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WINGS EDUCATION FOR CHILDREN
理念、ミッション、ビジョン

我々の理念と創立目的

グローバル化および日進月歩のイノベーションが急速に進む
世の中で、将来を担う子供たちがグローバル市民 (地球人) とし
て生き抜いていくにはどうしたらよいのか？
正しい答えはわかりません。

その中で、我々大人たちが子供たちにできる大切なことの一つ、
それは子供たちがもっと自由に、楽しく、子供の本来持ってい
る能力を伸ばしていくことができる様々な機会を与えてあげる
ことだと考えます。

子供たちがいろいろな経験を通して、成長していく過程で、

１）自分の強みを見つけ、

２）自分のなかにある大きな力と可能性を自覚し、

３）その潜在能力を解き放って、様々な分野において

周囲に好影響を与え、

４）グローバル市民として立派に生きていき、

５）それをまた次の世代に継承してゆく、

その手助けをしたいという強い思いのもと、

”WINGS EDUCATION FOR CHILDREN” を創立し、英語で行
う様々なプログラム（ワークショップ、シーズンスクール、ア
フタースクールなど）を通じて子供たちが貴重な経験を積むこ
とができる場を提供します。

社名のWINGSには、以下の思いがこもっております。

• WINGS = WIN in GLOBAL SOCIETY  (子供たちがグローバル

社会で立派に生きていくこと)

• WINGS = 翼 (子供たちが力強い自分自身の翼を身に着け、

グローバル社会に飛び立っていく)



WINGS EDUCATION FOR CHILDREN
Purpose, Mission, Vision

Our Philosophy / Purpose

In a rapidly changing, globalizing world where innovations happen on a 
daily basis, how can children strive to be successful in the future world as 
global citizens? 

There is no one right answer to this question.

And what can we adults offer to children? 

One important way we can help is to provide opportunities through 
which children can build a breadth of experience in order to cultivate 
their own intrinsic ability and talent with more freedom, excitement and 
passion.

We strongly believe that through diverse experiences, children will

1) find their own strength

2) unleash their fullest potential

3) positively impact their surroundings

4) become leaders in their own expert areas and behave as global 
citizens

And that they will in turn empower future generations.

In order to bring this dream into reality, we have established “WINGS 
EDUCATION FOR CHILDREN”, and offer diverse programs (workshops, 
seasonal school, after school, etc.) so that children can gain precious 
experience in their life.

We include the following ideas in our company name “WINGS”.

• WINGS = WIN in GLOBAL SOCIETY

• WINGS = Giving children powerful “Wings” to soar toward the future 
global world.



WINGS EDUCATION FOR CHILDREN
理念、ミッション、ビジョン

我々のミッション
（使命、目的）

様々な国の子供たち、およびそれに続く世代が
より幅広い”体験”をし、”経験”を積み重ねてい
くことを通して、グローバル社会に出てからも
立派に生きていくために必要なスキル (翼) を

身に着けるための手助けをする。

我々のビジョン
（ゴール、目的地）

すべての子供たちが自分自身の人生のリーダー
となって、自分たちの力で将来を切り開き、

様々な分野でリーダーおよびグローバル市民と
して活躍する。



WINGS EDUCATION FOR CHILDREN
Purpose, Mission, Vision

Our Mission

Provide children from around the world 
memorable, exciting and life changing hands-on 
experiences in growing stage to assist them to 

build a breadth of experience, enabling them to 
develop the skills—or “wings”—to be successful 
in the future, and empower future generations 

to come.

Our Vision (Goal)

That children everywhere will create their own 
futures by becoming leaders of their own lives, 

and succeed as leaders and global citizens in their 
chosen fields.



WINGS EDUCATION FOR CHILDREN
理念、ミッション、ビジョン

＜目的とする“リーダー”像とは＞

•得意な事を持っている。

•自分自身で選択する・決める。

•責任を持つ。

•やりたいことを自分で見つける。

•自制心を持つ。

•他人から必要とされる。

•過ちを他人や環境のせいにしない。

＜“グローバル市民”が持つスキルとは＞

•異文化に対する寛容性

•他者への共感力

•自分の考えを伝える能力

•世界共通語 (英語) でのグローバルコミュニ
ケーション能力



WINGS EDUCATION FOR CHILDREN
Purpose, Mission, Vision

<Definition / Character of “Leader”>

•Knows his/her unique strength.

•Makes choices & decisions on one’s own.

•Is responsible / accountable.

•Discovers by himself/herself what he/she wants 
to do.

•Demonstrates self-control.

•Is needed/respected by others.

•Does not blame others or circumstances for 
mistakes.

<Definition / Character of “Global Citizen”>

•Tolerance / Appreciation of different values and 
cultures.

•Empathy for others / Caring for others.

•Ability to express one’s own ideas.

•English ability as a global communication tool.



WINGS EDUCATION FOR CHILDREN
ビジョン達成のためのステップ：大切なスキルとは？

こどもたちが本来持っている能力 (Skills with born) を良い環境と習慣の
中で育みつつ、リーダーおよびグローバル市民として成長するために大
切なこととは？ 我々はこのビジョン達成のためのステップとして、時
代が変化しても変わらない、普遍的な“根っこ” (ファンダメンタル) のス
キル、特に次の4つのスキルを身に着けることが大切だと考えており、
子供たちが将来どのような仕事についても必ず役に立つと信じておりま
す。

• “探求、問題解決” 型スキル : Critical Thinking / Problem Solving Skills

• リーダーシップスキル : Personal Leadership Skills

• 多様性（ダイバーシティー）スキル : Diversity Skills

• グローバルコミュニケーションスキル : Global Communication Skills

これらはグローバルビジネスリーダーや企業経営者が求めているスキル
でもあり、今後日本や様々な国でも主流になっていくであろう“アクティ
ブラーニング” 教育 においても大切なスキルになっていくことと思われ
ます。また、このスキルを、子供たちが成長する過程で情熱をもって学
び続けることも大切であり、その習慣作りが一緒にできるようなプログ
ラムを作っていきます。



WINGS EDUCATION FOR CHILDREN
What are the important steps to realize this vision?
As children develop their intrinsic abilities with good habits and environment, 
what are the important steps in order to become leaders and global 
citizens? We believe that developing 4 fundamental skills is particularly 
critical for children to learn for their future success and to realize our vision, 
which never changes over time.

• Critical Thinking and Problem Solving Skills

• Personal Leadership Skills

• Diversity Skills

• Global Communication Skills

Global business leaders and business owners are also looking for these skills 
in the next generation, and they will become more important as world 
education is heading toward “active / inquiry based” learning. 

It is also important for children to continue to learn these skills with passion 
as they grow, and we have designed our programs to create these habits.



WINGS EDUCATION FOR CHILDREN
４つのスキル：ビジョン達成のためになぜ大切？

“探求、問題解決” 型
スキル

今は様々な情報が一瞬のうちにインターネットで
検索出来て、技術革新がかつてないスピードで進
む世の中。その世の中では、“何かを知っている”
ことよりも、持っている知識や経験をもとに、そ
れらを融合して、新しいものや価値を生み出して
いく ”探求、問題解決型“ スキルが益々大切になっ
てくると思われます。このスキルを身に着けるこ
とにより、考える力が育つと共に、自分が情熱を
持てる分野を見つけることができると考えます。

リーダーシップ
スキル

自分自身の人生を主体的に ”プログラム” して、人
任せではなく、自分で選択して責任を持つ。この
“自分自身の人生のリーダーシップ” を身に着ける
ことにより、子供たち一人ひとりが自分の潜在能
力を解き放って、様々な分野でリーダーとしてグ
ローバル社会に飛び立っていくことが出来ると考
えます。

ダイバーシティ
スキル

世界がより身近につながり、いろいろや考え、価
値観、利害関係を持った国内外の人々との関わる
機会が多くなる将来において、その多様性を認識
し、価値を認め共感する。このスキルにより、
ウィン―ウィン (Win-Win) の関係を築き上げ、
グローバル市民として活躍できると考えます。

グローバル
コミュニケーション

スキル

世界共通語である英語をコミュニケーションの
ツール (道具) として使うことができれば、より広
い世界、より多様な人々、より幅広い情報へのア
クセスができるようになり、自分自身のアイデン
ティティー (価値観) および他者の理解も深まり、
いろいろなレベル（個人、コミュニティ、国な
ど）でウィン―ウィン (Win-Win) のコミュニケー
ションが可能となり、真のグローバル市民として
活躍できると考えます。



WINGS EDUCATION FOR CHILDREN
4 core skills：Why so important to achieve our Vision?

Critical Thinking
Skills

In a rapidly changing world where we can search 
for information via Internet in an instant and 
innovation happens on a daily basis, critical 
thinking skills are much more important than 
just “knowledge” – through these skills, 
knowledge and experience can be connected 
and combined, making it possible to create new 
ideas and values and help children find what 
they are passionate about.

Personal 
Leadership Skills

Proactively “program” one’s own life and career, 
make one’s own decisions and choices, versus 
letting others do it for you – through these 
personal leadership skills, children can unleash 
their fullest potential and can play an active 
leadership role in any global field.

Diversity
Skill

The world is hyper-connected and opportunities 
to interact with diverse people with different 
backgrounds, values and interests will continue 
to increase – in such a world, it is very important 
to recognize and understand diversity,  feel 
empathy for those differences and to develop 
win-win relationships.

Global
Communication 

Skill

English skills as a global communication tool will 
be able to expand an access opportunity to 
broader world, people, information, etc. and also 
will enhance the understanding of own identity 
and others - through this, win-win relationship 
across different levels (individual, community, 
country) will be further strengthened.



どのようなプログラム？なぜ大切なスキルが身に着く？

将来のための大切な翼（スキル）を身に着けるための体験を子供たち
が楽しく自由に積むためには、どのようなプログラムが最適か？

WINGS EDUCATION FOR CHILDRENメンバー自身の幅広い、
グローバルな体験と、いろいろな教育プログラムを参考に考え出され
たのが、以下の特徴を備えたプログラムです。

WINGS EDUCATION FOR CHILDREN
大切なスキルを身に着けるためのプログラム

～特徴とユニークネス～

特徴 なぜ大切なスキルが身に着くか

子供が主役の体験型のプログラム
(グループワークショップ、シー
ズンスクール、アフタースクール
など) 

教室内のみで行う一方通行の講義
やレクチャーではない。

• 子供が主体的に参加することにより、自分自身の人生
のリーダーになるために大事な情熱指数や好奇心指数
が大きく向上します。

• 体験型のプログラムを通じて、子供たちが自分の興味
のあることを見つけ、自分の強み（パーソナル
リーダーシップ）を自覚し、情熱と好奇心を育む手助
けをします。

• 一人一人が自信を持って自分の意見を言うコミュニ
ケーション能力を育てます。

• グループワークを通じて、人の意見を聞き、尊重し、
ウィン―ウィン関係を築くコミュニケーション能力を
育てます。

正解の無い、実際のビジネスや身
近な課題を取り上げたプロジェク
ト型のプログラム

知識の詰め込みではない。

• インターナショナルバカロレア (IB) のプログラムの
要素も取り入れたワークショップ。

• 答のない課題を通して考える力が育ちます。
• いままでにない経験を通して、新しい気づきを発見し、

新しいレンズを通して物事を見ることができます。
• 未知の問題解決のために大切なツールや思考プロセス

を体験できます。
• 振り返り（リフレクション）やプレゼンテーションを

通じて、自分の考えをまとめる能力を育てます。

日本人と外国人の子供たちが一緒
に参加するプログラム

一様なグループではない。

• 異なる文化や考え方に接し、多様な社会に対する寛容
性や自分と違う他者への共感力を育みます。

• 世界共通語である英語で自分の考えを伝える能力を
育てます。

すべてを英語で行うプログラム

英会話を教える教室ではない。

• 世界標準語である英語を“実際に使う”機会を通じて、
グローバルコミュニケーションツールとしての英語を
“もっと習いたい”という情熱（モチベーション）の
向上を目指します。

• 実際のプロジェクトの経験を通じて英語での意思疎通
能力が向上 します。



What kind of programs？Why do children learn the skill-set？

What are the most effective and enjoyable programs by which children can 
learn the important skill sets for the future with high motivation and passion? 
Below is a summary of our programs which have been developed by the 
members of WINGS EDUCATION FOR CHILDREN based on our own breadth 
of global experience and on various educational programs.

WINGS EDUCATION FOR CHILDREN
Programs to learn Important skill-sets 

~Contents and unique features~

Contents and Uniqueness Why possible to learn core skills?

“Hands-on” and “Project based” 
programs which are led by 
children (Group workshop, 
season school, after school 
activities, etc.)

This is NOT one-way lecturing or 
presenting in a room.

• Children proactively participate in the program, which 
enables them to Increase PQ / CQ ( Passion Quotient / 
Curiosity Quotient) that are important qualities for 
becoming leaders of themselves.

• Through “hands-on” experience, children will find areas 
where they have interest, recognize their own strengths, 
and follow their passion and curiosity.

• Children can develop the communication skill to be 
confident to speak up and share their own thoughts, 
perspectives and opinions with confidence.

• Children can improve listening skills to listen to others , 
respect others’ opinions and build win-win relationships.

Project based programs which 
are closely linked to real life 
issues, challenges and business

This is NOT just teaching 
knowledge.

• Programs include the essence of IB education.
• Children can develop critical thinking skills.
• Children can find new insights and perspectives through 

new experiences.
• Children can experience learning the tools and thinking 

processes to tackle unknown problems.
• Children can gain the ability to summarize their own 

thoughts and ideas via reflection and presentation.

Both Japanese and Non-Japanese 
children join together to the 
program.

This is NOT a mono-culture 
program.

• Children can be in touch with different cultures and 
values at an early stage, and can build tolerance and 
appreciation of differences and of others.

• Children can learn the ability to express their own 
thoughts and perspectives in English.

All programs in English.

This is NOT an English lesson.

• Children will go through real experiences to speak 
English and increase their motivation to further master 
English skills as a global communication tool.

• Children can improve their communication skills in 
English through experiencing real projects.



情熱指数 (PQ)と好奇心指数 (CQ) の大切さについて

[フラット化する世界]の著者、トーマス・フリードマンが最近の
ニューヨークタイムズのコラムで提唱した個人的資質。

技術革新がものすごいスピードで進み、世界がよりつながっている
時代 (Hyper connected) において、身に着けるべき個人的資質とし
て、今後は IQのみならず PQ および CQ が大切になるという議論。

WINGS EDUCATION FOR CHILDREN のメンバーも、このPQ と
CQ を向上することは我々のビジョン達成、特に”自分自身の人生の
リーダーになる” ためにもとても大切だということを、自身の経験
および会社での人材育成の経験から信じております。

世界で成功している、歴史のある一流企業においても“ポジション
にかかわらず、社員全員がリーダーシップを発揮する” ことが重要
視されており、将来子供たちがどのような職業についても大切にな
るであろう PQ, CQ 指数をアップする手助けをするプログラムを企
画していきます。

情熱指数 (PQ = Passion Quotient)

好奇心指数(CQ = Curiosity Quotient)

VS.

知能指数 (IQ = Intelligence Quotient)

PQ + CQ > IQ

WINGS EDUCATION FOR CHILDREN
大切なスキルを身に着けるためのプログラム

～特徴とユニークネス～

http://www.nytimes.com/2013/01/30/opinion/friedman-its-pq-and-cq-as-much-as-iq.html?_r=0


Importance of
Passion Quotient (PQ) and Curiosity Quotient (CQ)

These quotients were proposed by Mr. Thomas L. Friedman, 
author of The World Is Flat, as important future skill-sets in a 
New York Times newspaper column.

As the speed of innovation significantly increases and the 
world becomes even more connected, he argues that CQ 
and PQ are becoming more and more important in addition 
to IQ.
Our team members in WINGS EDUCATION FOR CHILDREN 
believe in the importance of these quotients to achieve our 
vision (“Leader in me”) based on our own experience.

Very successful global companies focus on everyone in the 
company becoming leaders in the area of responsibility; we 
have developed our programs in order to improve this 
important CQ and PQ for children which will be 
indispensable for their future success.

PQ = Passion Quotient
CQ = Curiosity Quotient

VS.

IQ = Intelligence Quotient

PQ + CQ > IQ

WINGS EDUCATION FOR CHILDREN
Programs to learn Important skill-sets 

~Contents and its uniqueness~

http://www.nytimes.com/2013/01/30/opinion/friedman-its-pq-and-cq-as-much-as-iq.html?_r=0


WINGS EDUCATION FOR CHILDREN
大切なスキルを身に着けるためのプログラム

～特徴とユニークネス～

“体験”の重要性について

アメリカ国立訓練研究所 (National Training Laboratories) による
研究の結果、学習の定着率（習った事をどの程度覚えているか・習得
しているか）がもっとも高いのは、“他人に教える事”、その次に
“自ら体験すること”だという結果が出ています。我々メンバーの過去
の仕事上の経験からも、この ”hands-on” （自ら触れて経験する
こと）は新しいことを習得する際には特に大切だと考え、我々の
プログラムも子供が自ら体験できるプロジェクトを企画していきます。



Importance of "Practice / "Hands-on“ Experience

Based on results of research conducted by National Training 
Laboratories in the US, teaching others has the highest Average 
Learning Retention Rates, followed by practice by doing. 
Based on our members’ working experience, we also believe in the 
Importance of Practice and Hands-on learning to acquire new 
skills, and we have developed programs through which children 
can build their own experience.

WINGS EDUCATION FOR CHILDREN
Programs to learn Important skill-sets 

~Contents and its uniqueness~



英語とグローバルコミュニケーションスキル

～なぜすべてのプログラムを英語で行うのか？～

• 我々が提供するプログラムやワークショップは英会話教室ではな
く、外国人の子供たちも参加するワークショップを一緒に体験し
ていくためのコミュニケーションツールとして英語を使います。

• グローバルコミュニケーションスキルは、単に英語を ”話す”    
スキルでは無く、世界共通語である英語をツールとして使い、お
互いの意見交換や意思疎通ができることを目指します。それによ
り、子供たちが将来、より広い世界の舞台で、グローバル市民と
して活躍できる手助けをします。

• グローバルコミュニケーションスキルは特に非英語圏のアジアの
国々の人々には習得に時間がかかるスキルであり、子供の頃から、
学校や英会話教室でせっかく習った英語を、外国人の子供たちと
一緒に参加するワークショップなどを通じで”使いこなす“経験と
機会を与えること、それにより子供たちがよい 刺激を受け、
さらに英語を学びたいという情熱指数の向上を目指します。

• 我々が提供するプログラムやワークショップでは、それぞれの
英語のレベルに応じて、英語と日本語を話す経験豊かなサポート
役（ファシリテーター）が子供たちに寄り添い、英語のコミュニ
ケーションや実際のワークショップの手助けをします。それに
より、子供たちに安心感を与え、各々が英語でのワークショップ
に積極的に参加できる快適な環境を整えます。

• ファシリテーターには、ネイティブスピーカーではない人達もお
りますが、グローバルな環境（グローバル企業で働いた経験や
様々な国に住み、異なる文化を体験）での豊富な経験を通じて、
コミュニケーションツールとしての英語をバイリンガル並みに
習得しており、世界共通語の英語を”使う”経験を子供たちにより
多く積んでもらいたいと思いのもと、その機会を提供します。

WINGS EDUCATION FOR CHILDREN
大切なスキルを身に着けるためのプログラム

～特徴とユニークネス～



English / Global communication skill
~Why do we conduct all the programs in English?~

• We use English for all of our programs as a global communication 
tool so that children of many nationalities can join and experience 
the programs & workshops together - we do not simply teach 
English lessons in our program.

• Our aim is for children to learn the global communication skill to 
express their own thoughts, perspectives and ideas by using “global 
standard” English language, not just learn to “read, write, and 
speak” English. Through this experience, we aim to help children to 
master important skill sets and unleash their potential to be 
successful leaders and global citizens in a wide range of fields.

• This global communication skill is in particular one that takes  
significant time and effort to master for non-English speaking Asian 
people, and we intend to provide opportunities to “use” English 
(which they are learning in school or English lesson class) among a 
diverse group of children. Through these opportunities, children are 
a positive influence on each other, and can increase their 
motivation to further improve their English skills.

• Depending on the English level, our facilitators and  supporters will 
be always with the children and help them with their English 
communication and program execution.  This will help to make the 
children feel secure and comfortable throughout the programs, and 
will help to create an environment where all the children can 
actively participate in the workshops.

• Not all of the facilitators are “native” English speakers, but we all 
have a breadth of experience as global citizens (working experience 
in global companies, living experience in foreign countries and 
exposure to diverse cultures, etc.) and can speak fluent English. 
Based on these rich experiences, we warmly support all the children 
with our strong desire to leverage our experience in the successful 
design and execution of the program.

WINGS EDUCATION FOR CHILDREN
Programs to learn Important skill-sets 
~Contents and its unique features~



ネイティブ英語とネイティブスピーカー

～我々が思うこと～

• 英会話スクールなどでは、 “ネイティブスピーカー” による
レッスンが一般的に行われており、正しい読みかたや発音
を学ぶ手法（フォニックス）などが取り入れられています。

• これらの“基本ルール”を学ぶことはもちろん大切ですが、
私たちの経験から、“ネイティブス英語”と呼ばれるものは
多岐にわたり（アメリカンイングリッシュ、南部アメリカ
のイングリッシュ、ブリティッシュイングリッシュ、
オーストラリアンイングリッシュ、フィリピンイングリッ
シュ、インドイングリッシュ、などなど）、それぞれの国
に特有の発音や訛りがあります。また、非英語圏の人々の
英語にもその国特有の発音があり、いろいろな“英語”に触れ
ることは将来のグローバルコミュニケーションのためにも
役に立つと考えます。

• 実際のビジネスの現場や国を超えた事業においても、 例え
ば完璧な ”アメリカンイングリッシュ“ の発音を時間をかけ
て学ぶことよりも、世界中の者同士が、世界共通語である
英語を使ってビジネスや様々な事柄について意見交換や
意思疎通をすることがより大切であり、我々もこのコミュ
ニケーションスキルを日々鍛えてきました。

• 我々のプログラムでは、世界共通語である英語を使っての
“コミュニケーションスキル” をビジョン達成のための大切
なスキルの一つととらえ、経験豊かなファシリテーターの
サポートのもと、子供たちにたくさんの経験を積んでもら
う機会を提供します。

WINGS EDUCATION FOR CHILDREN
大切なスキルを身に着けるためのプログラム

～特徴とユニークネス～



Native English & Native Speakers
~Our Perspective~

• English lesson classes are often carried out by so-called 
“native English speakers,” and children learn to read and 
write in English using the “Phonics” method, etc.

• It is of course important to learn basic language skills 
and rules; however, based on our experience, there are 
many kinds of “native” English in the world – American 
English, Southern American English, British English, 
Australian English, Filipino English, Indian English, etc. –
all with different accents and pronunciations, which is 
also true for “non-native” English. We believe it is 
equally important and useful to be exposed to different 
kinds of English in order to develop effective “global 
communication skills”.

• In real business situations and conversations across 
countries, it is more important to learn how to have 
effective communication to discuss and share one’s own 
thoughts in English than learning the perfect “American” 
English pronunciation, and our team has spent a lot of 
time to learn these critical skills.

•Our program considers this skill of global communication 
to be one of the critical skills to achieve our vision, and 
we will provide as many opportunities for children to be 
exposed to this experience as possible . 

WINGS EDUCATION FOR CHILDREN
Programs to learn Important skill-sets 

~Contents and unique features~



こどもたちのサポート役（ファシリテーター*）

～特徴と役割～

• 我々のワークショップ進行役の大人（ファシリテーター）
は経験豊かな「子供たちに寄り添うガイド役」（教壇上の
賢人ではない）としてプログラム全体をサポートします。

• ファシリテーターはネイティブスピーカーかどうかにかか
わらず、実際の社会経験とグローバルな経験を通して
“普遍的な根っこのスキル”を深く学び、その大切さを自ら
実感しています。その豊かな経験を子供たちの為に役立て
ようという強い思いのもと、子供たちを温かくサポートし
ます。

WINGS EDUCATION FOR CHILDREN
大切なスキルを身に着けるためのプログラム

～特徴とユニークネス～

*ファシリテーター（facilitator) 

(デジタル大辞林の解説より)

１. 物事を容易にできるように
する人や物。また、世話人。
２. 集会・会議などで、テーマ・
議題に沿って発言内容を整理し、
発言者が偏らないよう、順調に
進行するように口添えする役。
議長と違い、 決定権を持たない。



Facilitators / Supporters

~ Roles and Responsibilities ~

•Our experienced facilitators act as “guides sitting next to 
the children” and support the programs, NOT act as wise 
adults just sitting at the teacher’s desk.

•All of our team’s facilitators have learnt the four 
fundamental skills through real-life global experience, and 
fully understand their importance for the future.  We aim 
to warmly support all the children by fully leveraging 
those rich experiences.

WINGS EDUCATION FOR CHILDREN
Programs to learn Important skill-sets 

~Contents and unique features~



私たち

韓 夕晶（Han Sockchong)
WINGS EDUCATION 合同会社 代表

アメリカに本拠を置く、英語が公用語の世界を代表する
消費財メーカーであるP&G (Procter & Gamble) にて26
年間、世界各国の人々と研究開発に携わり、様々なブラ
ンドの新製品開発を経験する。

マネージャーとして、“正解の無い” 新製品開発をリード
する傍ら、毎年数百人の学生が参加する新入社員採用グ
ループの一員として多数の一流大学の学生の選抜と採用
も担当。
同時に、多様な文化や価値観をもつグローバルな人材を最大限ビジネスに生
かし、モチベーションの高い組織を作り上げるためのプログラム（インク
ルージョンワークショップなど）を外部の専門家と社内チームで共同企画し、
その効果をグローバルな組織の活性化につなげ、若い人材を育成するととも
に、数々のグローバル規模の新製品開発の成功に貢献する。

P&Gでの最後の4年間を中国北京で過ごし、２人の娘がインターナショナル
スクールで学ぶことを通して、国際教育、IB (国際バカロレア) 教育の一端
に触れる。

2016年に WINGS EDUCATION 合同会社を設立。現在は日本と中国を往復
している。

東京大学大学院 応用生命工学科修士卒業

伊藤 真帆 (Ito Maho)

ファシリテーターリーダー

小学、中学校時代にシンガポールと台湾で暮らす。現在
は夫と３人の子供と共に中国の北京にて生活する。３人
の子供達は幼稚園からIB教育のインターナショナルス
クールに通い、そこで行われているPYP教育に感銘を受
け、日本の子供達にも是非このような体験をしてもらい
たいと考え、ワークショップを企画するに至る。

以前は世界最大消費材メーカーP＆Gの購買として１２年間勤務。世界各国
のさまざまな思考様式や利害の異なる人々と恊働し、新規ビジネスの開拓や、
問題の解決、Win-Winの関係を築いていくことを経験する。

慶応義塾大学 総合政策学部卒業



Who we are
韓夕晶（Han Sockchong)
WINGS EDUCATION Co., Ltd. Founder and Representative

Han Sockchong worked in Procter&Gamble (P&G), one of the world’s largest 
global consumer goods companies, for 26 years as a Research and Development 
Manager, and worked on new product development for many brands.
As a manager, he was in charge of new product development, which has no 
“right” answers, and was also in charge of recruiting new hires as a member of 
the recruiting team, going to student seminars where hundreds of students 
attend every year.
In addition, he co-developed programs with outside expert partners (such as 
inclusion workshops) to create a highly motivated organization, creating a global 
team to fully leverage its diversity to improve business results. With this effort, 
the global team fully unleashed their potential and he successfully led various 
global initiative programs.
He spent 4 years in Beijing, China on his the last P&G assignment, and had an 
opportunity to learn about the global education program / IB (International 
Baccalaureate) program through the international school where his two 
daughters attended.
Established WINGS EDUCATION, Co. Ltd. in 2016.
Holds a Masters Degree in Agricultural and Life Science from The University of 
Tokyo.

伊藤真帆 (Ito Maho)
Facilitator Leader

Ito Maho lived in Singapore and Taiwan during her childhood, and is currently 
living in Beijing, China with her husband and 3 children. The three children 
attend an international school with a full IB program and she was struck by its 
Primary Year Program (PYP) as the children experienced their learning journeys. 
This became her inspiration to establish a workshop to provide a similar 
experience for the children in Japan.
She has an experience of working in Procter&Gamble (P&G), one of the world’s 
largest global consumer goods companies, for 12 years as a Senior Purchasing 
Manager. During that time, she dealt with people from different countries with 
different backgrounds and different interests. She has learnt to build 
collaborative relationships with those people in order to establish new business 
relationships, overcome issues and create Win-Win situations.

Graduated from Keio University, Faculty of Policy Management.



WINGS EDUCATION FOR CHILDREN 設立の思い

はじめまして。韓 夕晶と申します。

保育園の頃は“パイロットになりたい”という夢を卒園時の色紙に書いていたそうで
すが、その後、この夢のことはあまり思い出すこともなく、次第に普通に受験勉強
に明け暮れて、大学院まで進みました。就職するときも、単純に“外の世界を見た
い”という動機のもと、英語が公用語の外資系メーカーを選びました。

いま振り返ると、この選択が WINGS EDUCATION FOR CHILDREN を立ち上げる
道につながっていると感じます。人生には自分の価値観や考え方に大きく影響する
出来事や経験がありますが（パラダイムシフト）、26年間外資系メーカーで勤務
するなかで、幾つかのパラダイムシフトを体験する機会を得ることができたように
思います。

１．新入社員時代、および多国籍の社員と働くなかでの Wow （わお！） 体験

• 入社後、すぐに新製品の開発プロジェクトにチームとして関わりました。しかし、
正解の書いてある教科書はあるはずもなく、一体どこから手を付けていけばよい
のか、毎朝ローッカーの前で苦悶する日々が続きました。

• 入社して最初の上司はアメリカ人でしたが、とても簡単な事さえも自分の伝えた
いことを英語で言い表すことができず、受験英語だけではとても太刀打ちできな
いことを痛感しました。

• 社内の英語でのトレーニングや会議に多国籍の社員と参加するも、まったく自分
の考えを伝えることができず、落ち込むことも多々経験しました。自分の考えを
頭のなかで英語で整理している間に、話題は次に移ってしまい、発言の機会を逸
する苦い経験もよくありました。それに比べ、ヨーロッパや他の非英語圏から参
加した社員たちは、いままで聞いたこともないものすごい癖のある発音で、自分
の考えをガンガン発言していることに衝撃を受けました。

• 入社後ある程度ビジネス上の英語は身に付いたものの、外国に出張に行くたびに、
ランチやディナー恐怖症に陥りました。いわゆる“ソーシャル会話”では、単に英語
が話せるということよりも、いかに普通の話題 （趣味、文化、芸能人、テレビ、
スポーツなど）に自然に溶け込んでいき、ときには積極的に“日本とかアジアでは
こうなんですよー”と発言できる知識と経験と、会話に入り込んでいく“技”を身に
着けるか、その大切さを痛感しました。

２．インターナショナルスクールで実践されている、国際教育プログラムの Wow
（わお！） 体験

中国北京での4年間の勤務の間、2人の娘はインターナショナルスクールに通いまし
たが、ここでも“目からうろこが落ちる”、貴重な体験をすることになりました。

• 例えば、中学校の理科の課題は”いまだに世界中で解決されていない科学上の問題
の考察と将来の実験計画”の作成とプレゼンテーション。 “自分で調べ、考え抜き、
発表する”スキルを既に中学生で学んでいる事に驚愕しました。これはまさに自分
が勤めている外資系メーカーの製品開発部門で日々行っている業務であり、考え
る力を小さいころから鍛えている教育プログラム素直に感動しました。

• 娘たちが通うインターナショナルスクールの小中学校の各学期に３－４種類選べ
る放課後活動の選択肢はなんと97種類もあります。内容はアート、工作、語学、
科学、ロボット、クッキング、スポーツ、楽器、ダンス、ゲーム等々多岐に渡り、
小さい頃からの様々な体験を通じて、自分の興味や情熱をもてる分野を見つける
ことができる機会を提供していることを知り、このような経験を小さいころから
できる子供たちを羨ましく思いました。



このような経験から、幾つかのキーワード – 問題解決力、英語、多様性、コミュニ
ケ―ション、こどもの頃からの経験 – などが自分の中で育ち始め、次第に、グロー
バルな環境で、より広い世界で活躍できる次世代の子供たちを育てる教育に強い関
心と思いを持ち始めました。

特に、将来子供たちがどんな職業についても - スポーツ選手とか、ジャーナリスト
とか、俳優とか、外交官とか、宇宙飛行士とか、起業家とか、お母さんやお父さん
になっても －必ず役に立つ、時代が変化してもかわらない普遍的な“根っこの力”
とはどのようなものであるかを考え続けました。

そして子供たちがそれらの“根っこの力”を育み、将来飛び立つための自分の翼を身
に着ける経験を積む手助けをできたら素晴らしいなと思い、今日に至りました。

教育分野のプロではありませんが、インターナショナルスクールの教育を知ること
になった経験と、会社の中での人材育成の経験から学んだ事を活かしながら、同じ
志を持った人生経験豊かな WINGS EDUCATION FOR CHILDREN の素晴らしい
仲間達と共に、子供たちの将来の為に役に立ちたいという強い思いで溢れています。

我々が大切だと思う一つとして英語でのコミュニケーションスキルがあります。
英語に関しては、様々な議論があり、これも正解はないと思います。しかし、技術
革新のスピードが益々加速していき、世界中の人々がインターネット等でより近く
繋がっていく世の中で、世界共通語である英語を使い、コミュニケーションするこ
とができれば、いろいろな国の人と話したり、議論したり、様々な事をインター
ネットで調べるなど、将来できる事や得られる情報量が飛躍的に広がると共に、
より幅広い選択肢の中から自分の得意なことや将来なりたい職業を選ぶことが出来
ると信じております。

日本国内に目を向けると、日本を訪れる外国人は年々飛躍的に増えており、東京オ
リンピックが開催される2020年には、いままで経験したことが無いくらい大勢の外
国人が日本を訪れ、日本の素晴らしさに感動し、自分たちの周りで英語を話し、私
たちとのコミュニケーションを楽しみにしている姿が目に浮かびます。

子供たちが力強い自分自身の翼を身に着け、グローバル社会に飛び立っていくこと
に思いをはせて。

WINGS EDUCATION 合同会社

代表 韓 夕晶

WINGS EDUCATION FOR CHILDREN 設立の思い(続き）



Motivation for Establishing
WINGS EDUCATION FOR CHILDREN

Greetings, this is Sockchong Han.

When I graduated from preschool, my dream was to become an airplane pilot (which I only 
remember through the memory book), but as I grew up, I did not remember that dream, 
and spent much effort on exams, graduating with a master degree. I also chose my company 
with a very simple reason – “I want to see a different world”.

Reflecting on those days, I feel that this choice is deeply connected to how I came to 
establish the WINGS EDUCATION FOR CHILDREN corporation today. In anyone’s life, there 
are often incidents and experiences, known as ‘paradigm shifts’, which significantly impact 
one’s values and points of view, and I believe that I have had precious opportunities to have 
this experience by working at a global company for the past 26 years.

１．My Wow! experience in my early days working with diverse people.

• When I joined the company as a new hire, I was assigned to work on upstream product 
development, and of course there were no “textbooks” in which I could find an answer. I 
still remember how every morning, I was wondering, “what will I do today…?”

• My first manager was an American, and I could not express very simple things at all in 
English to him. I felt keenly that the English I learnt in school was not enough to have even 
simple communication in English.

• When I attended training programs and meetings in English, I felt very disappointed 
myself not being able to express my thoughts. While I was summarizing in my head what 
to say in English, the discussion changed to the next topic, and I regretted the missed 
opportunities to speak up. Meanwhile, I was astonished to see Europeans and other non-
native English speakers loudly sharing their thoughts and opinions with very different 
English pronunciation that I had never heard before.

• After several years, while I have built some confidence on my business English skills, when 
I was travelling abroad, I was very afraid of attending lunches and dinners with colleagues 
due to my lack of ability to engage in “social conversation”.  I have learnt through this 
painful experience that in social conversation, it is more important to have the knowledge, 
experience and some kind of “skill” to naturally get into the casual subjects (such as 
hobbies, cultures, TV programs, sports, etc.) and sometimes need to proactively share 
cultural ideas, like “in Japan / In Asia, we do things this way, or that way, and so on”.

２．My Wow! Experience of international school education programs.

During my 4 years working experience in China, I also gained invaluable experience through 
the programs of the international school there.

• My elder daughter’s science class assignment was to inquire into “unsolved” problems in a 
scientific field, to develop experimental methods and to conduct a presentation. In middle 
school, children are already learning the skills of inquiry, critical thinking, and clear 
communication, which are exactly the same as what we were doing in our company 
through new product development, and I was deeply impressed by this educational 
program.

• There are 97 kinds of After-School-Activities which Children can choose in current 
International School for elementary and middle school. School gives an opportunity in 
early stages to find fields in which Children can discover their interests and passions 
through various experiences, such as Arts and Crafts, Languages, Science, Robotics, 
Cooking, Sports, Musical Instruments, Dance, Games, etc., and I envy their opportunity to 
have these kinds of learnings so early.



Through these precious experience, some key words – Problem solving skills, English, 
Diversity, Communication, Experience in early days – have grown in my mind, and 
started to have a high passion in education area for children who can be successful in 
global environment.

In particular, whatever children would become in the future – sports athletes, 
journalists, actors / actress, diplomat, astronaut, business owners, mother and father –
I become to think that it is wonderful if we can help children to foster the fundamental 
skills which will be indispensable regardless of the generations to be successful in future 
global world.

While not an expert in education field, by leveraging experience to train and grow
young generations in P&G, together with wonderful and very experienced members in 
WINGS EDUCATION FOR CHILDREN corporation, we strongly desire to help and support 
children and the generations to come.

In terms of the English education for non-native young children, we understand that 
there are many arguments, and this also has no right answers. However, in the world 
where technologies obsolete rapidly and people around the world are hyper-connected 
through internet, etc., if people can effectively use English and communicate each other 
with global standard language, it will enable to significantly increase the things we 
could do / increase the level of information we can reach-out, and open up new 
opportunities – such as to talk and discuss with people in different countries, search 
various information in the internet – AND, children can have more choices by which 
they can choose the areas and occupations they have an interest / passion.

Looking into the Japan itself, foreigners visiting to Japan increase year-on-year, and in 
the 2020 when Tokyo Olympic will take place, we will see much more foreigners in 
Japan, they will be impressed by Japan, they will speak English around us, and they look 
forward to specking with us in English!

Wishing every children to equip their own strong WINGS, and fly into the future global 
world. 

WINGS EDUCATION Co. Ltd.

Representative  Sockchong Han

Motivation for Establishing
WINGS EDUCATION FOR CHILDREN (Cont’d)



WINGS EDUCATION FOR CHILDREN
- WIN in Global Society -

今後のプログラムについて
Future Programs

子供が主役の体験型
プログラム

(Led by Children)

様々なアクティビティに
主役で参加！

正解の無い、プロジェクト型
プログラム

(Project-Based Programs)

実際のビジネスや身近な課題を
フィールドワークも含めて体験！

いろいろな国の子供たちと英語で
参加するプログラム

(Diverse Group of Children)

違う文化や考え方に触れ、英語を
もっと”使う”！

日本語と英語を話すファシリテー
ターがサポートするプログラム
(Supported by Facilitators)

一緒に楽しく、英語を使って
学ぶ！

グループワークショップ、シーズンスクール、
アフタースクールなどを企画予定！



HOW WE CAN THRIVE AS A GLOBAL CITIZENS
～ グローバル市民として豊かに生きぬくために～

特徴 1: 色々な国の子供たちと英語で

ワークショップ (Workshop in 
English with diverse group)

*英語はツール

(English as a tool) 
*異文化交流
(Diverse group work)
*英語と日本語を話す
進行役とサポーター

(Bilingual Facilitators)

特徴 4: 楽しいチーム対抗
ゲームと正解の無い身近な
課題

(Fun Activities + Project with 
no right answer)

*グループワーク

(Group Work)
*実地調査、現場訪問

(Field Work)
*発表会 (Presentations)

特徴 3: グローバル市民とし
て世界に羽ばたくための大切
なスキルを経験

(Learn 4 core skill-set to be 
global citizen)

*新しい体験、皆が
リーダー！

(New experience, everyone 
is leader!)
*情熱指数アップ！

(Passion Quotient Up!)
*好奇心指数アップ！

(Curiosity Quotient Up!)

特徴 2: 子供が主役の体験型プロ

ジェクト (Led by Children)

*問題解決能力 (Critical Thinking)
*リーダーシップ (Personal Leadership)
*多様性 (Diversity)
*グローバルコミュニケーション

(Global Communication)

課題：世の中にまだ存在しない新製品のアイデアをチームで考え作り上げる。
Project Objective：As a team, create an idea for new product which does not exist yet.

ゴール：新製品のアイデアをプレゼンテーションにまとめてチームで発表。
Project Goal : Develop a team presentation of new product ideas and share with the audience.



身につけた英語を
仲間と一緒に使う
絶好のチャンス!

一日社長になって
新製品のアイデア
をチームで作ろう!

英語でワークショップ
(Workshop in English)
英語と日本語を話す

サポーターがいて安心！

みんなが主役でリーダー
(You are All Leaders)

チーム全員で協力！

外に出て実際に体験
(Field Work)

街にはアイデアの
ヒントが盛りたくさん！

アイデアをチームで発表
(Presentation)

パソコンも使って
アイデアをまとめよう！

例えば、、、
どんなアイスがいま人気？
次のガリガリ君の新製品は
何味にしよう？

社長になったつもりで
新製品のアイデアを作るよ！

Happy!
楽しい！

Exciting!
おもしろい！

ワークショップのイメージ : 新製品のアイデアってどう作るの？

実際にお店に
行って調査！



Example : ENJOY WORKSHOP in English 
(例：英語で楽しくワークショップ）

変動の多い世の中で、将来を担う子供たちがグローバル市民として豊かに生き抜いていくにはどうし
たらよいのか？ このワークショップでは、9歳～13歳の子供たちを対象に、実体験を通じて、将来どん
な職業についたとしても、グローバル市民として生き抜くための力(翼)を身につけてもらうことを目標
とします。

日本人と外国人の子供たちと、道具としての英語を使いながら４つの大切なスキルをグループワーク、
発表などを楽しく行いながら身に着けてみませんか？こどもたちが主役です！

英語に自身が無くても大丈夫！！ 各グループに英語と日本語を話す人サポーター (ファシリテー
ター) がついて、子供たちを助けてくれます。

In a rapidly changing world, how can we strive to be successful in the future world as global citizens? This 
workshop (targeting ages 9-13) aims to foster important skill-sets for children to thrive in an uncertain future 
through real-life workshop experience, no matter what work they will do in the future.

Together with a diverse group of classmates (Japanese and non-Japanese), ENJOY & ENGAGE in very exciting 
projects, presentations, etc., through which children can learn the essence of the 4 core skills. Children will 
lead the projects!

No worry at all for English level – There will be English-Japanese speaking facilitators who can help and 
support throughout the workshop.

ワークショップオーガナイザーから
のメッセージ

Message from Program Organizer

身近な課題を取り上げ、“わー、面白
い！”と好奇心と情熱を持って取り組
んでもらえるワークショップです。
正解のないプロジェクトを、いまま
で習った英語を使って一緒に体験し
ましょう！

韓 夕晶
Sockchong Han
元P&G 勤務
東京大学
大学院卒

ファシリテーターリーダーからの
メッセージ

Message from Facilitator Leader

みなさんの考えや疑問を五感 (ある
いは第六感)の全てを使って 表現し
たり、理解したりする そんな体験の
場になったら良いと思っています。
一緒に楽しい時間を過ごしましょ
う！

伊藤真帆
Maho Ito

元P&G 勤務
慶應大学 卒

推薦メッセージ (RECOMMENDATION MESSAGE)
探求的に学ぶ力。それを英語で親しむことでお子様の言語ス
イッチと問題解決能力がさらに開花します。本ワークショップ
は、体験として問題解決能力を「英語」で「楽しく」、そして
何よりも素晴らしいのは「社会との関係を含めて」考え、体験
できるユニークなプログラムです。「楽しい」体験がふえるこ
とでこどもたちは、自分から「英語で問題解決する」スイッチ
を獲得することができるのです。そのチャンスをここから始め
ませんか？
Inquiry-based learning – experiencing this in English will further enhance the 
language learning switch and problem solving skills for your children. This 
program is unique because it gives not only an opportunity to learn problem 
solving skills with “English” and “Fun”, but also gives an opportunity to work on 
the subject in relation to “relationship with real society”. When having more 
“Fun/exciting” experience, children will be able to turn on the switch to 
proactively “solve problems in English”. Why not to start this chance from here?

The International School Times
編集長 村田学 (Chief Editor : Manabu Murata)

This workshop is designed to be able to express your ideas and 
questions, as well as understand those of the others by using all 
your five (or may be six) senses. Let's experience something 
new through the fun activities!

We will develop “Wow, exiting!” workshop with real life subject, 
which will also stimulate your curiosity and passion! Let’s enjoy 
working on the project in English which has no right answer!

Happy!
Exciting!
楽しい！



Activities (活動内容) Objectives / Expected Outcomes 
(目的と達成したい事)

AM

Self Intro game (自己紹介、どこの国の人？)
Paper Tower game (ペーパータワーゲーム、チー
ムで競争！)

Team Building (チームの仲間意識を高める)

Workshop explanation and rules (ワークショップの詳
細とルール説明、楽しそう！)
Team name decision (チーム名決定、皆で決める）

PM

Mini Project - Learn past examples
(ミニワークショップ – 実際の例を学ぼう！)
- Learn and search about the success story of existing 
products (既に世の中で成功した製品について調べ
てみよう！)
- Brief team presentation on what team has learnt 
(学んだ事をグループ毎に簡単に発表しよう！)

Understand the real world example
(世の中で起こっていることをもっと知る）
Show and find own interest – passion and 
curiosity
(いろいろな事に興味、情熱を持つ)

Project Objective：As a team, create an idea for a new product which does not exist yet in market.
(プロジェクトの目的：世の中にまだ存在しない新製品のアイデアをチームで考え作り上げる。)

Project Goal : Develop a team presentation of new product ideas (product, package design, 
marketing idea, etc.) and share with the audience.
(プロジェクトのゴール：新製品のアイデア（内容、パッケージデザイン、宣伝方法等）をプレ
ゼンテーションにまとめてチームで発表）

Day 1

Activities Objectives / Expected Outcomes 

AM

Main workshop details explanation & select team’s new 
product (ワークショップの課題の説明を受け チーム
で開発する新製品アイデアの選ぼう！)
Learn the standard format of presentation (プレゼン
テーションの作り方を学ぼう！）
Divide and agree on team member‘s role and 
responsibility (チーム内での役割分担を決めよう！）

Challenge to the new product development
with no right answer (正解の無い新製品のア
イデアを考えることにチャレンジ)
Leadership to share own ideas and 
perspective(自分の意見や考えを述べること
ができるリーダーシップを身に着ける）

PM

Field work (実地調査、現場訪問)
Team discussion and summarize the new product idea 
(チームでアイデアの協議とまとめをしよう！)

Understand the real world with 5 senses (五感
を通じて、実際の世界と現場を理解)

Day 2

Activities Objectives / Expected Outcomes 

AM

Develop presentation using the standard format
(2日目に学んだプレゼンテーションの作り方を参考
に、チームの新製品のアイデアをまとめよう！)

Team agreement and consensus (チームで協議
して同意する)
Learn effective and simple yet easy-to-
understand presentation (効率的、わかりやす
いプレゼンのまとめ方を学ぶ)

PM Team Presentation (発表会)ーどんな新製品のアイデアができたかな？

Day 3



お問い合わせ (Contact)

WINGS EDUCATION 合同会社 (Co., Ltd.)

•E-mail : han.s@wings-edu.com

•URL: http://wings-edu.strikingly.com

•Facebook: 
https://www.facebook.com/wings.ed
u.children/?pnref=lhc

•TEL : 080-9652-2304 

担当 韓 (ハン) 

Contact Name : Han

ロゴに込めた思い

多様性、探求心、未来のグローバ
ル社会へ飛び立つための翼など、
多くの想いがこもっています。

➢ 子供たちが主役：地球を優しく
包み込むようなデザイン

➢ 多様な子供たちが集う：虹色の
翼で地球を取り囲むような
デザインで多様性を表現

mailto:han.s@wings-edu.com
http://wings-edu.strikingly.com/
https://www.facebook.com/wings.edu.children/?pnref=lhc



