいと思います。

せに暮らしている人達を実際に見ま

期に第二言語を学ぶということは、

した。どんなに失敗しても貧しくて

語学それ自体を学ぶというよりも、

も、こんなに幸せに暮らすことがで

もっと言うと、 本当に第二

英語で

と感じてしまうこと

表現

日本人以外の人とのコミ

きる。起業に踏み切れた最後の一押

ュニケーションをしたり、英語を学

しはこの経験にあります。自由に視

ぶことで本人が海外に行きたい、も

点を持てる、とも言えるでしょう。

っと世界を広げたい、と自ら思うき

ーーもはや言語の世界を超えていま

っかけになる。そこに本当の価値が

すね。幼少期の英語教育については、

あるのだと思います。

どうお考えですか？

小さいお子さまを持つ
ご両親に向けてのメッセージ

（聴き手：山田大

）

Profile 船橋力
1994 年、上智大学卒業後、伊藤忠商事
株式会社に入社し、 ODA プロジェクト
を手がける。 2000 年、株式会社ウィ
ル・シードを設立し、企業と学校向けの
体験型・参加型の教育プログラムを提供
する事業を手がけた。 2009 年には世界
経済フォーラムのヤング・グローバル・
リーダーに選出。現在は、文部科学省・
官民協働海外留学創出プロジェクトのプ
ロジェクトディレクターを務める。

私 自 身 は、 本 当 に 英 語 が 必 要
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Active Learning

子どもの主体的な学びを促すアクティブ・ラーニング
子どもは遊びながら学びを得ていくもの。やりたい楽しい遊びなら自分から主体的に
どんどん遊んで学んでいく。そこにアカデミックなストラクチャーをつくればアクティブラーニングになっていく。

Active Learning

アクティブ・ラーニング

Global Citizenship

アクティブラーニング

座学を中心とした一方的な知識伝達ではなく、学習者
の能動的な参加を目指す学習スタイルの総称。学習者の
主体性を重視し、その多くは課題発見、問題解決型でグ
ループワークや体験学習などを有効に取り入れた学習法
となっている。先生は学習者の学びの環境を整えること
に集中し、学んだ知識がすぐに陳腐化する現代の知識社

アクティブラーニングの世界で自ら学ぶ

会において、将来にわたって必要な思考スキルを身につ
けさせる学習法として注目されている。

子どもたちが効果的に学んで行く環境の与え方が、アク
ティブラーニングという言葉で定義されるようになって、
随分経ちます。アクティブラーニングは、子どもたちの強

長を楽しみながら、日記や絵を書いたり写真を撮ったり。
アクティブラーニング
子どもたちは、自分が選んだ植物を育てているので、異な

い好奇心や興味、あるいは反骨心・勝ちたい気持ちなどが

る収穫物ができます。子どもたち同士は、できたものを自

元になって主体的に考え、行動し、学びが極めて効果的に

慢してたくさんおしゃべりし、その違いを楽しみ、お互い

行われる学習プロセスのことです。

の選択肢を認め合って学んでいきます。

例えば、植物について学ぶ際、アクティブラーニングで

パッシブラーニング

Passive Learning

アクティブラーニングでの取り組みは、早いもので 1 日、

パッシブ・ラーニング

は、「植物とは」「その種類とは」などと急に授業をしたり

長いものだと 2,3 ヶ月にもなります。長期に取り組むには

しません。子どもたちが食べているお弁当や、公園に行っ

集中力や探究心、思考力が必要になってくるので、年齢と

た時に咲いている花などを一緒に楽しんで、これをみんな

ともに適切なテーマを設定していきます。健康で美味しい

で育ててみたいね、どうやってできるのかな？ という問

水を飲むってどうしたらできるの？ 映画で見る世界を自

いを投げかけて、ゴールを提示します。「自分たちで育て

分たちでやると！？ 空に輝く星って一体何？ 子どもたち

てみよう！」ということに子どもたちの気持ちが入れば、

にとっては興味があり知りたい題材がたくさん転がってい

聞き続けるという教育スタイル。特に学習の初期や大量

ここからは自然に学びがスタート。先生たちはその学びの

ます。それを「○○だからね」とか「小学校で勉強しよう

の知識を効率的に多くの学習者へ伝達（コピー）するこ

環境を整えることに集中します。スーパーに行って、野菜

ね」と止めてしまうことなく、クラスで探究していく。そ

や果物を見たり、ベジタブルスタンプで野菜の種類や形を

んな毎日の連続で、子どもたちは自ら大きく学びを得てい

楽しんだり、実際にプランターに土を入れて、種を撒き、

くのです。

プロジェクト・ラーニング

Planet Project

Week1

Planet Name「惑星って何？名前は？」
実際に太陽系の惑星を創る
クラフトのアートワークを
通して、それぞれの惑星の
名前を覚えていきます。自
分で創ること、手を動かす
中で自然に英語が身につき、
惑星の単語はすべて暗記し
ます！
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水をやったり。そして芽が出て、花が咲いて、毎日その成

先生や指導者など、教授する側によって体系化、構造
化された知識を学習者に一方向的に伝達したり、学習者
が授業を聴くという（受動的な）学習法。旧来の教育現
場のように、先生が教壇に立ち、生徒は机に座り授業を

とができるが、その学習プロセスは先生のペースで一律
に行われていく。

プロジェクト・ラーニングでは約 1か月をかけて1つのテーマを学びます。
下記は「 Planet 」をテーマに宇宙や惑星、星座についてアクティブ・ラーニングで学んだプロセスです。

プラネット・プロジェクト

Week2

Distance「太陽から惑星の距離を知る」
自分たちで創った惑星と太
陽の距離を実際に測って勉
強します。テーマを探求し、
体を動かし、実際にその距
離を体験するその過程で、
多くの英語を学びます。

Week3

Constellation「星座を知る！」
自分たちで星座を創り、望
遠鏡をのぞく疑似体験をす
ることで、深い学びに繋げ
ます。子どもたちは自分た
ちが創ったものだからいつ
も興味深々！

Week4

Field Trip「プラネタリウムへGO！」
約 3 週間かけて学んだこと
の集大成としてプラネタリ
ウムに遠足。これまで何度
も何度も聞いた、地球
（Earth）、火星（Mars）、
北斗七星（ Big Dipper ）
といった言葉や、 1 つのテ
ーマを探求する楽しさを学
びました。
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子どもの学びをプロデュースする先生

Questions
Part1 プロフィール

Q8. What important things do you hope your

Q1. Where are you from?

children learn during their time with you?

出身地はどこですか？

子どもたちには何を学んで欲しいですか？

Q2. In university what did you study?

Q9. What do you like about teaching at RISE

大学では何を専攻していましたか？

Q3.What jobs have you held before you came into

teaching?

Lindy先生

Global Citizenship

Teachers Make Learning Happen

Japan?

RISE Japan で働くこと、子どもたちに教育すること
をどう感じていますか？

先生になる前はどんな仕事をしていましたか？
Q4.Why did you choose to come to Japan?

Part3 プライベート

日本に来た理由は？

Q10. Where do you like to go on vacation?
休みのときはどこに行きますか？

Part2 子どもの教育

Q11. When you are not teaching, what do you like

Q5. What do you most like about teaching?

to do for fun?

Q6. Do you have a class motto? If so what is it?

きが楽しいですか？

Q7. Name a few things that make your class

教育に関して、好きな言葉はありますか？

子どもの教育のどんなところが一番好きですか？

Melissa先生

子どもたちに教えているとき以外は、何をしていると

クラスのモットーはありますか？それはなんですか？

Q12. What is your favorite quote about education?

different?

クラスではどんな事を重視していますか？

Lindsey先生

ク
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ラスの主役は誰でしょうか？ もちろん学びを手に

ます。そこで、そのテーマを探求したくなるようにクラス

入れていく子どもたちです。ではその主役が輝く

を作っていくのが先生の役割。クラス全員が好きな歌を歌

Ms. Lindsey

リンジー先生

ために重要な要素は？ クラスで使う教材、マテリアル、

って、ダンスをして、その中にテーマになる内容を少しず

教室内に置かれている机や椅子…もちろんそれもあります

つ紹介して行きます。気持ちが高まってきたところで、子

A1. I'm from Wisconsin, USA.

京にきました。

develop and learn to express their

が、最も大切なのは、子どもたちと関わる先生たちではな

どもたちが一番興味を持ちそうな「完成品」を出して、
「作

アメリカのウィスコンシン州です。

A5. My favorite part of my job is the

individual ideas and opinions. For

いでしょうか？ 子どもたちは、よくも悪くも先生からた

ってみたい人は？」と問いかけます。みんなが元気よく手

A2. I have a B.A. in Journalism with

moment I can see that my students

example , they are often put in

くさんのことを学び取っています。先生の指示、喜ぶとこ

を上げて、カリキュラムがスタート。野菜の勉強をするな

a minor in Art.

are understanding something I am

situations where they have to work

ろ、叱るところ、先生自身も楽しく笑顔でいてくれること

ら、ベジタブルスタンプでお花畑の版画を作ったり、色の

ジャーナリズムとアートを専攻してい

teaching. That is the best feeling.

together to decide the direction of

は一体何か？ 子どもながらに一生懸命感じ取り、考え、

勉強をするなら、カラフルなブロックを部屋中にばらまい

ます。

子どもたちに教えたことを彼らがちゃ

the class. I think it's important for

そして行動してみて新たな自分を発見していく。子どもた

て、同じ色のブロックを一箇所に集める競争をしたり。そ

A3. Before I began teaching I

んと理解してくれたとわかった時が一

them to learn to handle conflicts

ちの新たな可能性はご両親、そして先生によって引き出さ

うして子どもたちは夢中になって学ぶ環境を先生たちと一

worked as a T.V. news producer and

番好きです。この瞬間は最高の気分に

and resolutions among their peers

れていくのです。

緒に作り、楽しく遊んで、学びを手に入れていきます。

a reporter.

なります。

without always having an adult

特にカリキュラムが存在する Subject-based English では、

だから先生たち自身も、クラスを楽しむことがとても重要。

TV 局でニュースのプロデューサーと

A6. Yes, but it is always changing,

mediate.

今日やろうと計画していたことに子どもたち全員が興味を

クラス以外の時間は、Native 先生、Bilingual 先生、保育

リポーターをしていました。

right now it is Listen and Think.

私のクラスの子どもたちには、自分の

持ってくれるわけではありません。テーマを伝えて教材を

士たちが集まり、アイディアをたくさん出し合って議論し、

A4. I moved to Tokyo with my fiancé

見せて、全員がノリノリのモチベーションになってくれた

みんなで楽しめるクラスになれるよう、日々準備を行なっ

so he could further his education.

状況を見て柔軟に変えています。

それを追求することを求めます。例え

ら最高ですが、子どもたちはそれぞれ様々なタイプがあり

ています。

留学で日本に来たフィアンセと伴に東

A7. My students are encouraged to

ば、クラスを進行させるためにクラス

Listen and Think です。子どもの

アイデアと意見を表現することを学び、
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という会社の管理部門で働いていまし

達同士や他の誰にでもできる優しい子

フ全員が一丸となってその実現を目指

and their parents.

た。

どもたちです。

します。

RISE Japan が他のスクールと最も違

A4. It was the last year I would be

A8. To stay curious and explore the

A10. I like to go camping or to the

う点は、生徒、子どもたちの個別の状

eligible for the working holiday visa

world around them.

beach or both!

況、学習ニーズを第一に考えている点

and although I've visited Japan

いつまでも、自分の周りの世界への好

キャンプ、ビーチにいくことです。

です。すべての先生とスタッフは、楽

before I know that living somewhere

奇心とそれを探求する心を持ち続ける

A11. I've been collecting Goshuin,

しい学びの環境を創り出すことを追求

gives you a chance to experience it

ことです。

temple seals, since I came to Japan.

しており、それが、RISE Family であ

in a different manner than a tourist

A9. I like that at RISE we have the

Also just sightseeing or shopping.

る子どもたちやそのご両親を深く知る

would allow.

support , freedom and power to

日本に来てから御朱印集めにハマって

こと、彼らと繋がることに直結してい

日本には旅行で訪れたことがありまし

make our class into whatever we

います。いろいろな場所に観光するこ

るのだと思います。

たが、旅行とその国で暮らすのとでは

like . So if we have a really cool

とや買い物も好きです。

A10. I love to travel to different

まったく違う経験ができるだろうと思

experiment we want to do then

A12. "What nourishes the human

countries and go anywhere near an

っていました。そして去年、ワーキン

everyone helps bring that into

spirit, the whole person, it turns out,

ocean when I take a vacation

グホリデー・ビザが発行されたので日

reality.

also hones our minds . " – Krista

いろいろな国に旅行に行くことがとて

本で暮らすようになりました。

RISE Japan には、私たちが目指す教

Tippett (Learning, Doing, Being)

も好きです。休日はとにかく海の近く

A5. It's really rewarding to see them

育、クラス運営を実現するための能力、

に行くことが多いです。

understand something new and to

自由度、協力体制が整っています。子

して精神を磨くことに繋がる

心と体を豊かにすることが、結果と

メートと共に考え、一緒に答えを出す

楽しいことだと感じて欲しいです。ま

A11. When I am not teaching I

see them come back with more

どもたちにとって、本当に素晴らしい

–Krista Tippett (Learning , Doing ,

ことを求めます。彼らにとって、大人

た、友達との関りを通じて、他の人に

enjoy practicing yoga and exploring

questions.

カリキュラム、体験のために、スタッ

Being)

が入らなくても、クラスメートや友達

親切にする気持ちを学んで欲しいです。

Tokyo.

子どもたちが何か新しいことを理解す

との意見の違い、衝突をコントロール

A9. RISE Japan is different from any

先生をしていない時は、ヨガの練習や

る瞬間、そしてそれに対していくつも

する力を養うことが非常に重要です。

other school I have worked at in

東京を探索しています。

疑問が返ってくる瞬間は本当にやりが

A8. I hope my students learn the

that the student's individual needs

A12. Just keep swimming. –Dory

いを感じます。

importance of being kind to one

are put first. The teachers and staff

(Finding Nemo)

A6. Let's have fun ^^

another and that learning a second

are committed to creating a fun

language is fun!

learning environment and it really

英語（第二言語）を学ぶことはとても

feels like a RISE family where I am

Just keep swimming – ドリー（フ
ァインディングニモ）

とにかく

楽しむ

Global Citizenship

able to get to know the students

ことです！

A7. All the kids are really kind and

genuinely care about each other
and the staff . When it's cold out
and I don't wear a jacket they ask
me if I'm okay. If I have a bandage
they ask me if I got hurt and if I'm

Ms.Melissa

okay. They do this for each other or

メリッサ先生

anyone. It's very sweet to see.
私のクラスの子どもたちは全員とても
優しく、純粋に他の友達や先生に気を
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A1. I'm from rural northern Alberta

My focus was genetics with a minor

recently I was working in an

つかうことができます。例えば寒い日

in Canada but most recently I was

in developmental psycology.

administrative job at a geotechnical

に私がジャケットを着ていなかったら、

living in Vancouver.

生物科学が専攻で遺伝学を学んでいま

engineering firm in Vancouver

寒くないかと心配してくれますし、も

カナダのアルバータ州の出身で、バン

した。副専攻は発達心理学です。

called GeoPacific Consultants.

し私がバンドエイドをはっていれば、

クーバーで暮らしていました。

A3. Too many to list . I've been

いろいろな仕事を経験していますが、

どこか怪我をしたのか、大丈夫かと聞

A2. My degree is Biological Sciences.

working since I was 14. Most

先 生 の 前 は GeoPacific Consultants

いてくれます。私だけにではなく、友
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リンディー先生
Academic Director, RISE Japan Interview

A1. I'm from a small city called

along with encouraging unique

A10. I like to relax on vacation ,

Hereford, England

skills.

either in the jungle of somewhere

イングランドのヘレフォードという小

子どもたちの忍耐力、コミュニケーシ

like Bali , visiting my parents who

さな街です。

ョン、思いやりのある理解力、そして

live in the west of France, or visiting

A2. I studied art in university.

特別でユニークなスキルを身につける

the rest of my family and friends in

アートを専攻していました。

ことを目指しています。

various cities around the UK.

A3. I have only been a teacher since

A8. I hope they learn patience ,

バリのジャングル、両親が住むフラン

Teachers are the strongest asset
for students' success.
子どもたちの学習のカギを握るのは先生に他ならず
Royce Jacobs（ロイス・ジェイコブス）

leaving university. although, I used

understanding , an awareness of

ス西部、他の家族や友達が住むイギリ

to teach adults and teenagers.

others , Plus , of course English ,

スのいろんな街ですね。リラックスす

ティーンエイジャーや大人が対象でし

Mathematics, motor skills etc...

ることが好きです。

たが、大学を卒業してからは、ずっと

英語力、計算力、運動能力はもちろん

A11. I like to read , paint , draw ,

教育現場で先生をしています。

ですが、忍耐強さ、思いやりのある理

sculpt , do DIY , spend time with

A4. Japan is a very unique and

解力、他者への配慮、気遣いができる

family and friends , watch movies ,

interesting place . I love almost

心を身につけて欲しいです。

go somewhere new , many , many

everything about it.

A9. Working at RISE is more than

things.

し、子ども達の学びを創出するだけで

に従い教育を行っています。1 つ目は、

日本はとてもユニークで興味深い国で

just working in a team , its like a

本を読むこと、絵を描くこと、映画を

はなく、親と学校、コミュニティーを

子どもの学習目標を高く設定すること

す。ほぼすべてが好きと言ってもいい

family unit. Everyone is very open

観ること、彫刻、DIY(Do It Yourself)

繋ぐ架け橋という重要な役割がありま

です。2 つ目は子どもが英語以外の言

ぐらいです。

and supportive, the children really

で家具を造ること、家族、友達と時間

す。従って、どんな学校においても優

葉を使用しても決して罰しないこと。

A5. Mostly I like seeing my students

m a k e t h e c e n t e r , t h e y ' re a l l

を過ごすこと、どこか新しい場所にい

秀な先生を獲得すること、そして働き

最後に子どもたちに安全で楽しい学び

progress and have fun. Education is

extremely charming.

くことなど、たくさんあります。

really important, and being able to

RISE Japan で働くことはチームとい

A12. "The important thing is to not

be a part of that for someone is

うよりも、家族で働いている感覚があ

stop questioning" – Albert Einstein

wonderful.

ります。スタッフ全員がオープンで協

大事なのは問い続けることである

子どもたちが楽しんでいる瞬間、成長

力的だし、とてもかわいい子どもたち

している姿を見るのが好きです。教育

がセンターを形づくっています。

– Albert Einstein

子 については、様々な教育的な

はトレーニング以外にも授業、子ども

リス、アメリカ、そして日本が主な出

たちの学びのために自ら切磋琢磨し、

身地です。皆、教育において特別な熱

研究がなされています。多くの研究に

毎日のクラスを工夫しています。セン

意を持ち、クリエィティブに溢れた先

おいて、極めて重要な要素としてあげ

ターにいるスタッフも、子どもと先生

生たちばかりです。

られているのが先生（教育者）の存在

たちの環境を最善のものとするために、

であり、先生はどの学校においても最

常にできるサポートを考えています。

も重要な存在です。先生は授業を進行

RISE の先生たちは 3 つの教育理念

どもの学習を成功に導く要素

続けてもらうことはとても重要なテー

を 提 供 す る こ と で す。 今 現 在 RISE

マです。

Japan の先生たちの出身地はさまざ

RISE Japan にとっても、先生たち

ります。先生の採用には多くの時間と
労力をかけて行っています。毎回の応
募には平均で約 250 名の応募があり、

教育関わることはとても価値のあるこ

ほどです。面接では 17 個にも及ぶ質

とです。

問を行い、先生の特に性格的な特性が

and making mistakes.

重要になります。最終選考まで残った
先生は実際に RISE Japan センターに
来てもらい、子ども、先生やスタッフ
とのコミュニケーションを行ってテス

失敗、ミスをおそれないことです。わ

トします。採用後は実際に授業を教え

たしたちは失敗からより多くを学ぶこ

る前に約１週間のトレーニングと、そ

とができます。

の後も月１回のトレーニングを引き続

A7. I'm not entirely sure if this

ぐ。インターナショナル・セカンダリー・スクー
ル、アオバジャパン・インターナショナルスクー
ルでは、国際バカロレアPYP,MTP,DPプログラム
の導入など、同校における教育改革を推進。8年
間にわたる学校機関へのコンサルタント、教育者
へのトレーニングを通じ、親や教師、大人たちが
子どもたちの可能性を信じ、いかに彼らが挑戦で
きる適切な高い目標を設定いできるかが最も重要
だと考える
Masters of Education, International Educational
Administration Beverly Massachusetts.

ちの成長と、学校を発展に導く鍵にな

その中で実際に面接に至るのは 5 名

mistakes. we learn more from trying

まで、オーストラリア、カナダ、イギ

Profile 教師として、そして学校運営のリーダー
として 15 年の間、子どもたちの教育に情熱を注

は我々の一番の強みであり、子どもた

は人間にとって非常に重要で、誰かの

A6. Don't be afraid to make

Global Citizenship

Ms.Lindy

き行います。RISE Japan の先生たち

makes my class different, however, I
like to promote patience,
communication and understanding,
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The
Bilingual
Brain
バイリンガル脳を育む

バ つきやすい。バイリンガルは、コミュニケーションの中で、2つの言語、例えば

イリンガルとは？と聞くと、
日本語と英語を話せる能力を持っているイメージは

日本語と英語を切り替えて自然に対話を前に進めていく。脳内では言語のスイッチが
自然に切り替わり、
それによって話し方やボディーランゲージなども切り替わっていく
姿を見たことがある人も多いのではないだろうか。
これがバイリンガル脳というもので、実は表面に見える言語以外にも様々なことが容
易に切り替わっている。ものごとの捉え方や自分自身の存在の定義なども広く、結
果的により広いものを受け入れる準備ができているのがバイリンガル脳ということに
なる。

26
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バイリンガル脳とは何か？

2つの言語が自在に活かせるバイリンガルが持つ可能性は言語だけではない。
バイリンガルとは、
そしてバイリンガル脳が持つ可能性とは一体どのようなものなのだろうか？

アクティブラーニング

本語に翻訳して学習しているのでは圧倒的に遅く、学習で

本人だけの環境が多いことや、
「子どもが嫌いなもの、危

きる範囲が限られます。そんな環境下においてもスムーズ

ないものはやらせられない」という一般論の広がり、好き

に学習し続けるのがバイリンガルといえます。

な人とだけで繋がることができる情報端末の拡大などによ

実は英語学習を行わなくても、バイリンガルに特徴的な

り、個人の趣向がよりその世界を決めてしまいがちです
（嫌

受け入れる幅の広さ、思考の広さ、クリエイティビティな

いな人とは付き合わないで済んでしまう）
。ゆえに、バイ

どは身につけることができるはずです。どんな世界に生き

リンガルを育む環境は意図的に作り出していく必要がある

ていても異文化は存在するし、年代の違いや考え方の違い
パッシブラーニング
がある人々との交流は、必ず行われるものです。ただし、

ように感じます。

島国である日本には外国人が増えたとは言え、圧倒的に日

イリンガル脳を育める環境は、
一石二鳥とも言えるでしょう。

The Bilingual Brain

What is Bilingualism?

その際に英語という有効なツールを身につけながら、バ

バイリンガル脳はどのように育まれていくのか
バイリンガルが持つバイリンガル脳を育むためにまず必

28

須なのは、母国語やベースとしての文化をしっかりと理解

ためには、相手の個性を認める・理解することが大切で、

アクティブラーニング
することです。日本人で言えば、日本語であり日本文化で

これにより自分の幅も広がっていきます。クラスの中では、

す。主に家庭教育で育まれていくものですが、体系的に学

個性を発揮する場面がたくさんあり、それは色、形、スピ
パッシブラーニング

ぶことは困難です。学校では学習すべき日本語・日本文化

ード、大きさ、数、とにかく違いを生み出し、お友だちと

を整理しており、みんなで取り組むことで浸透させ、効果

交流する機会です。先生たちはそれをしっかり認め、その

的に獲得していきます。そして家庭環境だけではなかなか

子どもに合った個性を伸ばす題材を与えていくことで、伸

触れることの少ない、英語でのコミュニケーションにたく

ばしていきます。もちろん、違いを発表し合って、認め合

さん触れ、英語のクラスでたくさん楽しい体験を積みなが

って自分に自信をつけていくこともバイリンガル脳の教育

ら子どもたちの本来持つ能力を引き出していきます。

に影響していきます。

バイリンガル脳を育むクラスの中で特に重要なのは、個

RISE のクラスには、個性あふれるクラフトのアウトプ

性を知り、その個性の違いを認め合うことです。個性は他

ットがたくさんあり、子どもたちの今をよく表してくれて

者（先生はもちろんのことお友達やご両親も）に認められ

います。

バイリンガルとして活躍する有名人

バイリンガルである価値
バイリンガルは例えば、自分が好まないお友達と何かを

ることで、より自己認識が高まります。そして個性を知る

捉えなおして受け入れてみるのもバイリンガルの傾向です。

取り組む必要がある時、無視したり、取り組みを諦めたり

結果的にバイリンガルは、チャレンジする領域や学習範囲

しません。互いの違いを見つけて認め合い、また共通点を

が広まっていく、ということができます。

見出すことで、相手への捉え方を変え、自分から関係性を

これから先、私たちが深く探求したい分野があったとし

変えていくきっかけを作ることができます。また、やりた

ても、その情報収集先が全て日本語である可能性は低いで

くないことを単に嫌だから避けるのではなく、なぜ嫌なの

しょう。英語の文献、英語の授業、カンファレンスなど、

か、他の子はどうして楽しいのかを考え、自分の考え方を

英語からは離れられないことが多くなります。いちいち日

Jun Hasegawa
長谷川 潤さん

Ryohei Suzuki
鈴木 亮平さん

1986 年 6 月 5 日生まれ。

1983 年 3 月 29 日生まれ。

出身地アメリカ合衆国

兵庫県出身

（2 歳よりハワイ島）

特技は英会話
（英検 1 級・

趣味はカメラとヨガ

米留学経験有）
、テーブル
マジック、裁縫
※公式Profileより
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The Benefit
of being Bilingual

Ayaka Matsumoto

Daiki Okamoto

Shoko Yaginuma

福岡県出身。青山学院大学国際政治経済部を卒
業後、イギリス マンチェスター大学院にて開
発学を専攻、主に発展途上国の貧困問題につい
て研究。帰国後、RISE Japanに入社しバイリ
ンガルティーチャーとして幼児・小学生のグロ
ーバル教育に携わる。

大阪府生まれ。小学校からの教育はロンドンの
現地校にて終え、マンチェスター大学にてアパ
レル・マーケティングを専攻。ロンドンの日本
版画専門画廊に就職後、2010 年に帰国し外資
系消費財メーカーに入社。現在は輸入物流・供
給及び在庫管理を担当。

神奈川県出身。イギリス マンチェスター大学
人文科学学部を卒業。帰国後、株式会社エイ
チ・アイ・エスに入社し個人向け旅行の企画・
販売を担当。その後、株式会社ファーストキャ
リアに参加し、企業の新人・若手社員育成に従
事。社内育成体系構築、研修プログラム企画等
を経て現在、同社の人事企画を歴任。

松本彩花

バイリンガルの優位性と思考プロセス

RISE Japanが進めるバイリンガル教育。実際にバイリンガルとして活躍している社会人に、
どのようにしてバイリンガルになったのか、バイリンガルの優位性などについて伺いました。
特に頭の中、思考のプロセスなどについて、バイリンガル本人はどう認識しているのでしょうか？

岡本大樹

も自分の意見を言うんだと、カルチャー

会議も頻繁にあるので、メインは英語で

ショックを受けましたよ。私は日本の大

仕事をしています。日本のホールセラー

学を出てから、イギリスに留学したので、

は完全にドメスティック企業なので、そ

れていて、家族と話すときは必ず日本語。

貪欲さというか、自分も含め日本の大学

こだけが日本流・日本語でビジネスをす

弟とも英語で話をしたことは一度もあり

生は大丈夫なのかと思う機会は多かった

るチャンスになっています。

ません。遊んでいたおもちゃなども、日

です。

若鍋

柳沼

進学した中高一貫校では、中学の時に交

たはずなのに、いい意味で日本人らしい

換留学制度でニュージーランドへ、高校

若鍋

現在はどういったお仕事に就かれ

が進むスピード。まったく違うと言って

側面があると感じて、びっくりしました

生の時は 3 か月間アメリカに行きまし

ていますか。また英語をどう活かしてい

いいでしょう。日本の会社は全員の合意
が必要だったり、合意に至るプロセスが

バイリンガルになるまでの成長過

程について教えてください。

た。そこでできた友達がこちらの学校に

るのでしょうか。

そうですね。日本に帰国したのは

来て、家族同士の交流があったり、英語

柳沼
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私は、大手企業・成長企業を中心

長かったり、といったことはよく言われ

24 歳のときで、それまで日本へは一時

や外国人に触れる機会がとても多かった

に、新入社員や若手リーダーの人材育成

ますが、その通りだと思います。

です。当時、クラスメートには英語や外

を支援するファーストキャリアという会

若鍋

両親の意図で、日本人として育てられた

国人への抵抗が強い友人もいましたが、

社で働いています。この分野の研究もや

すか？

んだと、今は感じています。

私は幼少期の経験もあってコミュニケー

はり欧米が先行していることが多く、業

松本

松本さんにも振っちゃっていいで

RISE Japan のバイリンガル・テ

ションに全くバリアがなく、幼少期の環

界の最新動向を掴みたいときなどは海外

ィチャーとして働いています。それ以上

と外国人っぽさが強いのに、岡本さんは

境に感謝しています。

の Web サイトに情報を取りにいきます。

ここで話すと重複しそうですね。

ベースが日本人ですよね。私は福岡生ま

若鍋

大きくなって日本の学校から海外

ここ数年は世界最大の人材開発カンファ

若鍋

れ。岡本さんと同じく親の転勤で、4 歳

の学校に行くと、苦労することが多いで

レンスである ATD に参加していて、世

ガル教育を主体的に展開している先生と

でロシアに行き、8 歳（小学校 2 年生）

しょう。

界各国の人材開発に関わる人と議論をし

して、大事にしていることや感じること

これだけ長く外国にいた人はもっ

私の場合、言語も苦労しましたけ

はい（笑）
。 松本さんはバイリン

私も生まれは日本で大阪です。幼

まではモスクワにあるブリティッシュ・

柳沼

ながら、日本における可能性を探求して

はありますか。

稚園は東京だった記憶があるくらい。5

インターナショナル・スクールに通って

ど、海外に行くと これほど日本を代表し

います。

松本

歳のころに証券会社に勤めていた父親の

いました。クラスに日本人は私だけ。授

て意見を求められるんだ と思ったことが

岡本

関係でイギリスに引っ越し、現地でジュ

業はもちろんすべて英語と、一部ロシア

印象に残っています。同級生や先生から、

の日本法人に所属しています。最初の 4

を一人でも多く育てたいと思っています。
子どもたちには、周囲の環境に窮屈に縛

岡本

私は、イギリスの消費材メーカー

私は高校生までずっと日本いて、

ニアスクール（日本でいう小学校）に入

語の時間がありました。3 歳離れた弟も

戦争についてのこと、サッチャーがイギリ

年間はマーケティング部門で各分野を半

それまでは英語の歌を少し聴くぐらい。

りました。もちろん教育はすべて英語。

同じ学校に行っていて、彼は逆に年齢的

スの首相になった時、日本人としてどう思

年ずつローテーションし、途中イギリス

もちろん中学で英語の授業はありました

誰かから特別英語を教えてもらうわけで

に日本語より英語の方ができたので、私

うんだ？などを訊かれる。自分は学びにき

本社に行ったりもしましたね。今は流

が、それ以外に英語との接点はほぼなく

もなく自然と身に着いた感覚です。ジュ

や自宅のシッターさんとは英語で話して

ているイギリスのこと、ましてや生まれ育

通・供給企画、在庫管理の仕事が主で、

て…高校の時に途上国関係の学問を学び

ニアスクールには、1 年生から 6 年生ま

いました。8 歳で日本に帰ってきてから

った日本のことを本当にわかっていないん

部長はイギリス人、メンバーも日本人は

たいと思い、開発学の専攻があるイギリ

で通いましたが、2 年生、3 年生ぐらい

大学を卒業するまで、ベースはずっと日

だと痛感しました。

いますが、殆ど国籍が異なります。工場

スの大学に行ったんです。バイリンガル

からは普通に外国の友達と遊んでいまし

本でしたが、海外への興味や外国人と接

松本

そうですね。自分の意見を持って

はすべて海外、供給拠点も日本以外は海

として生きなければならなくなったのは

たよ。ただ、逆に家の中は日本が徹底さ

することへの関心は常にありましたね。

いるかどうかは大きな違いで、こんなに

外なので、メールの 8 割は英語。電話

柳沼

特に感じるのは、会議やモノゴト

岡本

帰国で 2-3 年に 1 回行くぐらい。でも

松本

若鍋

か？

り合ったのですが、日本に殆どいなかっ

岡本

バイリンガルになる過程

現在の仕事

岡本さんとはイギリスの大学で知

（笑）

それからのことです。

外資系の会社と日本の会社の雰囲

気の違いを一言で言うとなんでしょう

本のおもちゃが多かったと思います。

写真左からバイリンガルとして活躍する松本彩花さん、岡本大樹さん、柳沼翔子さん。聴き手は若鍋孝司

柳沼翔子

The Bilingual Brain

RISE
Talk
on
e
S ssi

私自身は英語を教えているという

よりも、自立性のある個性豊かな子ども
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ルだからですね。

しょうね。

的にシンプルですね。

る人間になって欲しいです。また、そ

情報量が圧倒的に増えるので、有利だと

岡本

の過程で日本人としての礼儀、作法、

思います。簡単な例えで言うと、私はサ

て英語で考えていますか？

文化、習慣など、日本人として生きて

ッカーが好きで、あらゆる情報を手に入

松本

それいい質問ですね（笑）

など、その言語が醸し出している雰囲気

話せなくても損しないよねと思ってい

いく上で絶対に必要なこともしっかり

れたいのですが、日本のスポーツニュー

岡本

僕、これだけ海外にいて何ですが、

に性格が乗っかるのでしょうね。英語だ

るご両親と、子どもの可能性を広げる

身に着けてもらうように意識していま

スだけでは当然情報量が限られる。英語

英語で考えることができません。できま

と What's up と言えるけど、日本語で

ことを考えて、自分も英語を楽しんで

す。例えバイリンガルになってもアイ

であれば世界中のあらゆる情報が手に入

せんというか英語で考えることって普段

はもっとシリアスになるみたいな。より

いるご両親の元で育った子どもでは、

デンティティを問われた時には、これ

ります。そうすれば、これはビジネスに

ないような気がします。日本語で理解し

ネイティブに近い人はもしかすると違う

将来とても大きな違いがでると思いま

があるかないかが決定的に重要になり

おいて特にいろんな意味で選択肢が大き

ていることを反射的に英語で話している

のかも知れませんね。日本語と英語でス

す。松本さんと同じになりますが、や

ます。それは、子ども同士の集団生活

く広がることになります。

ような感覚でしょうか。

イッチが完全に切り替わる人もいるかも

はり子どもの選択肢・機会を制限せず、

知れません。

できるだけ広げてあげることが親の役

ちなみに、英語で話している時っ

若鍋

でも影響しますし、大人との接し方な

先日、当社の Global の TOP が日本に

どにも顕著に表れるので、軸が必要だ

来日していた際も、彼とのセッション

なものを日本語で学べる環境は少ない。

を整理して英語を話す時間はないので、

と思います。

は英語を流暢に話せる人しか参加できま

英語で先端の生の情報に触れることがで

インプット自体は日本語というか日本的

ちなみに、今、自由と言いましたが、

せんでした。結果的に与えられる

機

き、同じ興味を持った外国人の仲間とデ

に理解し、反射的に英語でアウトプット

何でもしていいと言うことではありま

会

の差、可能性の差になっていると思

ィスカッションできたのは、やはり英語

しているのかな。

が使えたからですね。

若鍋

松本

確かにそれは言えますね。あと、

それわかります。頭のなかで英語

松本

若鍋

柳沼さんの話も、やはり選択肢が

英語で考えろ

これは個人的な感覚も含めて、外国人か

増える、可能性が広がるということに繋

ですか？

ら日本人は、すごくイメージが良くて、

がりますね。それは影響力の大きさや年

岡本

社会的・文化的・人間的にもすごく愛さ

収などにも繋がっていくといえますね。

語

れていて、興味を持たれている。だから、
向こうからいろいろなことを聞いてきて

バイリンガルならではの脳の使い方

くれる、すごく得する立場にあるんです

って言われるじゃない

柳沼

ほんとにそう思います。英語を

割だと思います。

子育てされている親御様にメッセージ

岡本

僕は言語や英語に限定していな

くて、なるべく海外に抵抗がない育て
若鍋

そうなんですね。意外です。よく

言語構造、話すときのノリや思考

最後に子育てをされているお母さ

方が一歩目かなと思います。日本は外

ん・お父さんにメッセージをお願いしま

国のことを

す。

なので、普通に周りに合わせて過ごし

松本

偉そうなことは言えないのですが、

外の国

と呼ぶような国

ているだけでは、やはり国内にしか意

敬

やはりさまざまな世界に触れさせて、子

識が向かないと思います。だから、若

で話すような感覚に近いかも知れま

どもたちの選択肢と機会を増やしてあげ

いときから外国の本や TV、人と会う、

せん。頭の中で思考するとき、敬語では

て欲しいと思います。それがこの先どう

なんでもいいので、親から「世界はも

考えないですよね。でも目上の方と話す

繋がるかは子どもたち次第で、自分で実

っと広い・近い！」というメッセージ

ときは自然に敬語が出てくる、そんな感

際に何をしていきたいかを決めていく広

を子どもたちに伝えてあげることが大

覚に近いのかなと思います。

さになると思います。英語を例にとると、

事だと思います。

学んだことに楽しさがあり、「バイリン

若鍋

ガルとして生きる」喜びを感じられた子

広く、好奇心を持った子どもは、英語

どもは、自発的に世界を広げて行くでし

が話せないから外国には行かない、と
はならないですものね。またそれはい

僕の場合、英語で話すのは

よね。ただ、やはり英語力がないから伝

若鍋

えようとしない。せっかくの良い立場を

がインプットする・アウトプットすると

柳沼

せん。当然、人として人と生きていく

英語に自信がないというだけで無駄にし

きの感覚、つまり英語で考える時間、日

て結構衝撃的…

上で、やってはいけないこと、守るべ

ている感覚があります。日本人は自分の

本語で考える時間など、頭の中で切り替

松本

きことはたくさんあるわけです。それ

意思を臆しがちですが、英語を駆使して

えは意図的にしているものですか？

それをレポートにまとめるとなった場合

ょう。逆に言うと、親の

を出来るようになっての自由です。自

外国人とコミュニケーションを取り、そ

松本

は、やはり一度日本語で考えないとまと

や、偏った思考で子どもの限界を決めて、

つが早い遅いというのではなく、
「今始

由の前はいい意味でやさしく厳しく教

の特質を活かして自分の意見をしっかり

や、何か思考するときはほぼ日本語です。

まらないことが多かったですね。話すと

＊＊＊はやらせない、となるともったい

めること」が一番早いということも忘

えています。

伝えることができれば、日本人はすごく

仕事で通訳や同時翻訳をする時は英語で

きは反射なので口に出ますが、より深く

ないですね。あと、これは個人の想いも

れないでおきたいと思います。

強いと思います。ほんとにもったいない

考えているときもあると思います。個人

思考を巡らせてレポートを書くというア

強いのですが、やはり、日本人としての

と思うし、バイリンガルだとその点は優

的には、日本語から英語に同時通訳する

ウトプットの場合は、いったん日本語が

Cultural（文化的）な面、アイデンティ

位性があると言えるでしょうね。

方がうまくいきますし、楽です。これは

入りますね。

ティは絶対に持って欲しいと思っていて、

機会と選択肢が増える

さて、そのバイリンガルの皆さん

私は日常生活で考え事をするとき

敬語のように英語を使っているっ
例えば大学で英語の講義を聞いて、

あるべき論

そうか、私たちは日本人である時

日本語のボキャブラリーのなさはともか

柳沼

英語を話しているときは日本語で

それは将来、自分の道に迷った時の判断

だと思いますが、バイリンガルだった

点で、すでに得をしているということで

く（笑）、それよりも英語の方が言語と

考えているという意識がまったくありま

軸になると思うからです。周りの友達を

ことで得をしたこと、有利だなって思

すね。柳沼さんはいかがですか

ったことはありますか

柳沼

若鍋

これはちょっと答えにくい質問

若鍋

してシンプルだからだと思います。日本

せんでした。ある種、英語で話している

見ていてやはりと思うのは、華道とか茶

私は現状、仕事でほぼ英語を使っ

語は表現するときに使う言葉の受け取り

ときはキャラクターすら変わっている感

道とか日本のわかりやすいカルチュアル
な部分を持っている人は、やはり外から

確かに答えにくいですね（笑）。

ていませんが、少し前に日本のテンプル

方が本当に多い。だからニュアンスを伝

覚がありますね。

バイリンガルだからというよりも、英

大 学 で Positive Phycology（ ポ ジ テ ィ

えるためにより正確な言葉を選ばないと

松本

語がわかるからという文脈にはなりま

ブ心理学）の講座に参加していた時、ク

いけないというプレッシャーがどこかで

いるか意識したことないので難しいです

若鍋

すが、インターネット上で扱われる知

ラスはすべて英語でした。この分野は日

あり、それが難しくさせているのかも知

ね、この質問は（笑）

た の で す が、 世 界 は 広 く て お も し ろ

識の 9 割以上はやはり英語なんですよ

本ではまだそれほど馴染みがなく、良質

れません。私にとっては英語の方が圧倒

私は英語を使っている時の方が圧倒的に

い

岡本

わかります。結局は何語で考えて

Global
The Bilingual
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Ship

っている親の存在はとても大きいので

ね。それをダイレクトに吸収出来るのは、

います。
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素直になります（笑）。 言語的にシンプ

られず、自由に成長し、世界で活躍す

それ重要ですね。例えば世界が

見るととても強みがあって、魅力的です。
みなさんのお話を聞いていて思っ
とか、 英語がおもしろい

って思

33

パッシブラーニング

英語でどっぷり浸かるサブジェクトベースのクラス
楽しく毎日を過ごすクラスが英語で、
そして学問につながる科目で構成！
それがImmersive Subject-based Englishです。

What is English immersive education?

The Bilingual Brain

Immersive
Subject-based English

英語イマージョン教育とは？

イマージョン教育とは言語学習法の一つで、そ

す。現在、アメリカにおいては、最も有力な言語

の言語環境で他の教科を学び、浸りきった状態（イ

習得教育になっており、そして世界各地の学校で

マージョン）で言語獲得を目指していく方法です。

も導入されており、日本では加藤学園やぐんま国

1960 年代に英語とフランス語が公用語であるカ

際アカデミーなど、いくつかの学校で採用されて

ナダのケベック州（フランス語圏）でフランス語

います。

を獲得するために、イマージョン教育は始まりま

英語イマージョン教育の目標は、現実社会で使

した。当時、教育熱心な親たちからのバイリンガ

える言葉を熟達し、英語に没頭することで、ネイ

ル教育への強い要望を受けてスタートしたイマー

ティブススピーカーに近い言語能力を身につける

ジョン教育は、その高い効用を認められ、多くの

ことです。また、全教科の内容を、学年にふさわ

親や教育関係者、研究者たちから支持を得ました。

しいレベルで習得し、さらにその教科を教わる工

その後、イマージョン教育は北米全体に普及し、

程で生徒自身が異なった言語および文化を理解・

いまではスペイン語、フランス語、ドイツ語、日

尊重することを通して、自国の文化を知り、アイ

本語、中国語、イタリア語、ロシア語、アラビア

デンティティーを見出すことなどとされています。

語などのイマージョンプログラムが存在していま

夢中になって学ぶ中で自然と言語を身につける
バイリンガル脳をより促進していく学習スタイルの１
つに、 Immersive Subject based English

があります。

Subject ＝科目は、小学生であれば算数、理科、社会、音楽、

るともいうことができます。これが Immersive Subject

based English のメカニズムを単純化した説明です。

図工など。未就学児だと動物、魚、星、色、形、数字、ク

近年は、英語でヨガ、英語でサッカーといったように用

ッキング、スポーツ、ゲーム、歌、クラフト、ダンス、そ

いられている場面も多く、科目ベースで英語をとりいれて

して季節や時間、ご飯の食べ方など様々な生きる力も含め

いく例は増えています。そして同じ科目を別に日本語でも

て、サブジェクトとして学んでいきます。子どもたちは知

学ぶことで日本語と英語とのダブルラーニングが起き、そ

らないことを知る、面白いと感じたことをとことんやり尽

の結果、科目の捉え方も異なってきます。例えば英語で算

くすのが本来の姿で、やっている間はまさに没頭している

数をやって楽しくなってきたというお子さまもいます。こ

（Immersive）状態。言語の種類なんて関係ありません。

れがバイリンガル脳につながっているのはいうまでもあり

そして没頭し追求していく過程では、使われる言葉も自

34

然に身についていくので、まさに英語学習に没頭してい

<引用>一般社団法人 （英語教育研究所）「英語イマージョン教育とは」http://riele.org/immersion.html

ません。

35

どんなクラスをやっているの？

Subject-Based Curriculum
ホートン・ミフリン・ハーコート
（教育教材出版社、以下HMH）

RISEのクラスは多種多様！毎日みんなはどのように学んでいるのか。クラスの様子をのぞいてみました。

「Immersive English」のためのクラス運営例

的かつ継続的に投資を行い、
コンテンツ開発を積極
的に行っています。

Millie’s Math House

ミリーの算数教室

Textbook

RISEの教育カリキュラムは、アメリカ ボストンに本社

を置く幼稚園から高校 3 年生（ K to 12 ）
までをカバー
する世界で最も大きく力のある教育出版会社の一つ
であるHMHのカリキュラムが基盤となっており、定期

The Bilingual Brain

Immersive Subject-based
English classroom

Bailey’s Book House
ベイリーの図書室

Craft
ビジュアルに富み、対話型で教えていくコンテンツです。子供達の概念
化思考・論理的思考を開発します。

IWC

Writing

(Interactive White Board)

Story telling

Sing & Dance
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Sammy’s Science House
サミーの科学教室

Exercise

子供達の科学的思考を開発する機会を提供します。科学的思考の実践を
通じ、集中力、洞察力を高め、仮説・検証能力、分析能力を高めていき
ます。

クリエイティブな活動は子供達の創造力を掻き立てます。ベイリーの図
書室では、クリエイティブな活動を通じて、子供達の言語化能力と考え
る力を開発します。

Trudy’s Time and Place

トゥルーディの社会教室

子供たちは身の回りの知恵をどんどん広げていきます。地図を読んだり
書いたり、近所を探索したり、世界にある国々やその文化を学んでいき、
興味への探求心を高めます。

ディスティネーション
リーディング コンテンツ

ディスティネーション
マス コンテンツ

生徒のレベルに応じて自動的に必要な学習
レベルに適応した教材やディレクションが
提供されるデジタル教材のプログラム。
教授、実践、応用 のサイクルを用い英
語読解の効果的な能力開発を行います。

幼稚園児と小学生向けの総合的な算数プロ
グラム。極めて高いインタラクティブ（相
互対話形式）性のデジタル学習環境で生徒
達の算数理解を強力にサポートします。
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日本人であることがベースのグローバル教育

読んだり書けたりすることで
情報の吸収量は圧倒的に変わる！

私たちが育むのは日本人らしさをもったグローバル人材。バイリンガル教育の
しつけなどを大切にしています。
RISEでは日本人としてのマナー、

順番に並んで
待つ

日本人
らしさ

The Bilingual Brain

Japanese Identity

日本語
を学ぶ

順番もルールの 1 つ。ルールは
守って安心で楽しい学校生活

箸を使う
今日は何曜日？ 生活リズムを自分から作るために
英語でも日本語でも曜日を言えるように

日にち・曜日
ひらがな・カタカナ

お箸の国の人だから
箸の持ち方、使い方は
美しく

もちつき
七夕
きちんと挨拶
おやつでもランチでも、いただく前と
いただいた後のご挨拶はしっかりと

日本文化・
習慣を知る

いただきます
ごちそうさま
靴は揃えて。
入船ではなく
出船で脱ぐ

日本の伝統行事も RISE では味わえちゃう。
みんなで力を合わせると楽しいね

靴を脱ぐ

バ

イリンガル教育の中で重要なことは、母国語として
の日本語と考え方のベースになる日本文化を身につ

けていることと、すでにお伝えしました。バイリンガルの子
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日本ならではの季節を
感じるイベントも、
年代を超えたお友達と
取り組むプロジェクトに

だからこそ、バイリンガル教育では、日本人としての

ます。生活の側面でも、箸の使い方、靴の脱ぎ方（靴を脱

分類できるようになる。考えてみれば、私たちも子どもの

Identity を明確に持つこと、日本人として振る舞うことを

ぐ文化）
、紙の使い方、ものの置き方など、様々な機微に

頃、男の子の遊び、女の子の遊びと区別せずにおままごと

しっかりと教えていきます。

日本人らしさは出るものです。

や戦いごっこを楽しみ、あとになってそれが自分の性に比

どもたちはまず基盤となるものを身につけ、それを使って理

日本文化というと、どのようなものが思い浮かぶでしょ

これらの中から、幼少期に日本人として身につけておく

解したり、比較して解釈したり、組み合わせて新しいものを

うか？ 正月、お盆、大掃除、節分、七夕を始めとする季

べきものをしっかりと定義し、学校生活の中に織り込んで

ちゃんもそのイベントを日本人として大切にしているから、

作っていったりします。よく経験することではありますが、

節のイベント、盆踊りや縁日などのお祭りは、思い出しや

いくことがバイリンガル教育では重要です。

それが日本のものだったと確立できるようになる。そんな

特にグローバル社会、様々な国の方々が集まる場面では、

すいかもしれません。クリスマスやハロウィン、復活祭、

「子どもたちが混乱しませんか？」とよく質問いただきま

メカニズムなのです。こんなものは吸収させたくない、と

どこからきたの？ 何人？ 何語？ どんな国？ どんな文化？

感謝祭といったグローバルなイベントとも比較しながら、

す。何を以って混乱していると感じるのか。恐らくすでに

いう意図はあっても、子供は自由に吸収していきます。そ

と聞かれることが多く、これを話せないと Identity のない

様々な日本としてのイベントを楽しむことで、文化を吸収

整理されている大人にとっては、どれが日本でどれがアメ

れに制限をかけて学習を辞めさせるのではなく、経験して

人間だと思われ、面白くない人間（コラボレーションする

していきます。

リカで…が混濁していくのではないか？ というご質問だ

自分を知ることに役立ててもらったり、知性を身につけた

と思います。バイリンガル教育ではこれを混乱と呼ばず、

時に、今やるべきかやるべきでないかを正しく判断できる

べてどうだったのかがわかってくる。おじいちゃんおばあ

価値がない）と思われてしまいます。高校や大学で留学し

では日本人らしさというと、どのようなものがあるでし

た生徒たちが、海外に行くと一番に気づくのがこれで、日

ょうか？ 普段日本人として生きていると忘れてしまいが

バイリンガリズムを手に入れるための過程であると解釈し

ようになったり、そういう時間軸を含めた学習環境の設定

本人でありながら日本のことをあまりにも理解していなか

ちですが、行儀の良さ、おもてなし、控え目な対応、感謝

ます。子どもたちの体と頭の中は、国を問わずに全て吸収

の仕方を考える必要があるのです。

ったという事実です。これではせっかく英語を身につけた

の心、もったいない（ものを大切にする）
、几帳面、絆・

されている状態からスタートするでしょう。そして年齢が

としても、グローバルで活躍する人材にはなれません。

繋がり、お互い様、おかげ様精神などがあげられると思い

上がり、それ以外の知識や理性が伴ってくると、しっかり

39

思ったこと、感じたことは
何でもレセプションへ

家庭と学校が連携する

スクールの入り口は、レセプション。入園・入学の問い

The Bilingual Brain

Collaboration Between
Home and School

合わせや、通い始めた後の出欠、お迎え時間変更、振替ク
ラス設定などスクールと行う多数のコミュニケーションは

子どもの成長のために家庭での学習と学校での学習が連携していくことがとても重要です。
子どもが自然に持つ「おうちモード」
と
「学校モード」を有効に活用し、学びを最適な状態にしていきます。

レセプションで行なっています。RISE のレセプションの
雰囲気は…? 硬くて、事務的で融通が効かず、相談がで
きない ? セールス・営業活動が多くて、警戒してしまう ?
こんなイメージの全て逆を行っているかもしれません。話
しやすく、親切で、お母さん・お父さんの味方。そして登
校してきた子どもたちを常に明るい気持ちでお迎えするの
が、レセプションの役割です。
できる限りご要望を実現できるよう、様々なご意見を伺
いつでも笑顔で気軽に話しかけられる

レセプション

わせていただくのはもちろんのこと、時にはプライベート
なことや、先生に単刀直入に言えないようなことも、どん
どん投げかけていただきたいと常に思っています。

定期的な面談で
お子さまへの考え、思いを共有

面談

先生からスクールでのお子さまのご様子を、直接コミュ
ニケーションしながら、次に向けた目標やアクションを考
えていくのが、面談（Parents Consultation）の場です。先
生からは、日々教育側から見えるお子さまの傾向や強み、
お友達との関係やワークへの取り組み姿勢、そこから見え

お迎えの際は先生、ご両親が情報共有する重要な機会となる

子

るパーソナリティなどについてお話しします。その内容が、
どもが最も時間を過ごす場所はどこでしょうか？

たちからクラスでの様子や強みとして手に入れたこと、

ご家庭での様子と異なるのであれば、それはまさにお子さ

もちろん自宅です。では、一番長く空間を共にし

変化などについてお話させていただいたり、交換ノート

まの可能性が開かれているということではないでしょう

ているのは誰でしょうか？ もちろんお母さんやお父さん

に記したりしながら、可能な限り情報共有を深められる

か？ 子どもは親から離れた学校、お友達同士の場の中で、

です。学校生活だけでなく、家庭での生活からも学びを辞

ようにしています。また、定期的に先生との面談を設定

また新たな一面を自分で発見し、伸ばしていくものです。

めることのない子どもたち。親として理想の教育環境を子

させていただき、ご家庭でのお子さまの様子や、親御様

だからこそ、家庭での様子や、学校から離れた時のお子さ

どもに与えたいと思うのであれば、学校の選定はもちろん

がお子さまに対して現在感

まの好きなことややりたいことなどをお聞かせいただき、

のこと、家庭での生活をどのようにして行くのかが、とて

じ て い る こ と、 こ れ か ら さ

次のより高い目標とそのための関わり方を相談します。面

も重要なテーマになります。私たちにとっても、お子さま

らに目指して行きたいこと

談は定期的に行なっていますが、リクエストをいただけれ

が家庭内でどのように過ごし、どんなおしゃべりをしたり

な ど を 共 有 し、 お 子 さ ま の

ば、時間を調整して設定することも可能です。家庭教育と

行動したりするのかなどは、お子さまを多面的に捉えるた

目標をより高いところに設

学校教育の連携が、お子さまの可能性を最大化することを、

めにとても貴重な情報になります。

定していく機会を設けてい

RISE Japan は信じています。

RISE Japan では毎日、親御様のお迎えの際に、先生
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お子さまへの期待も心配事も一緒に考えていく

ます。
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RISE JapanではRISEに通っていただいているお子さまの親御様はもちろん、一般の方へむけても

Tell me about early children education

子どもの可能性をより高めていくための知識や考え方をお伝えするセミナーやイベントを行っています。

教えてRISE！ママ・パパからの質問集

「お子さまの英語教育を考える」セミナー

THE MULTILINGUAL CHILD :
a workshop

The Bilingual Brain

RISEは最新の教育動向、
ノウハウを発信しています！

RISEにご興味をいただいた親御様、また実際に通っていただいている皆様との
面談時にいただく質問について、
ピックアップしてみました。

〜親という立場から、多言語に生きる子どもの成長と
その可能性を探求する〜
「母国語のみの家庭環境において子どものバイリンガル教育をど
うサポートするのか？」「学校で学習するクラスがなくても、そ

お子さまについてよくある質問

1

自分の子どもが、同じ年齢のお友
だちと比べて、できないことが多か
ったり、みんながやっているときに
やらない、やれなかったりすること
はありませんか？

Q2

の言語能力を維持・発展させるための方法は？」といったお母さ
ん、お父さんの疑問に対して、バイリンガルの子どもを育てるた
めのセオリーや多くの人が持つ誤解などについてご紹介。実際に
バイリンガルとして活躍する社会人のパネル・ディスカッション

Q1

では、幼少期に第二言語を学ぶことの重要性と不安感、大きくな
ってからそれを学ぶことのメリットとデメリットなど、多くの親
が抱くさまざまな疑問に対して議論を深めました。

A

家では何もできない子なのです
が、学校やクラスについていけて
いますか？
よく親御様から、家ではお片づけもできな
い、好きなものしか食べない、上の子とし

か遊ばない、といったお悩みを伺います。しかし、
殆どのお子さまがスクールでは、ご自宅・ご両親

【絵本の読み聞かせイベント】
英語ってなんだか苦手 を変える
絵本読み聞かせ

の前とは違う顔を見せています。やはり先生やお友
達の影響が大きいと思いますが、お片付けはゲーム
的な要素を持ってお友達と競い合って片付けたり、

〜 おうちから始める早期英語教育 〜

嫌いなものはお友達が美味しそうに食べているの
を見て、チャレンジを始めます。また、RISE では

子どもたちの創造力・理解力を高め、何よりも、子どもたち
が本を読む事を楽しめるための

絵本の読み聞かせ方

年齢別クラスだけでなく、ミックスエイジの時間

を学ぶ

イベント。英語・日本語に関わらず、RISE メソッドに基づき、

も多くあり、上下関係なく名前も性格も覚えて手

①対話式であること、②子どもの興味を引き付けること、③気

を繋いで楽しそうにお出かけしたり、遊んだりし

軽にどこでも楽しめること、を大切にした絵本の読み聞かせ方

ています。先頭に立つのが嫌いだった子が、クラ

について、実演を交えながら紹介しました。

スのラインリーダーになって、先頭に立って先生

Parents Lunch Party
子どもの成長・教育において、家庭と学校の果たす役割はとて
も重要です。RISE Japan では、毎日の送り迎え時に先生と親御
様の間でお子さまの 1 日の様子を話すだけでなく、少しでも気
になる点はコミュニケーション・ノートも活用し、細かく共有し
ています。加えて、保護者のみなさまと先生、スタッフの交流の
場として「Parents Lunch Party」を定期的に開催。一緒にラン
チを取りながら、お子さまの成長についてはもちろん、日々の家

のクラス運営をサポートしたり、いつもストロー
ラーに乗りたいとグズる子が、片道 15 分以上もか

A

RISE では子どもの個性を育むために、自
主性を大切にしています。そのため、でき

ることには当然個人による差が出ますが、最初は
それで良く、まずは自分の得意なこと、好きな取
り組みを見つけることからスタートです。先生の
関わりにより、子どもたちはその個性・強みをお
互い認めあったり、時に教えあったりしながら、自
然とお互いから学ぶようになります。自主性は 自
分で選ぶ

ことでもあり、子どもは自分で選ぶ好

きなこと、楽しいことを何度も繰り返して学びを
深めていきます。ただ、そう言ってしまうとその
ベースとなるマナー、ルールや規律を失っても良
いように聞こえますが、実際は逆です。みんなが
ベースとしてのルール、例えば挨拶やお友達を大
切にすること、お片付けをすることなどは、でき
るまでしっかり向き合い続けています。スクール
では、そこは絶対に逃げません。

かる公園に最後まで歩いていることなどをお伝え
すると、一様に驚かれます。よく親御さまから、
「こ
んなことまでできるとは思っていなかった」とい
うご感想をお聞きしますが、子どもの限界を大人
が勝手に決めてしまっていることもあるのかもし
れません。

庭での様子や教育以外の面でもいろいろとお話させていただき、
お互いを知り、より良い円滑なコミュニケーションを目指してい
ます。家庭と学校が強く連携していくことを RISE Japan は重視
しています。
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Q3

A

英語教育についてよくある質問

2

小学校にあがるころまでには、何
ができるようになりますか？
RISE には、英語、日本語問わず、すべて
のカリキュラムには明確な学習目標を年間、

月間で設定しています。例えば、プリスクールの

A

お子さまが RISE に 3 年通うと、英語のアルファベ

A

英 語に加え、子どもたちの自信
（ Self-Confidence ）を高める
クラスもあるとのことですが、
なぜ
大切なのですか？
これからの時代は、コラボレーションの時
代になります。同じことができる人が集ま

るコラボレーションではなく、異なる強みを持っ
た人が集まって協働し、様々な問題解決を行なっ

幼少期に複数の言語を学ぶことによる混同

ていくことがこれまで以上に増えていきます。そ

は、よくいろいろなところでお聞きします。

の時には、英語・日本語という壁を越え、自分が

ット、日本語ひらがな、カタカナの読み書きがで

それぞれの言語は、インプットされた瞬間からお

どんな強みを持っているか、この問題解決に自分

きるようなります。また、RISE は英語で科目・テー

子さまの脳の中で別の場所（部屋）に整理されて

は何ができるかを示すことが求められます。
「自信

マを学ぶサブジェクトベースになるので、算数や理

いきます。実際に言語の違いを明確に認識し口に

がない」
「普段通り振る舞えない」とは言っていら

科、社会など小学校で学ぶ内容を先取りして学ぶこ

出すようになるまでには、もちろん時間がかかり

れません。幼少期から、自分に自信を持つことと

とにもなります。プリスクール卒園後は、日本の私

ますが、同じ（脳の）部屋に入っていないので、混

合わせて、異なる特長を持つ相手を認め、受け入

立小学校、公立小学校、日本のインターナショナル・

乱することはありません。また、はじめは言語の

れていく経験がこれを生み出していきます。入学

スクール、海外の小学校、どの学校にも適応できる

違いを認識することなくインプットしていき、異

当初から子どもたちはクラスメイトに話しかけた

語学力、習慣を身に付けることを目標にしています。

なる二つの言語であることを認識できるようにな

り、クラスでのイベントをリードする機会を持ち

ると、日本語では＊＊＊、英語では＊＊＊と広が

ます。アクティビティでも、自分の好きな色や形

りが出て、学びの相乗効果が期待できます。

を選び、マテリアルや遊びを選定し、お友達との

RISEに通うようになってからも、家でそれほど英語を話さないのですが、
Q4
家でも英語を勉強させた方が良いでしょうか？
まだお子さまが日本語と英語の違いを自覚

お子さまの英語力についてよくお聞きするのは、自

していない場合は、普段日本語でコミュニ

宅で両親に向かって英語を話すというよりも、街で

ケーションしている人に英語を使うことはなかなか

会った外国人に突然子どもが英語で話しかけるとい

ないでしょう。たとえ認識していたとしても、日本

ったケースや、以外なモノをふいに英語で言うとい

語が通じる人に無理に違う言語を使う必要がないの

ったケース（野菜や果物を英語で言ったり、はらぺ

で、そこに大きな期待をかけるべきではないと思い

こあおむしを Hungry Caterpillar と言ったり）など、

ます。ご心配はわかりますが、お子さまにとって学

ふとした出来事でお子さまの成長・英語力を感じる

校は

ことが多いようです。

A

英語の場 。先生ともお友だちとも、たくさ

ん英語で話しています。バイリンガル教育において

ご自宅では、お子さまが興味があるようでしたら、

非常に重要なことは、母国語と第二言語の切り替え

英語の絵本を読んであげたり、英語の Movie を観

です。お子さまにとって理想的な環境は、学校では

せて一緒に楽しむことができれば、なお良いと思い

英語、家では日本語など、環境によって使用する言

ます。

語が明確に区別されていることです。
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日本語も覚えはじめる年齢なので
すが、
そんな時期に他の言語もや
らせると子どもは混乱しませんか？

Q1

Q3

The Bilingual Brain

お子さまについてよくある質問

交流の中で違いを理解しながら自分の強みを理解

どのくらいの期間で子ども達は英
語を話すようになるのですか？

Q2

A

個人による差はありますが、RISE のアフ

し、認め、自信に繋げていきます。自分に自信を
持てることで、他者の前で話したり相手の話を聴
いたり、あるいは大勢の前でいつも通り振る舞え
るようになります。

タースクールでは、3-6 か月くらい学ぶと

コミュニケーションに学習効果が出てきます。キ
ンダーガーテンレベルで 1 年間フルタイムのイマ
ージョンプログラムを受けると、子どもたちはそ
の年齢において実用的なレベルを習熟することが
でき、十分なコミュニケーションすることができ
るようになります。なお、一般的に子供が第二言
語をマスターするためには数千時間が必要と言わ
れていますが、RISE のカリキュラムはハーバード
大学に属する研究グループでも評価をされたよう
に、その学習効率、学習効果の高さが認められて
います。
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学 で、ある研究によると物理的な環境は子どもの早期発達に多

びの空間は子どもの学習・成長を大きく左右する要素の1つ

イベントスペースの中央にある
“ハニカム (Honeycomb = ハ
チの巣 ) と呼ばれるモニュメン
トは世界各国のRISEセンターに
設置されているRISEの象徴です

大な影響を与えると言われている。安全・快適で、
シンプルに整理され、
子どもにとって親しみやすく、心地よい空間が子どもたちの学びを促進
していく。例えば、テキスト教材は常に同じ場所に保管され、子どもたち
がよく使うものや、学習ツールは手が届きやすかったり、
目の高さに合わ
せて配置される必要がある。もちろん、
“ 空間”
とは、単に施設の内装、
設備、
クラスルームの装飾といった目に見えるものだけ出なく、施設外
の環境、
そこにいる人、
その人が作り出す空気感などがマッチしてくるこ
とで、学びの場としての価値が高まる。子どもたちが五感のすべてを使
い、学び、成長できるように工夫されている空間は、子どもたちの集中
力をあげ、創造力を刺激し、彼らの可能性を最大限引き出していく。

Purpose-desi gned
for Learning
学びに適した空間のデザイン
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絵本スペース

生活環境を学びにつなげる
R

ISE Japan の最初のスクールである代官山センタ

るときはお風呂になったり、家になったり、倉庫になっ

ーは、すべての子どもたちが自然と楽しくなり、

たりして子どもたちは遊びます。その感性が、創造力を

創造力が刺激されるようにデザインされています。はじ

養うだけでなく、高さを認識することで空間把握力も育

めて RISE Japan 代官山を訪れた子どもたちの多くは、

んでいます。クラスの中もアートの力を活用した、様々

直感的にこの空間に興味を持ちます。積極的にセンター

な工夫がなされています。

の中に入り、先生たちと仲良くなって、楽しそうに過ご

そして学びの空間は、施設の中、クラスの中だけではあり

してくれます。よくお母さんから、「他の施設では、結構

ません。代官山センターはショッピングモールの一角にあ

慎重なのに…」、「初めての場所、初めての人はだいたい

るため、クラスの一環で先生と一緒にスーパーに行って、

怖がって泣くんですけどね〜…」といった声を頂きます。

実際に野菜や果物について学習できるだけでなく、パン屋

例えば、RISE Japan のイベントスペースの中央にある、

さん、クリーニング屋さん、お寿司屋さん、花屋さん、ク

ハニカム （Honeycomb）と呼ばれるモニュメントは、

リニックといった子どもたちが興味を深める人たちも身近

六角形のハチの巣をイメージしており、各スペースを何

にいます。敷地内には公園やスポーツ広場もあるので、安

に使うかは子どもたちの自由です。ときには

全に気軽に外に行ける生活環境は、学ぶことに制限をかけ

になり、ときに

一人だけの読書スペース

スーパーで
お買い物

隠れ部屋
になり、あ

Purpose-designed for Learning

Learning from Everyday Life

（左）子どもたちが自由に
読めて、家に持って帰るこ
ともできるたくさんの英語
の絵本。読書の秋には
Reading Marathonを行っ
ています

ることがありません。
先生とスーパーに行き、買い物をしながらいろいろな英語を覚えます

考えられたハニカムの構造

代官山の街並み
イベントスペース中央にある ハニカム は子どもたちが創造力を掻き
立て、思い思いの発想で楽しめるようにデザインされています

創造の木

公園
グリーンスペース

（上）センターの近くにある緑の広場。工夫を凝ら
した遊びでめいっぱい体を動かします
（左）子どもたちと先生で創った本物と見間違うほ
どのアート作品。子どもたちが創ったクラフトの制
作物がたくさん飾られます
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イバーシティを日本語に訳せば多様性です。近年

るのはもちろんのこと、子どもたちは日本の子、Mixed（ハ

はダイバーシティを活かすためにインクルージョ

ーフ）の子、外国籍の子で構成されています。また、通常

ンという言葉が付加され、多様性を武器にしていくことが

クラスは年齢別ですが、Mixed Age で取り組む時間も多

求められています。島国である日本は、まだまだ日常生活

く、国・年齢・男女・母国語・文化などの違いが交わる機

を普通に外国人と過ごす環境は限られています。ゆえに、

会を意図的に作っています。それに加え、先生たちはバラ

ダイバーシティ環境に慣れるためには、特別な機会・空間

エティ豊かな教授法を用いて子どもたちに学習経験を提供

に入っていく必要があります。慣れていない大人にとって

しています。そしてセンター全体、クラスルームのデザイ

は、たとえ言語ができたとしてもアンコンフォート（不快

ン・装飾などにもダイバーシティは意識されています。こ

適）であり、自分らしさを発揮することが難しく避けがち

うした豊富なリソースに囲まれ、子どもたちは楽しくアク

になる。これは日本人のグローバル化を妨げる要因として

ティビティに取り組むことで、ダイバーシティ環境を当た

よく聞かれることです。では、ダイバーシティ環境は自然

り前のこととして受け入れていきます。サブジェクトベー

なものだということを、いつ理解するべきなのでしょう

スのカリキュラムでは、国や文化を学ぶことで、自分たち

か？ RISE はこの時期が幼少期であると考えています。

が多様性を作っていることを知り、それを価値にするプロ

RISE のクラスでは、外国人の Native 先生がクラスを進め

ジェクトにも取り組んでいきます。

Purpose-designed for Learning

ダ

年齢のダイバーシティ
文化・風習のダイバーシティ

The Value of Diversity

ダイバーシティであることの価値
国籍のダイバーシティ

年齢の違いは様々な関係性を生み出す

その国の遊びから入ることで、
興味を深めより知りたくなる

お友達は世界各国から。違う国の友達が
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当たり前

に
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2nd Home Concept

コンセプトは2nd Home

Purpose-designed for Learning

近い距離感

スナック
タイム

Yogiboでリラックス

お勉強を忘れ小さな女子会でフリートーク

何でも気軽に相談でき、話しあえる空気感

宿題

リラックスした空間で好きな英語の絵本を
たくさん読みます
クラスまでの時間は絶好の宿題タイム。
おうちに帰るまでには終わらせるぞ！

ライブラリーで
絵本を

ハロウィンパーティー

イベント

R

ISE で働くすべての先生、スタッフは、通ってく

さんとライブラリーで絵本を選んだり、英語ゲームを楽し

れている子どもたちとそのご家族の皆さんを

んだりしています。もちろん先生やスタッフとの談笑も忘

RISE Family

と 呼 ん で い ま す。RISE Japan は RISE

また、センターでは一年を通してさまざまなイベントを実

な場所、時間を気にせず過ごしていただける場所、友人と

施しています。クリスマス・パーティやハロウィン・イベ

出会い・集い・様々な楽しみや笑いの中で、学びがある場

ントは普段 RISE に通っている子もそうでない子も、お友

所でありたいと考えています。そして、RISE Family にと

だちがたくさん集まって、英語で様々なアクティビティ・

っての

文化を楽しみます。もちろん餅つきや縁日といった日本的

になるというコンセプトを先生、

スタッフ全員が共有しています。

なイベントも実施し、街に馴染んだ施設になっています。

特にアフタースクールの子どもたちはクラスがない日でも

バイリンガル教育のセミナーや絵本の読み聞かせ方などの

センターに立ち寄って、本を読んだり宿題をしたり友達と

カンファレンスもこのセカンドホームで行なっており、子

楽しんだり。時には先生が宿題を手伝ってあげることもあ

どもたちの学習環境づくりの情報発信を進めています。

ります。小さい子どもたちはクラスの後にお母さん・お父
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れずに。

Family にとって、気軽に立ち寄れるコンフォート（快適）

セカンドホーム

いつもの
公園で

フィジカル面も育んでいきます
クリスマスソングをお披露目
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Raising bilingual in the world

Rise Global

Rise Globalは世界の85都市で
English Learning Centerを展開しています

世界でバイリンガルを育てるRISE
英語を第二言語とする世界各国で、
バイリンガルエデュケーションのTopランナーとして、Rise Globalは成長を続けています。

R

ise Global は、米国において幼

おける先進的なグローバル企業です。

稚園児から高校 3 年生までを対

21 世紀型スキル開発と教育学に基づ

象とした最大の教育出版企業であるホー

く RISE の教育プログラムは、次世代の

トン・ミフリン・ハーコート社の傘下で

子どもたちが英語力を身につけるために

発展しました。中国においては、最も成

ふさわしい取り組みを実践しており、そ

功している英語学習事業の Rise China

のカリキュラムは極めて効果的で革新的

を、その後、韓国、インドネシア、シン

であると、米国ハーバード教育大学院に

ガポール、サウジアラビアなどに展開し、

属する研究グループからも高く評価（下

いまでは世界各国約 85 都市に 200 以上

記）されています。

の RISE ラーニングセンターがあります。

China
USA

国際的に認められた教育方法に、革新的

ら RISE に通う世界中の子どもたちの両

なテクノロジーを掛け合わせることで、

親から高い信頼を得ています。

Ireland
UAE

また、各国での高い学習成果・実績か

1
2

3

4

今日のグローバル社会において、英語は必要不可欠な言語
としての役割をもっている。

RISEのプログラムは、昔ながらの伝統的な教育法とは一線
を画す、21世紀に求められる革新的かつ先進的な教育プロ
グラムである。
RISEの教育プログラムには、英語によるコミュニケーション・
スキルを効率的に学ぶ主要な原理原則
（右記）
が組み込まれ
ており、
それらがすべてのRise Approachの核となっている。
RISEはその教育アプローチとコンテンツを通して子どもたち
を夢中にさせる、21世紀型の学びの環境を提供している 。

2

3
4

Japan

Singapore

4つの原理原則
1

Thailand
India

確実な学習成果を追及する、教育業界に

ハーバード教育大学院研究グループの評価

South Korea

口頭言語が読み書きすべての基礎で
あり入口である。
読み書き能力の強化には、
さまざまな
複雑なトピックとアイディアに触れ、学
ぶことが求められる。
確かな英語を使うことで、話す、聞く、
読む、書く力が養われる。

Vietnam
Saudi Arabia

Indonesia

効果的な21世紀型の言語教育のた
めには、生徒の能動的な参加が前提
となる。

※詳細はrisejapan.comをご覧ください。
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Raising bilingual in the world

RISE Centers around the World

Rise Global CEO Interview

さらに拡大を続けています。
Rise Globalは世界でEnglish Learning Centerを展開しており、
現在、ロシア、
トルコ、
ミャンマー、ラオス、
タイ、
ブラジル、アルゼンチン、メキシコなど、
新しい国々での展開を検討しています。

Message from
Barry O’Callaghan
世界のRISEを日本のRISEに！
Barry O Callaghan（バリー・オキャラガン）

1

2

3

R

ISE Japan 代官山センターは、

含まれます。こうした能力は、昔なが

では、最先端の教育法とテクノロジー

2016 年 3 月に開校しました。

らの伝統的な教育法、知識詰め込み型

を活用し、子どもたちの学びの経験を

その準備のため、私も何度か日本を訪

の教育では決して身につけることはで

高め、学習成果を最大化することを追

れる機会があり、その度に日本の親御

きません。

求しています。

価値観に触れ、とても感銘を受けまし

RISE Japan において、子どもたちは

活用した

た。そして今、こうして RISE Japan

英語であらゆる教育テーマを学びます。

グ

をスタートできたこと、RISE Japan

これにより、子どもたちはなぜそのテ

れは、テクノロジーとオンライン・メ

のメンバーの一人であることを大変誇

ーマを学ぶのかを理解し、テーマに関

ディアによるデジタル教育と伝統的な

りに思っています。

する膨大なボキャブラリーを身に付け

対面式の教育を掛け合わせた手法です。

ます。教育テーマとはサブジェクト、

テクノロジーを最大限活用し、重要な

今、日本の子どもたちが直面している

つまり算数、科学、言語学、そして社

発達ステージにある子どもたちの学び

問題、チャレンジするべきあらゆる課

会科学などです。こうして、ネイティ

と個々の成長をファシリテートし、従

題は、過去、我々世代が対峙していた

ブ・スピーカーが学ぶように英語で学

来のテキスト教材や伝統的なアクティ

も の と は ま っ た く 異 質 な も の で す。

び、第二言語を勉強や研究の目的では

ビティとを適切に組み合わせ、子ども

RISE Japan は、子どもたちが未来を

なく、コミュニケーションのツールと

たちが 21 世紀を生きていくためのス

切り拓いていくために、この時代に適

して獲得することができるのです。

キルの習得を実現していきます。

RISE では、テクノロジーを最大限に

様のお子さまへの教育に対する熱心さ、

4

5

7

Rise China
Rise Global は 2008 年 北 京
に 1st Center を 開 校 し、3
歳から 12 歳までの子どもた
ちを対象とした英語教育施設
とし高いて評価を得ました。
今ではマーケットリーダーと
し て、 中 国 に 約 200 の セ ン
ターが存在し、130,000 人の
子どもたちが Rise China で
学んでいます。
1/F Jiahe Guoxin Mansion,
Suite 201,15 Baiqiao Street,
Dongcheng District, Beijing ,
P.R. China
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6

8

1,2

Rise Korea

した新しい教育メソッドを創り、進化

9

3,4,5

Rise
Indonesia

Rise Korea の 1st センターは
2014 年にソウルに開校し、
現在、韓国国内に 11 のセン
ター、約 3,000 人の子どもた
ちが学んでいます。また、2
年以内にさらに 14 の新しい
センターを開校する予定です。

インドネシアでは 2015 年に
1st センターを開校し、現在、
ジャカルタ市内に Rise Alam
Sutera , Rise Bintaro and
Rise S. Parman と 3 つ の セ
ンターを開校しています。

5 , Dogok-ro 37-gil , RISE
Building , Gangnam-gu ,
Seoul, Korea

Jl . Kebon Jeruk Raya No .
27 Kebon Jeruk , Jakarta
Barat, Indonesia

6,7

ブレンディッド・ラーニン

のアプローチをとっています。こ

8,9

Rise
Middle East

Rise
Vietnam

2016 年 8 月にサウジアラビ
アの首都リヤドに中東地域で
初の RISE センターを開設し、
9 か月後には定員に達し、2
拠点目のセンターを 2017 年
9 月にオープンさせる予定で
す。また、中東においては、
1年以内にバーレーンと
UAE（ ア ラ ブ 首 長 国 連 邦 ）
に新しいセンターを開設する
計画が進んでいます。

Rise Vietnam は 現 在、 ホ ー
チミン市に 1 拠点あり、450
名以上の子どもたちが通って
います。来年さらにセンター
の拡大を計画しています。
102 Nguyễn Du, Bến Nghé,
Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam

させ続けています。

ここで、教育の現場を医療の世界と比

最後に、RISE Japan のセンターは子

我々がフォーカスするのは、子どもた

較してみましょう。1950 年代の外科

どもたちが安全安心で楽しめるように、

ちが実生活、社会、仕事で活かせる力

医がテクノロジーがフル活用されてい

そして子どもたちの学びと成長を最大

であり、彼らの人生をより豊かにする

る現代のオペ室で手術をすることがで

化するために、すべてがデザインされ

ための学習能力です。そして、それは、

きるでしょうか。もちろんできません。

ています。そして、子どもたちは、こ

学校だけでなく、特に働く機会におい

しかし教育現場の多くは旧態依然で、

こでの交流を通して他者を理解し尊重

て、子どもたちを大きく飛躍させる武

大昔の先生でも現在の教室で教えるこ

する心を養っていきます。

器になるのです。

とができそうです。本来、医療現場と
同じように、教育の現場もその時代に

素 晴 ら し い 学 び の 場 で あ る RISE

具体的には、プロジェクト・マネジメ

応じて変化するべきであり、教師が最

Japan をぜひ体感してください。

ント力、チームワーク、コラボレーシ

先端の教育法やテクノロジー、ツール

ョン、クリティカル・シンキング、知

を駆使することなく、子どもたちに教

Barry O Callaghan

識の応用力、自分に対する自信などが

えることなどできないはずです。RISE

CEO, RISE Global

Exit 6 – Abi Bakr As Siddiq
B r a n c h R d , A t Ta a w u n ,
Riyadh 12475, Saudi Arabia
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RISE Japanのある1日

RISE Japanのある生活
RISE Japanに通っている“ RISE Family ”のみなさんはRISEをどう思っているのか。
RISEに通うようになってから見えた子どもたちの成長をインタビューしました。

07:00
08:00
08:30

ママ起床、
お弁当の準備、
身支度

09:00

RISE登園

12:00

ランチの時間です。先生やお友達と

12:45

子どもヨガクラスや体を動かす時間です

13:00

公園遊び、お散歩など、

13:30

お外で遊んだことを絵にして書いたり、

13:45

お片付け、
掃除の時間
（14時で帰る子は準備をします）

14:00

お昼寝の時間

15:45

おやつの時間

パパが仕事前にRISEへお送り

プレイルームへ。自由遊びの時間です
日本語クラス
ひらがなやカタカナを楽しく学ぶほか、
日本のお歌を

RISE
Family

絵本の時間

ママ仕事、
パパ・遥馬くん起床

リュック、
水筒、
お弁当、
靴を自分でしまい、

09:30

11:45

RISE Family

RISE Family Interviews

歌ったり、
絵本を読んだり、
日本の遊びを楽しみます

英語でおしゃべりしながらランチを食べます

外にでます

1

Q1.

Questions

RISE に通うようになってから、お子さ
まにどんな変化・成長が見られますか。
Q2.

お子さまが RISE での出来事、学んだ
ことについて話てくれることはどんな
ことですか。
Q3.

10:00

英語に浸かる時間です
お友達と英語の歌を歌ったり、
話す練習をします

お子さまに将来こうなって欲しいという
イメージはありますか？
Q4.

家庭や休日の過ごし方などで工夫して
いること、よく連れていくところを教
えてください。
Q5.

羽野友紀さん（パパ35歳）、遥馬くん（3歳）、さやかさん（ママ36歳）

異文化の人ともコミュニケーションがとれる
広い視野を持った人に

RISE に対しての期待をお聞かせください。

A3.

10:30
10:45

とれる広い視野を持った人になってほしいです。

日本語・英語ともに語彙が増え、活動的になりました。文

A4.

字や図形に対する興味が強くなり、2 歳にして A to Z・1

家庭では本人の自由を尊重し、とくにタイムスケジュール

to 200・色・ひらがな・図形（circle や diamond など簡

は決めず興味を持ったことに取り組ませています。週末は

単なものから hexagon などの難しいものまで）をバイリ

公園や、安全に歩き回ったり走り回れたりする場所（広い

ンガルで読み書きができるようになりました。また、しつ

ショッピングモール）
、電車が見える場所などによく行き

けもして頂いているので「I'm sorry. ごめんなさい」や

ます。

「Thank you. ありがとう」などが適宜言えるようになり、
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日本語・英語問わず話をする機会を多く持って欲しいです。

A2.

また、英語を学ぶのではなく、英語で学ぶ RISE だからこ

話し言葉がゆっくりなので、まだお話しをすることはあり

そ漢字・算数等の活動やスポーツのクラスなどもあると良

ませんが、RISE で学んだ言葉やフレーズ、英語のお歌や

いなと思います。これからも今までと変わらず良いところ

ダンスを嬉しそうに披露してくれます。

は褒めて、悪いところはちゃんと叱って頂きたいです。

遊びの時間です。
アフタースクールのお姉ちゃん、
お兄ちゃんと一緒に

英語に浸かる時間です

好きな遊びに取り組みます

に
科学の基本
（Basic science concept）

フォーカスし、
体験学習をベースに学びます

16:45

お片付け、
掃除の時間

17:00

ママがRISEにお迎え、先生から1日の様子を共有

17:15

RISE降園

17:30
18:00

A5.

食事やトイレもだいぶできるようになりました。

16:00

クラスは、
数字
（Numbers）
、
形
（Shapes）
、

言葉や文化の異なる方ともコミュニケーションがしっかり
A1.

トイレ、
おむつ交換、
お菓子タイム

写真を見ながら１日を振り返ります

帰宅帰りに夕食の買い物
ママは夕食・お弁当の準備、家事、
仕事
遥馬くんは英語・日本語・図形・数字の読み書きを自習
ママと遥馬くんで夕食

11:15

遊びの時間

20:00
20:30
21:00
21:30
22:00

パパ帰宅、
夕食
パパと遥馬くんでお風呂
ママはお風呂。パパと遥馬くんは英語でお遊び
寝る前に英語の絵本の読み聞かせ
みんなで就寝
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RISE Family

言語にとらわれず、
誰とでもコミュニケーションが取れる人に

RISE
Family

2

家族構成：成田 源さん (パパ37歳)
祥子さん(ママ32歳)
大輝くん（長男3歳）
光ちゃん（長女1歳）

（仮名）

英語と自分を表現する力をつけて
ワールドワイドに！

A1.

A3.

通い始めて 1 年経った頃、RISE で憶えてきたフレーズを

自分の望む職業や情熱を傾けられることに挑戦してほしい

同じように私が発音したところ「ママって英語下手なんだ

です。また、日本だけにとどまらず世界にも視野を広げて

ね」と言われました（汗）
。若干見下されつつも（笑）ネ

ほしいです。コミュニケーションスキルが非常に重要にな

イティブな発音をしっかり聞き分けることが出来ているこ

ってくる中で、日本語だけでなく英語まで拡げると、その

とに驚きと成長を感じ嬉しく思いました。また、洋楽を聞

幅が一気に広がるし、そこで気遅れするかしないかは天と

いて知っているフレーズがでてくると反応して口ずさんだ

地程の差。言語にとらわれず、コミュニケーションを誰と

りもしています。

でも図れる人間になってほしいですね。

A2.

A4.

やり終えたテキストについて得意気に読んで説明してくれ

平日は習い事や父親の仕事が遅いこともあり、なかなか家

ます。今年度から新しいクラスにも参加し、今までよりも

族団らんとはいかないので、休日はできる限り習い事はさ

難しく周りに遅れをとっていると感じることもあるようで

せず家族一緒に過ごしています。公園などでおもいっきり

すが、それでも先生方のサポートのおかげで授業について

身体を動かすようにしています。

いきたい・理解したいと思う気持ちが維持できているよう

A5.

で「楽しい」と話してくれます。

海外の文化にふれたり、同世代の海外の子供たちとの交流
の場をつくっていただけると、より英語に興味を持つと思
います。

A1.
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RISE に通うようになって、圧倒的に自分の意見を英語で

そのためには英語が必須で、日本にとどまらず、ワールド

伝えるようになりました。年齢的にも本当になんでもすご

ワイドな男になって欲しいと思っています（笑）。そうい

く吸収する時期なので、想像以上の成長を感じています。

う意味で、英語力と自分を表現する力が日本人として必要

英語でのアウトプットまでは期待していなかったのですが、

だと思っています。

こんなに早く結果が出て驚いています。また、英語から少

A4.

し離れるかも知れませんが、自分をアピールすることが上

RISE のクラス内容に関連することをできるだけ延長する

手になったと思います。自分がどう見られているか、こう

ような週末の過ごし方をしています。例えば少し前に、ク

見られたいなど、そういう意識が RISE にきてから急に芽

ラスで Space（宇宙） をテーマにしていた時です。家

生えはじめた気がします。友達や自分以外の他人に対する

でも Earth

愛情、思いやりの気持ちが持てるようになり、そこから自

このタイミングだと思い、宇宙関連のトピックがあるイベ

分の意思の伝え方もはっきりしてきたとも感じています。

ントや資料館に行ったりしました。その瞬間の子どもの興

A2.

味を見つけて、そこをもっと伸ばせないかと常に考えるよ

担当の先生のことをよく話してくれます。先生がこんなも

うにしています。

の食べてたよ、とか。やっぱり先生が言うこと、やること

A5.

は印象に残りやすいんだろうと思います。いつもうれしそ

とにかく英語であたり前のように日常生活を送ること、常

うに話してくれるので、RISE で過ごす時間が楽しいんだ

に英語に浸る環境を期待しています。先ほども言いました

と感じます。

が、これだけ成長が早いのは、やはり毎日英語に浸り続け

A3.

ているからだと思います。だからこそ RISE には、とにか

我が家の方針ですが、世界的に国籍、職業、宗教などに囚

く子どもが英語に夢中になれる環境を創り続けることに期

われず、一人の人間として存在して欲しいと思っています。

待します。

とか Mars

RISE
Family

家族構成：深山 康次郎さん（パパ46歳）
聖子さん（ママ36歳）
智賀ちゃん（長女5歳）
結賀ちゃん（次女2歳）

3

とかすごく言うようになり、
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Special Interview

Koji Wakanabe

（若鍋 孝司）

株式会社ニチレイを経て、2001年、「株式会社セルム」に
参画、関西支社立上げ。2006年 株式会社ファーストキャ
リアを設立し、代表取締役社長に就任。職場で若手を育て
るための各種ノウハウ・ナレッジを開発・集約し、企業や
組織における本質的な人材育成の実現に向けたコンサルテ
ィングや研修を実施。企業における社会人教育の経験、知
識を活かし、2015年世界で英語イマージョンプログラムを
『20代
展開するRISEの日本校を設立。上智大学非常勤講師。
でファーストキャリアを築ける人、築けない人』
（ファースト
『これから働くなら これからの会社でし
プレス 2008 年）、
ょ』
（共著）など、著書多数。

「RISEを語る」

異なるバックグラウンドを持つ2 人がRISE Japanに集い、
日々推進するバイリンガル・エデュケーション。
代官山センターの開設から1 年半が経過し、改めてこれからの日本の教育やこれから求められる学習、
学校などについて、
それぞれの思いを語り合ってみました。
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教師として、そして学校運営のリーダーとして１５年の間、
子どもたちの教育に情熱を注ぐ。インターナショナル・セ
カンダリー・スクール、アオバジャパン・インターナショ
ナルスクールでは、国際バカロレアPYP,MTP,DPプログラ
ムの導入など、同校における教育改革を推進。8年間にわ
たる学校機関へのコンサルタント、教育者へのトレーニン
グを通じ、親や教師、大人たちが子どもたちの可能性を信
じ、いかに彼らが挑戦できる適切な高い目標を設定いでき
るかが最も重要だと考える。
Masters of Education , International Educational
Administration Beverly Massachusetts.

たちはそれをよ

合ってプロジェクトに取り組んだり

RISE はそういう姿勢とはまるで異

り引き出すために、

する姿は、普通のスクールで見られ

なっていて、その子の強みを引き出

どんなカリキュラム

る光景ではないだろうね。でもこの

し、個性を作って伸ばし、その個性

をやろうか、どんなプ

クオリティをさらに引き上げ、持続

同士がコラボレーションして何かの

ロジェクトに取り組もうかと、ク

させていくのは先生たちだけではで

問題を解決していくプロセスが学び

リエイティビティを発揮している。

きなくて、やはり生徒たちと創って

の場になっている。もちろん個性だ

僕にもたくさんのアイディアがあ

いくんだろうね。

からと言って、それぞれが自分勝手

るけど、最後にクラスで生徒と学

R

びを作るのは先生たちだからね。

校・教育・教師としてのキャリアを

僕 は Koji と 違 っ て、 ず っ と 学

「この子には早い、
できない」と
言ってやらせないことで
子どもの可能性を広げない
親が多い

わ か る よ。 そ れ で 時 々、Pizza

歩んで 16 年。特に子どもの教育に

Party とかやらせてもらって、先生

対しては高い専門性がある。直近の

たちに和んでもらい、たくさんコ

キャリアであるアオバ・インターナ

ミュニケーションして強いチーム

ショナルスクールの学校長では、幼

にして行くのが僕らの役割だよね。

児から高校生までを一貫して教育し

にやればいいというのではなく、人

ここは学校だから向かっている目

ていくプログラムである国際バカロ

として、日本人のベースとしての文

標は一緒の部分があるけど、やり

レア PYP, MYP, DP を導入したり、

化やしつけ、ルールというものもし

方は自由というか、子どもたちの

子どもたちのグローバル教育に心血

っかり教え、日本人としてのアイデ

強みによって変わっていく。本当

を注いできた。その他にも様々なイ

ンティティを持つことも当然ながら

に RISE の先生たちの仕事はクリエ

ンターナショナルスクールへのコン

進めて行っている。

イティブで、エンターテイメント

サルティングや、ティーチャートレ

K うまくまとめるなぁ（笑）！

的な要素が強いと思うよ。僕も 1

ーニングなどをしている中で、僕が

まさにそこは二人で一致していると

K

Royce Jacobs × Koji Wakanabe

Royce Jacobs

（ロイス・ジェイコブス）

Koji（以下 K ） こうして改めて 2 人

話しが中心になって、あとはアイデ

R いい学校になってきたなと思っ

年半が立って、RISE の性格が出て

毎回言っていることがある。それは、

ころだよね。僕の場合は、大手企業

で自由に思いを語り合うのも久しぶり

ィア拡散して終わったな。

てるよ。様々なレベルのクラスがあ

きたというか、RISE の教育方針、

先生、そして親も、大人たちが子ど

に対する人事コンサルティング、社

というか、初めてなんじゃないかな。

K Royce もだけど、僕も相当アイ

るのはもちろん、生徒も日本人だけ

クオリティというものが生徒たち

もの可能性を信じ、いかに彼らの目

会人教育というバックグラウンドが

Royce（ 以下 R） そうだね、普段は

ディア豊富なので、色々出てきちゃ

でなく様々な国の子ども、ハーフの

によく反映されてきている感覚を

標を高めてあげて、そのための環境

強い。特に昨今は有数の大学に入り、

話さなければいけない Topic も多

うんだよね。今日は、それよりも未

子も通うようになり、先生たちだけ

強く持っている。子どもたち同士

を整えるかが重要だということ。

留学もしていて、英語も話せるのに、

いし、お互いそれぞれのセクション

来に向けて思いをぶつけ合う対談の

でない国際色豊かな環境がここに作

がクラス内で英語でコミュニケー

「この子にはまだ早い」「この子はこ

企業に入るとこじんまりしちゃう若

で忙しいから落ち着いて話すことは

設定で話をしようと思ってさ。代官

れている。その分、日々アカデミッ

ションをしているのはもちろんの

れができない」という親が日本には

者が増えている。言われたことだけ

なかったな。この前も新しい年度に

山にセンターができてから 1 年半

クの仕事はハードさを増していて、

こと、外国人の子が日本語で「お

多いけど、そう思ってやらせないこ

やって、新しいチャレンジもせずに

入ったから、せっかくディナーに行

が経つけど、Royce は改めてどん

これだけ個性豊かな子どもたちが個

はよう」と言えるようになったり、

とで安全ではある。しかし、可能性

怒られないようにすることに終始す

ったのに、結局はサマーキャンプの

な印象を持っているの？

性を磨くようになってくると、先生

年次を越えて名前も性格もわかり

を広げているとは決して言えない。

る姿はとてもグローバル人材とは言
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Special Interview

Royce Jacobs × Koji Wakanabe「RISEを語る」

が今運営している RISE Japan 代官

そして僕の旅は

山なんだと思っている。ひょっとし

まだ終わってい

たらその同志は、RISE Japan とい

なくて、RISEが形

う看板のスクールを運営しないかも

になってきたら、次

しれないけど、それでもいい。大事

はもっと素晴らしい教

なのは、ここで Royce と話した未

育環境は何かを探る旅に出たいと思

を見出そうとしている。また Koji

来への可能性、より高い可能性を育

っている。それは日本ではないかも

ある保育園を運営している私の知人

が 主 に 見 て い る Reception で も、

んでいくという理念が広がって、親

しれないし、幼少期ではないかもし

と思う。小学校の英語の授業で英語

の話なんだけど、保育士の先生たち

ご両親からの要望やフィードバック

となった大人がしっかりと自分の意

れないが、子どもの教育をよりリー

が好きになるどころか、逆に嫌いに

には、子どもたちのためにこんなア

をよく聞いて、それを上手に反映し

見を持って考えられるようになるこ

ドして行きたいという Vision を持っ

なる子が出てきてしまっているのは

クティビティをやりたい、こんなと

ようと、うまくアカデミックにフィ

とだな。幼少期は、自分で選択しろ

ている。

ころに連れて行きたい、こんな遊具

ードバックしてくれている。このサ

と言っても選択はできない。だから

K Royce は本当に教育界の人なん

を入れたい、というアイディアは豊

イクルが回っていかないと、学校も

親が責任を持って選択をしてあげる

だね。僕は教育よりも「人が変わ

富にあるが、保護者会で猛反対を食

官僚的になってしまうし、ご両親に

必要がある。その親が教育理念を持

る、成長する」というところに興

らう。危ないとか、お金がかかると

とっても子どもの可能性の把握がど

っておらず、また選択肢も限られて

味があるから、スクールでなくて

か、経験があるんですか…など。結

こかで留まってしまうから、頓珍漢

いて、子どもが自分の範疇外に興味

もいいなあなんてやはり思っちゃ

局、革新的なことは何もできずに理

なニーズを出すことになってしまう

を持った時にそれを阻害してしまう

うけど。

R 日本の教育も全体として変わろ

を中心に待機児童の問題の方が重視

ものすごく弱いというか、異文化に

うとしているのはわかるよ。小学校

されていて、保育園に入れるのか、

入っていく力が本当に弱くて、本人

にも英語の授業は普通に入ってきて

安全なのかの話題ばかりで、幼少期

たちは、「ムリ」「自分に合わない」

いるし、義務化することも決まって

の教育の質についてはあまり課題と

と言って、スマホいじって自分から

いる。2020 年の東京オリンピック

して取り上げられることが少ない。

仕事も会社も辞めていくようになっ

に向けて、語学学習への需要は堅調

じゃあ保育園は教育の質が悪いのか

庭内での教育と学校での教育に文脈

た。企業側の問題も多いけど、これ

に伸びているが、英語という言語だ

というとそういうことではなくて、

をクリアできないと、言語が出来て

けで終わっているのがとても残念だ

も話にならないし、結果的に活躍の
場も限定されてしまう。それで、こ
の異文化に入っていく、異文化であ
ることが当たり前という感覚をどこ
で作るのが一番いいのかというテー
マと対峙したとき、年代を降りて行
ったら幼少期が一番だった。これが
僕がこのスクールを運営させてもら

異文化であることが
当たり前にするには
幼少期が一番早い

っている原体験なんだよね。小学
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学校はご両親の
協力があってこそ
理想の教育ができる。
逆も然り

えない。年代、立場、常識の違いに

生も半ばを過ぎれば、「嫌だ」とか

心配だし、習い事としての英会話ス

想とする保育が実現できない状況が

だろう。そしてその被害者は子ども

ような状態だったら…残念ながら子

R Koji は産業界から来ているから

「ムリ」とか言っても、無理やりさ

クールは、対話がベースなので、書

散在しているみたいだよ。またある

ということになる。

どもの成長は与えても与えても限定

な。でもまあそのバックグラウン

せなければならなくなる。結局そ

く・読むを学ぶ機会が少ない。本や

幼稚園でも、あれはやらせないでほ

K 2017 年の前半に「The multilingual

的になっていくのだと思う。そうい

ドの違う我々が集っているから、

れって楽しくないし、投資額も重

文献などからインプットする、書い

しい、これは危ないから近づかせな

child」というカンファレンスを初

う世界観をしっかり発信し、みんな

できることも多いと僕は解釈して

くて、学習効率が悪い。言語の違

て記録しそこからまた思考するとい

いで、うちの子はこれが好きだから…

めて RISE Japan で開いたけど、お

いを強く意識せず、楽しいことに

う十分な学習機能としての言語にな

などの多数の声で、結局極めて限定

そらく一般のご両親が自由に参加で

夢中になる時期こそがベースを築

らない。だから RISE のような英語

的なことしかさせてあげられないの

きるこういったセミナーは珍しいだ

く時期として最適なんだと思う。

を第二言語とする子どもたちのため

で、遺伝的には問題ないのに、学習

ろうな。僕らはそう言った発信もこ

やりたくない子をやらせるのは親

の ELLC は、今の日本に必要なんだ

障害のような子になってしまう例が

れからどんどん行って、日本におけ

子とも工数がかかる。

よ。グローバルに通用する、と言っ

いる。もちろん言いたいことは言

親が学習し、
意思と責任をもって
幼少期の教育を決める

わせてもらうし、産業界からのニ
ーズはよく教育者が落としがちな
ところだし、これからどんどんコ
ラボレーションしないといけない
と思っているよ。

随分ある、という悲しい話も耳に入

る教育のあり方に一石を投じていく

てしまうとすごく先

るよ。

役割もあると思っている。

がわかって考えて行動している。そ

K この変化の激しい時代、そして

ではあるけど、その

R 学校はご両親の協力があってこ

R Koji に と っ て の、 こ の 先 の

して RISE という選択肢も日本にあ

この先 10 年でものすごく大きな働

ベースを築いている

そ理想の教育が実現できると思うし、

RISE Japan の Vision は？

るということが認知されている状態

き方や思考の仕方が変化すべき時

僕らのような教育こ

逆も然り。だからそれは正しい面も

K そうだね。物理的に言えば、規

が、僕の Vision だな。

がくる。そのとき、同じことを言

そが、これからの日

あるが、親も完璧ではなく逆に学校

模を拡大して RISE Japan が描く理

R Koji の Vision は、親に向かって

っているのかどうかわからないけ

本の選択肢にあるべ

は子どもの教育について、親よりリ

想の教育、バイリンガル・エデュケ

いるんだな。僕の場合はやはり子ど

ど、必ずや進化した RISE、進化し

きだと思う。

ードしている面が多いともいえる。

ーションをもっともっと追求して行

もの可能性の追求だと思う。RISE

た我々であることを期待していた

K

た だ、 そ こ ま で

だからこそ、より学校と親が連携し

きたいと思っているけど、実際はい

を卒業して、可能性を元に様々な経

だける存在にならないとね。Royce

の認識が親にもされ

て子どもにとって最高の環境を整え

たずらに規模を拡大するとクオリテ

験・場面でさらに成長して、気づい

さん、これからもよろしくお願い

ていないことが多い。

ていくことが求められる。RISE で

ィが伴わないよね。だから、この志

た時に「あ、自分は RISE に行って

します。

少し一般的な話にな

もご両親との面談を定期的に行って、

に共感し、共に作ってくれる仲間・

たんだな」って思って、自信を深め

R こちらこそ！

るけど、特に都心部

お子さまのより高い目標の設定と家

同志をもっと広げて行く、その中心

る人間をどんどん育んでいきたい。
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RISE Japan 株式会社
● RISE

Japanのミッション

「良質な教育は良質な未来をつくる」
・未来をつくる子供たちの可能性の最大化を追求し続け、未来のリーダーを創出します
・そのための良質な教育を探求し、
日本における新たな学習環境を定義することで、世界に通用するグローバル人材の創出に寄与します
・子供の教育に関わる両親の親としての成長を確かな力とし、キラキラしたお父さん、お母さんで世の中を埋め尽くします
● 会社概要

社名

RISE Japan 株式会社

代表者

代表取締役社長

本社

東京都渋谷区恵比寿 1-19-19 恵比寿ビジネスタワー7F

若鍋 孝司

TEL：03-3445-2727

資本金

100 , 000 , 000 円

設立

（ RISE Japan 代官山のスタートは2016 年 3月）
2015 年 9月

事業内容

未就学児、小学生向けのバイリンガルスクールの運営
上記スクールのフランチャイズスクールの開設、経営指導、教材販売等

FAX：03-3440-0016

●その他

スクール拠点
主要株主
● RISE

RISE Japan 代官山
東京都渋谷区代官山町 17-6 代官山アドレス・ディセ1F

TEL: 03-6455-3127 FAX: 03-6455-3128

株式会社セルム／ RISE Global Holdings Limited

Japanのコース

・Pre-Toddler Mommy and Me ・Pre-school ( Part-time , Full-time) ・Kindergarten After-school ・Elementary After-school

RISE Japan Special Invitation Ticket

RISE Japanの体験を検討されているあなたへ、RISE JapanよりSpecial Invitation Ticketです。

RISE Japan Special Free Trial Ticket

RISE Japan After-school Trial Ticket

RISE Japan Pre-school Trial

RISE Japan
Summer Day Camp 20% Off

choose 9:00am-12:00pm / 9:00am-2:00pm

5 days program a week

・本チケットにより、
通常2,500-4,000円のPre-school
Program 体験レッスンが無料になります。
・お弁当代・お迎え等をご利用される場合は、別途費
用をお支払いください。
・スクール内で過ごして
いただくために必要な水
筒、
オムツ等はお持ちい
ただけますよう、お願い
致します。

・Summer Day Campの開催日程はご確認ください。

RISE Japan After-school Trial
Weekday 1.5h / Weekend 2.5h

・本チケットにより、通常3,000-5,000円のAfterschool Program 体験レッスンが無料になります。
・幼稚園・保育園等への送迎費用は含まれておりません。
・スクール内で過ごしていた
だくために必要な水筒、
オ
ムツ等はお持ちいただけま
すよう、
お願い致します。

[ご利用方法について]
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RISE Japan Special Discount Ticket

・本チケットにより、
Summer Day Campへの参加費
用が20% OFFとなります。
・上記金額には、教材費・お弁当代が含まれます。
・スクール内で過ごして
いただくために必要な水
筒、
オムツ等はお持ちい
ただけますよう、お願い
致します。

ご利用にあたっては、
RISE Japan受付まで事前にお電話、Webサイト、
メール等でご利用の予約をしていただけますよう、
お願い致します。
Ticketは切り離さず、
ご使用時に冊子ごとお持ちください。
ご使用時に押印させていただきます。お一人様1枚限り有効となります。
本ページの複写等でのご利用はご遠慮させていただきます。
また換金や返金等はできません。有効期限は2018年12月までとなります。
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（RISE Japan）
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[お問合わせ]
03-6455-3127
（月〜金 10:00-18:00）
info@risejapan.com
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Bilingual
Education

Live Bilingual

Japanese
Identity

Creativity
Develop
Individuality

Brand Concept Book 2017-2018
2017年10月発行

RISE Japan 株式会社

https://www.risejapan.com/

バイリンガルとして生きる

SelfConfidence

RISE Japan

RISE Japan Brand Concept Book 2017-2018

Socialization

RISE Japan
Brand Concept Book 2017-2018
RISE Feature
Interview

Barry O'Callaghan

Chairman & CEO, Rise Global

辰野 まどか

GiFT CEO／ファウンダー

船橋 力

トビタテ！留学JAPAN
プロジェクトディレクター

Royce Jacobs 若鍋 孝司
RISE Japan Academic Director

CEO

Live
Bilingual
バイリンガルとして生きる

Global Citizenship

グローバル・シチズンシップの基礎を整える

Teachers Make Learning Happen
子どもの学びをプロデュースする先生

Active Learning

子どもの主体的な学びを促すアクティブ・ラーニング

Focus
RISE Families!

・RISEのある生活風景
・教えてRISE!
ママ・パパからの質問集
・コンセプトは2nd Home

