
◆英語教室 Iris Club / Star Club
◆書道教室 彩花mini / 彩花Junior
◆音楽教室 にじの音
◆運動教室 Seven Colors

RWI Afterschool（RWIアフタースクール）は、英語、書道、音楽、運動の4
種の学びを通して、語学力、表現力、創造力、心身の鍛錬など将来の可能性
を広げる力を養っていきます。



国際的企業
外資系企業

外交官・
官僚（国際業務）

発展途上国支援・
JICA海外協力隊

英語力を活かして世界で活躍する
自由な発想とコミュニケーション力で

楽しく生きる

RWIの幼児・児童教育
英語・多様性・国際感覚・日本文化・表現力・健やかな身体

伝統工芸・伝統文化＋国際発信

海外留学

自由な発想と好奇心が君たちの世界を広げる！

RWI Afterschoolが目指す教育と世界観

School Collaboration ～組み合わせで広がる可能性～

気ままに世界旅行
気に入った国・地域へ移住

ワーキングホリデー・ホームステイ

外国人支援・国際交流

Iris / Star Club
（英語）

Seven Colors
（運動）

英語・国際感覚・
チームワーク・
体力・精神力

Iris / Star Club
（英語）

彩花（書道）
にじの音
（音楽）

英語・国際感覚・
芸術・日本文化・
ホスピタリティ



スクールバス運行スケジュール

【千葉ニュータウン中央駅南口～牧の原駅北口 循環バス】

草深本園 千葉NT駅南口 牧の原駅北口 備考

16：30 発 16：40 着 16：55 着 小学生専用≪2便≫

17：10 発 17：20 着 17：35 着 小学生専用≪3便≫

17：50 発 18：00 着 18：15 着 小学生専用≪4便≫

18：30 発 18：40 着 18：55 着 小学生専用≪5便≫

【アフタースクール専用バス】

草深本園 牧の原駅北口 千葉NT中央駅南口

15：35 発 15：50 発

16：00 着

★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 週2回：2,000円／月
週3回：3,000円／月 週4回以上：4,000円／月

【片道利用】週1回： 500円／月 週2回：1,000／月
週3回：1,500円／月 週4回以上：2,000円／月

【都度利用】500円／回

• バスカードをお持ちでない方は原則としてご乗車できません。バスを利用される方は、事前に学童／
Afterschoolのどちらかでバスの利用申請をおこなってください。

Afterschool ４つの教室について
英語教室
➢ コミュニケーションスキルを重視した英語教育メ

ソッド
➢ SDGsをトピックスとする独自カリキュラムで世界の

国々の特徴を学び、視野を世界規模に拡張
➢ 様々な国籍の先生と触れ合うことで、多文化共生の

価値観を獲得
➢ 世界基準で英語のコミュニケーション能力を測定で

きるTOEFL Primaryを定期的に実施

書道教室
➢ 書道を通じて我が国の伝統や文化に触れ、その大切

さや素晴らしさを知る
➢ 芸術的要素が高い書道は、自由な発想で創造力を広

げることもできる
➢ 異文化交流においては、自己・自国を表現する手段

となる
➢ 心を落ち着かせ、精神を整えて取り組む書道の作法

から高い集中力と強い精神力の醸成を図る

運動教室
➢ 運動神経の発達に合わせ、楽しみながら運動能力を

高める独自のカリキュラム
➢ サッカーを主体とし、チームでのコミュニケーショ

ン能力及び問題解決能力を養う
➢ 運動の楽しさを知り習慣化することで、生涯を通し

て健全な体力と精神力を維持し全ての活動の強い基
盤を作る

音楽教室
➢ 個人レッスンを通じて、集中力、創造力、表現力を

高める
➢ 発表会を通して達成感を味わい、強い精神力の醸成

を図る
➢ 日本の楽曲を演奏することにより異文化交流におけ

る自己・自国表現につながる
➢ 課題を克服していくなかで問題解決能力を養う



１年生～３年生対象クラス

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）

レッスン内のアクティビティについて

世界を知り、新たな価値観を受け入れる力を身につけることが大切
だと考えているIris Clubでは、GrapeSEEDカリキュラムの他、世
界の国々について学ぶ時間も取り入れています。動画を視聴し感じ
たことを意見交換したり、SDGsに関係するトピックスにも触れ、
世界規模で将来を考えたり、他国にかかわるクラフトやワークシー
トなども取り入れた様々なアクティビティを実施しています。

クラス 曜日 時間 料金

Iris 1（1年生）
月
水
金

16:00～ 17:00
受講料：25,300円/月（教材費含む）
入会登録金：27.500円
施設経費：10,000円/年

Iris 2（2年生） 16:05 ～ 17:05

Iris 3（3年生） 17:20 ～ 18:20

クラススケジュール／料金（税込）*年間130回

・イベントの際には別途費用がかかる場合があります。
・ご兄弟/姉妹で「Iris Club」をご利用の場合は、上のお子さまの受講料より2,000円割引させて頂きます。

Iris Club
英語はコミュニケーション・ツールの一つです。英語が話せれば、世界中の人々とコミュニケー
ションが取りやすくなり、自分の人生をも変える新たな価値観に出会えるチャンスが広がります。
自分の世界を広げてくれるツール「英語力」を磨き、世界に羽ばたく準備を進めていきましょう。

Isn’t growth wonderful! Going from knowing zero English, to giving a speech all in 
English at preschool graduation. How fantastic! Moving from this very small bilingual 
using pond - to a larger not so bilingual using lake, English gets harder. How do we 
not forget our English? Keeping up the knowledge and fluency? 

担当講師からのメッセージ：

This is where Iris Club is needed. Iris Club gets 
together after school to use the English we know, to 
retain it. While practicing new English with characters 
that are already familiar. Learning more about the 
world around us. Continuing in the expansion of the 
sight, heard, spoken, read, and written. Growth is still 
happening to all of us everywhere. Let’s use our 
English and not loose it. See you in one of our many 
Iris classes.



４年生以上対象クラス

３年生クラスまで、「GrapeSEED」カリキュラムを継続してき
た生徒が対象のクラスです。これまで育んできたコミュニケー
ションスキルをベースに、自ら英語を“活かす”ことを学びます。
まず、年度初めにクラス分けのテストを実施し２つのクラスに分
けます。その後は授業での積極性やコミュニケーション力
（TOEFL Primaryのスコアを含む）を総合的に判断し、年に数回
メンバーの入れ替えを行います。生徒一人ひとりに合ったクラス
で、無理なく楽しく学ぶことができます。

レッスン内容について

これまで繰り返し行ってきた「聞く」「読む」「書く」で養った
コミュニケーション能力をベースに、決まった文章・言い回しだ
けではなく、自分の気持ちや意見を自分の言葉で表すこと、つま
り英語を「使う」ことを中心にレッスンを行います。継続して世
界各国についても学び、時には討論会なども取り入れ、感じたこ
とや疑問に思ったことなどはその場で意見として伝え、さらに世
界を深く学び、また知ることができる時間となります。使用する
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「Family and Friends」シリーズを使用し、更なる英
語力の向上を目指します。

TOEFL Primary

このクラスでは、年１回TOEFL Primaryの受験を必須とし、生徒
個人の英語力の測定を行います。TOEFL Primaryは年２回（夏・
冬）にRWI会場で実施しますので、どちらかご都合の良い方で受
けて頂くことが可能です。自分のスコアを知ることで、これまで
学んできたこと、またこれからのレッスンで学びたいことが可視
化でき、生徒自身の目標設定やモチベーションにもつながります。

クラススケジュール／料金（税込み）*年間90回

クラス 曜日 時間 料金

Iris α（アルファ） 月
金

17:20 ～ 18:20 受講料：20,300円/月（教材費含む）
施設経費：7,500円/年Iris Ω（オメガ） 17:20 ～ 18:20

・イベントの際には別途費用がかかる場合があります。
・TOEFL Primaryの受験費用は、別途納付いただきます。
・ご兄弟/姉妹で「Iris Club」をご利用の場合、上のお子さまの受講料より2,000円割引させて頂きます。

RWI短期留学プログラム

RWIでは、２０２３年春よりオーストラリア西海岸の
街パースでの1週間短期留学プログラムを実施します。

Afterschool英語教室に在籍している１０歳以上の生
徒（対象：新５・６年生及び新中学1年生）が基本で
すが、対象年齢に満たない場合は親子での参加も可能
です。子どもだけで参加の場合は、現地校体験＋ホー
ムステイ、親子留学の場合は寮又は近隣のアパートメ
ントなどに滞在し、お子さまのみ、又は親子で語学学
校に入学することができます。

これまで習得してきた英語力を試せる良い機会として、
異文化での素晴らしい体験ができる機会として、ぜひ
ご参加ください。
詳細は、海外留学パンフレットをご覧ください。



◆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英語に親し
みます。

RWI独自のゲームや屋内外での活動を交え、自発的に英語
を話す姿勢を養います。

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。

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、感受性を刺激し、「多様性」や
「国際感覚」へとつなげていきます。

英語講師は、アメリカ、メキシコ、ナイジェリア、フィ
リピン、パキスタン、オーストラリア等様々な文化圏出
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。

◆定期的なイベントを通して様々な文化に触れる

Star Clubでは、Summer Party、Halloween Party、そ
してChristmas Partyなど、定期的なイベントを通して
楽しみながら他文化理解や英語力の習得につなげます。
英語は「勉強する」ものではなく、「楽しく体験す
る」もの。教室にいながらも、まるで海外で生活して
いる様な感覚で、様々な文化を感じることができます。
未来への行動力「英語を学びたい！」の気持ちが育ま
れる、大切な一歩です。

Star Club
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ほか、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を理解していきます。また、テキストを使用したカリキュラムの他、年間
を通して様々な国について学び、子どもたちの探究心を育て、多様性や国際感覚を養いながら
自ら考え行動する力も身に付けていきます。楽しく・無理なく、コミュニケーションの中で英
語力をつけながら自分の世界を広げていきましょう！

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。Star 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」を通じて、自分の世界の
広がりを感じられるプログラムを実施します。



RWIならではのサポート体制

英語講師は、認定こども園RWIのクラス担任、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。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。

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。

定期的に子ども一人ひとりのレベルを確認し、保護者と連
携してお子様の英語力の成長をサポートします。

クラス 曜日 時間 料金

Star A

火
木

16:15 ～ 17:00

受講料：週1コース：9,350円/月
週2コース：17,820円/月

入会登録金：週1コース：9,350円/月
週2コース：17,820円/月

施設経費：週1コース 5,000円/年
週2コース 7,500円/年

テキスト代：6,500円（目安年度毎）
Star B 16:15 ～ 17:00

・イベントの際には別途費用がかかる場合があります。
・週１コースと週２コースを選択できます。

【クラススケジュール／料金】（税込み） *年間45回／90回

担当講師からのメッセージ：
Welcome to STAR CLUB!
The STAR CLUB program is specially designed for 
young learners who are embarking in the great 
adventure of learning English, which is the 
language that will change their lives forever.

It does not matter if children have never been exposed to English before, STAR 
CLUB brings everyone the opportunity to acquire the language through a lot of fun 
communicative activities and focusing on the four skills of the language: reading, 
listening, writing and speaking and complementing it with interesting facts about 
different countries in the world, which makes it a fantastic basis to trigger that 
international curiosity among children. 
The teachers of STAR CLUB are multicultural and show different accents which 
makes the experience even more interesting and relevant to reality. 
So, what are you waiting for? Join us and start your great adventure with English 
today at STAR CLUB!



彩花：You・彩・Methodで育みたい力

心を落ち着かせ、精神を整えて取り組む書道の作法は、高い集中力と強い精神力を養います。
また、芸術的的要素が高い書道は、自由な発想で創造力を広げることができます。そして、書
道を通じて、正しく美しい文字を書くこと、我が国の伝統や文化に触れその大切さや素晴らし
さを知ることで、異文化交流においては、自己・自国を表現する手段となるはずです。

クラス 曜日 時間 料金

彩花mini-J1
火

13:15～13:45

受講料：3,080円/月（教材費別途）彩花mini-A 15:05～15:35

彩花mini-J2 木 15:05～15:35

彩花Junior-1
火

16:00～ 17:00 【小学生】
受講料：3,850円/月（教材費別途）
【中学生】
受講料：4,400円/月（教材費別途）
【共通】
入会登録金：4,400円
施設経費：5,000円/年

彩花Junior-2 17:15 ～ 18:15

彩花Junior-3

木

16:00～ 17:00

彩花Junior-4 17:15 ～ 18:15

クラススケジュール／料金（税込み）*年間45回

・教本「筆心」代が別途必要です。半年毎に5,500円（税込）の支払いとなり、途中退会での払い戻しはありません。
・彩花Junior及び彩花は、特別作品の製作時、別途材料費がかかる場合があります。
・中学生以上の彩花は、Junior-2（火）又はJunior-4（木）の時間に混合で行います。

彩花
書道を通して、文字やことばを知り、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及び中学生以上向けの彩花は１時間
のレッスンとなり、級位・段位も取得しながら、硬筆と毛筆の両方を行います。小学校高学年
～中学生になると、行書の基礎も学びます。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。

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、人間の成長と深くかかわって
きた歴史があるようです。昨今では書道と脳の関係の研究も進んでおり、脳の活性
化や認知症の予防にも効果が表れているとのことです。一筆入魂・・動き（スト
ローク）、位置、強弱を考え、一回一回を大切に白い紙と向き合っていきましょう。
また、年に数回、うちわ作り、ハンカチ作成、墨流し等をおこなうほか、過去の展
示会の際には、大きな筆でパフォーマンス書道をおこないました。新しい多くのこ
とに挑戦し、皆さんの創造力を発揮してみてください。このような「彩花」での積
み重ねが、一人ひとりの礎となり、国際人としての誇り・自身をもって今後の人生
を拓いていく一つの足掛かりとなれば、と思います。一緒に頑張っていきましょう。

担当講師からのメッセージ：

書道師範
相原 幽彩



音楽教室 にじの音は、一人ひとりの生徒との対話を大切にする個人レッスンです。「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考え、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 音楽教室発表会」を開催しています。

音楽教室 にじの音では、生徒さんに「楽しい」「この曲が弾けるように
なって嬉しい！」と思ってもらえるようなレッスンを心掛けております。
マンツーマンレッスンの長所を生かして、３０分ないし４０分のレッス
ンの中で、一人ひとりの生徒さんと向き合い、対話をしつつ、個々の個
性を大事にしながらレッスンを進めてまいりたいと思っております。一
つの曲が弾けるようになるためには、日々の継続した練習が必要不可欠
になってきます。一夜漬けではできない作業ですが、その分、積み重ね
た努力が一つの曲の完成という達成感に繋がります。こうした、「好き
だから頑張れる、頑張ればできる」という思いは、日常生活のあらゆる
分野においても生かされると思います。音楽教室にじの音が、生徒さん
一人一人の自信に繋がるような場になれるよう心掛けていきますので、
どうぞよろしくお願いいたします。

担当講師からのメッセージ：

クラス 曜日 時間 料金

RWI Preschool年長 火
水
木

いずれか
1日

15:30～18:30間で
年長 30分

小学生 40分

受講料：5,500円/月

小学生
受講料：7,700円/月
入会登録金：7,700円
施設経費：5,000円/年

クラススケジュール／料金（税込み）*年間45回

・教科書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。

山内 吏奈

目指していること・育みたい力

にじの音では、個人レッスンであることを活かし集中力、創造力、表現力を高めてピアノと向
きあうことを大切にしています。また、課題を克服していく中で問題解決能力も育てていきま
す。そして、発表会では、自己を表現する強い精神力を養いながら大きな達成感を経験します。
様々な曲を知り、日本の楽曲を演奏できるようになれば、異文化交流における自己・自国表現
につながることでしょう。

にじの音



コンセプト

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・学童期の
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。
順天堂大学発育発達学・測定評価学研究室との共同教室、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、体力・運動能力（持久力、瞬発力、調整力）の習得が
期待できます。

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

目指しているもの
人生１００年時代が到来です。Seven Colorsでは、幼少期から主
体的に運動に取り組み、運動習慣を形成し運動能力を高めること
で、健康寿命を延ばし、人生をより豊かにすることを目標としま
す。そして、自らの夢や志に挑戦するために必要となる力や、グ
ローバルな舞台でリーダーとして活躍し変革を生み出すことので
きる人材を目指します。

Seven Colorsだから育成される力
子どもたちの運動習慣を形成するよう育成し、運動を通して４つ
の力を育成します。

① 主体性

運動は常に能動的に取り組むことが求められ主体的に行動する力
が養われます。

② 協働性

集団での運動においては仲間や相手との関わりから様々な人と関
わる力や協力する力が養われます。

③ 問題発見解決能力

運動には達成する課題や目標があり、必要に応じて問題を見つ
け解決する力が養われます。

④ 創造力

全員が楽しむことのできるルールや条件の設定や変更を行う力が
養われます。



体力測定について

Seven Colorsでは、７つのコーディネーション能力
（リズム能力・バランス能力・変換能力・反応能
力・連結能力・定位能力・識別能力）を養い５つの
体力要素（握力・３０m走・立ち幅跳び・ステッピ
ング・ボール投げ）を測定することで運動能力を可
視化します。これらの測定結果を基に、子ども一人
一人の発育発達に適した運動へのアプローチを目指
しています。

課外イベント

Seven Colorsの課外イベントは、夏休みなどの長期
休暇に行っている特別プログラム。連携する順天堂
大学発育発達学・測定評価学研究室からスタッフを
加え、普段のレッスンでは行わない様々なゲームな
どを取り入れ、楽しく身体を動かす運動遊びを実施
しています。運動種目は、日本スポーツ協会が推奨
するアクティブ・チャイルド・プログラムやボール
を使った活動となります。

クラス 曜日 時間 料金

RWI Preschool 年中 水曜 15:10 ～ 16:00 受講料：4,180円/月
保険料：800円/年RWI Preschool 年長 木曜 15:10 ～ 16:00

小学生 木曜 16:15 ～ 17:15

入会登録金：5,280円
施設経費：5,000円/年
受講料：5,280円/月
保険料：800円/年
チームTシャツ：3,500円 ※全て税込み

・年度途中より入会する場合は、保険システム登録料140円を別途頂戴いたします。
・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・動きやすいズボン及び運動靴で参加してください。
・イベントやその他の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。

Seven Colorsでは、その日の活動の最後に「もっ
とやりたい！」、「終わるの早いよ～」などの声
が多く聞こえてきます。子どもたちが全力で運動
に取り組み、勝負や競争、課題の達成などにより、
喜びや悔しさを感じながら少しずつ感情をコント
ロールするなど、子どもたちが運動を通して精神
的にも成長していることを日々感じています。ぜ
ひ一緒に運動を楽しみましょう！

黒川 優介

担当講師からのメッセージ：

多様な運動を通して、子どもたちの心身の成長を限りなく引き出すことを大切に日々活動して
います。活動内では、積極的に楽しく身体を動かすこと、お友だちと運動を通して協力する機
会を多く持てるようにしています。幼少期からの多様な運動の経験により、一人ひとりが運動
を心から楽しみ、その後のスポーツ活動に繋がるよう取り組んでいます。講師も子どもたちも
日々全力で活動を楽しんでいます。ぜひ活動に参加してみてください！

金澤 優喜

クラススケジュール／料金（税込み）*年間45回



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

RWI Afterschoolは、RWI Familyの教育推進部門であるRWI Education Centerが運営し
ています。RWI Education Centerは、認定こども園及び学童クラブの児童の他、地域の
子どもや学生、社会人を対象にした、RWI Familyがプロデュースする教育推進部門です。
子ども一人ひとりの成長スピード、学生や社会人の皆様の夢や目標に合わせた様々な学
習の機会を提供しています。

にじの音
本館 Caterpillar Clubhouse内 Iris Club / Star Club

サテライトA（右）・B（左）

Seven Colors
園庭・第２園庭

彩花/ Iris Club
Afterschool棟２階


