
What makes you di�erent is
what makes you beautiful.
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１． To acquire language skills to effectively interact with a diverse population. 

　　多様性豊かな人々と効果的に渡り合う言語力を身に付ける

２． To become familiar with one's own culture and identity.

　　自己の文化やアイデンティティーを熟知する

３． To understand all cultures and activities from multiple perspectives with 

　　an eye to the world.

　　目線を世界に向け、 あらゆる文化や営みを多面的に理解する

４． Have an inquisitive mind and a passion to boldly take on challenges for 

　　which there are no definitive answers.

　　答えのない課題に対し果敢にチャレンジする探究心と情熱を持つ

５． To be able to search for information on one's own, and to be able to identify 

　　and incorporate the necessary theories and nowledge.

　　自ら情報を取りに行き、 必要な理論や知識を判別し取り込む能力を付ける

６． To be able to analyze things from multiple perspectives and 

　　take thoughtful action.

　　多角的に物事を分析し、 思慮深い行動に移せる人になる

７． To be a person who takes responsibility for his or her own thoughts, 

　　words, and decisions.

　　自身の考え、 言葉、 判断に責任を持つ人になること

教育目標



えいご ” で” 学ぶ、えいご ” で” 過ごす日常
RGA&CE は、こどものための国際教養施設です。
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午前 9 時までに登校し、 1 日のカリキュラムがスタート！

英語の歌やフラッシュカード、 絵本、 画像、 動画などの教材を

使ってグループで学んだり、 芸術や創作、 描くことなどを通して

動作や視覚を刺激したり、 数字にチャレンジしたりといった

「静」 の学びから、 屋上や 1F バルコニー、 公園、

公共施設などへ出かけ、 思いっきり体を動かして

学ぶ 「動」 の学びまで、 日によって異なる

カリキュラムが組まれています。

また、 しつけやマナー教育、

知育 ・ 徳育といった当校

独自の右脳開発メソッド

「RIT」 を用いて、

小学生になるために

必要な基本的

日本語スキルも

身に付けていく

ことができます。



学費

３歳以上保育料無償化

新２号認定を取得することにより

「３歳以上保育料無償化」 の対象

となるよう、 当施設は” 認可外

保育所” の設置基準を満たして

おります。

学費は、 年額 72 万円を毎月６万円ずつ頂戴しております。
そのため、 休校や欠席などによる日割り計算は行っておりません。
また、 給食費につきましても原則として欠席分も支払対象となりますので、
予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

Course Family General

Academy
8:00 - 14:00

58,000yen 60,000yen

Support 37,000yen 37,000yen

C-Lab
14:00 - 18:00

24,000yen 25,000yen

Extention
~8:00, 18:00~

4,500yen 5,000yen

School Lunch 396yen per meal

+Education 習い事はオプションです （別料金）

一般モデルケース

Academy  60,000yen
C-Lab   25,000yen
Support -37,000yen

Total(Monthly)  48,000yen

新２号認定を使って
アカデミーと C-Lab を利用した場合

内部生モデルケース

Academy  58,000yen
C-Lab   24,000yen
Extention  4,500yen
Support -37,000yen

Total(Monthly)  49,500yen

新２号認定を使って
アカデミーと C-Lab、 延長を利用した場合

RaJAsaurus
未就園児教室「ラジャサウルス」

参加受付中！
（年会費 4,000 円）



特徴

RaJA International Preschool
SHIMOARATA & TANIYAMA BASE RaJA Global Academy

& C-Lab + Education

Study abroad and
Intercultural exchange

RaJA Method and Curriculum
一貫教育

※〇の数字は対象年齢を表しています。

RaJA International
Preschool（下荒田・谷山）
０歳から通うことができ
より幅広い音を拾える
言語力の素地「地頭」を
育てていきます。

多言語・多文化・多人種
垣根のない心を培うのが
国際性への第一歩です。

年少～年長さんが通う
RaJA Global Academy では
日常を英語で過ごし
国際色豊かな講師と共に
学びが自然と身につくように
環境づくりをしています。
保育×教育×習い事

この３つが 1ヶ所で済むのも
大きな特徴のひとつです。

RaJA の母体は留学専門店
お子様連れの親子留学から
小学生の夏休み留学
中学・高校への長期留学
大学進学、語学留学など

全世界のコネクションを駆使し
進路を拡げることが可能です。

身に付けた英語力で
未来を切り開こう！

Our sta� will be creating these 
moments of true involvement 
which will help build great 
thinkers, foster their curiosity 
and joy, as well as shaping 
them into lifelong learners. 
RGA では、 洗練された思考力、
好奇心や喜びを掻き立てる空間を
日々創造し、 生涯学び続ける
ための土台作りをいたします。

RGA Principal
Ted Miller



A new style of school where children are showered
with English from a native speaker, learn about the 
world and SDGs in English and put this knowledge to
practice, and after �nishing their homework, can spend 
time with friends in a fun and comfortable environment. 
We o�er a complete, hands-on learning experience. 
英語環境で過ごす新しいスタイルの学童機能です。

生きた英語のシャワーを浴びながら、 お金や環境、

世界のことを学んで価値観や思考を拡げています。

C-Lab Principal
Lizzy Motta

Geography
地理・世界

Money literacy
お金・金融

SDGs
持続可能な〇〇× ×

午後 2 時以降は、 えいごのアフタースクールです。 平日通い放題

となっており、 日々 「STEM 教育」 をベースにカリキュラムを組ん

でいます。

STEM 教育とは、” 自力で学ぶチカラ” を養う新しい時代の教育法

で、 新興国では既に何年も前から国主導のカリキュラムとして実施

されています。 人口知能を使いこなせるこどもたちを、 これまでの

ような” 教えられたことを覚える” というスタイルで育成することは

困難です。

自発性、 創造性、 判断力、 問題解決力を養うことを本質的な目的

とする STEM 教育で、 こどもが自ら情報を取りに行き、 自分で学び、

自分で理解していけるように学びの環を整えています。

そうして実践的に培われる創造性を発揮できる人財こそが、 国際社

会ならびに労働市場において価値ある人財育成に繋がると考えています。

C-Lab には、英語環境料だけでなく、Geography・Money literacy
SDGs のカリキュラム受講料も含まれており、追加料金はありません。



習い事

えいごで学ぶプログラミング
ワンダーコード RaJA鹿児島中央校

年中（4歳）～中３対象

ニュージーランド出身のMAX先生と
世界中の「何だソレ！」を発見して学ぶ
ちょっと変わったオンライン英会話

GLOBALISM
・グローバリズム・Max Edmond

鹿児島唯一！オリンピック選手輩出
明和の「ジェルスポーツ」で♪

毎週土曜日

ダンスって楽しい！を大切に♥
ダンスを通して

「リズム感」や「表現力」を養い
全身運動で脳を活性化。

さらに、身体能力も高まり、
踊れるようになった時の

「達成感」や「充実感」を味わえる
レッスンにしていきます。

皆様にお会い出来る事を楽しみにしています！

Airi

動く、歌う、聴く、楽器を奏でる。お友達と一緒に歌い、リズムにのって
体を動かし、聴いたように口ずさみながら、音階を覚え、育て、楽器が弾
けるようになります。RaJAでは、アメリカで大人気のピアノメソッド
（Piano Adventure）を採用。楽しく音楽を学んでいきます。グループ
レッスンではお友達との相乗効果が生まれ、表現力に磨きがかかります。
そして、延長線上に芸術性を高めていければと考えています。

Yoko Obara

Tomoaki Iwashige

学校の単元を抑えるだけでなく、短時間で着実に記憶する
方法や効率の良い学習法の発見。ただ知識を肥やすだけで
なく、能動的・主体的に” 考える” 力をつけ、学習した内
容を応用できるスキルを身に付けていくのが RaJA 式です。
高学年特に受験生は覚える量が膨大ですので、低学年のう
ちに、しっかりとした思考の土台を築けるようサポートし
ています。

【対象】小学1年生～6年生
【定員】1クラス8～10名程度（個別）
【時間】1コマ約70分間 

・年長さんの受験対策教室・

主に鹿児島県内で国立・私立の小学校受験を目指すお子様と保護者の皆様をサポート
必要な準備や対策、トレーニングを 1年を通して行います。

大人気♪ RaJA 式 右脳開発メソッド
「ＲＩＴ（リット）」
短時間で着実に記憶を定着させる
RIT を用いた習い事が大変人気です♪

● 学習塾

● 小学校受験対策

　 ご質問・体験レッスンなど

← QR コード or TEL にて

　 お気軽にお問い合わせください♪

099-204-7730
＜備考＞
・ C-Lab に所属していなくても、「習い事のみ」の
　ご利用が可能です。
・ 習い事は【有料】オプションです。



40-39 Korai-cho,
Kagoshima City #890-0051
TEL +81(99)204-7730
鹿児島市高麗町 40-39
TEL 099-204-7730

Gender-free
Academy Uniform
すべてのアカデミー生が、

ユニセックスユニフォームを着用します。


