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ここにキャッチ フレーズを入力    

FOOD IS CULTURE IS COMMUNICATION 
 

教室の紹介 

この春に「ホワイトローズシ・シ・シ」として

岸和田教室、百舌鳥教室で同時に英

語のレッスンを無事に開催いたしました。

おかげ様で、たくさんの生徒さんが集まり、

毎日楽しく仕事をさせて頂いています。 

教師としてのポリシー 

２５年以上日本の高等学校、英会話

学校、保育園での幅広い経験を生かし、

子どもから大人までどんな生徒さんでも安

心して、分からないことが聞ける環境で授

業を行います。日本語、日本人の考え

方がよく分かる教師なので、「なぜこの言

い方、使い方になるのか？」がよくわかりま

す。生徒さんが日本語で質問ができるの

で、分からなかったことをより深く理解しな

がら学ぶことができ、その後のコミュニケー

ション、英語の考え方が早くなります。 

一人ひとりの年齢、趣味、習熱度、理解

度に合わせて教材を用意しますので、関

連性のある内容で興味を刺激しながら学

びます。 

アフタヌーンティーレッスン 

初めて海外へ行くときや新しい近所を訪

ねる時、一番先にすることは何でしょう

か？近くのビーチや公園へ行きますか？

名所へ向かいますか？近所の飲食店を

目指しますか？私にとってどこへ行っても、

その地域の食生活や食文化が何より面

白いです。ある意味でその国の文化への

入り口でもあり、簡単に扱う会話の話題

にもなります。どんな方でもお茶やケーキを

通して、楽しく交流ができます。だから、日

本で２５年以上不自然な環境で英語

を教える経験を持つ私は英語をしゃべり

たい皆さまをアフタヌーンティーへ誘いまし

た。どんな方でも気楽に参加できるとても

ユニークな英語のレッスンです。 

 

 

 

岸和田の自宅教室 
White Rose のメイン教室です。中、高、大学生向きの 

レッスンやアフタヌーンティーレッスンは、お茶を飲みながらこの 

アッとホームな空間で行われています。 

  

百舌鳥の教室 

木曜日、金曜日、この教室でアフタヌーンティーレッスンが 

行われています。JR 百舌鳥駅から歩いて２分で、とても 

便利なところにあります。 

Welcome to White Rose C.C.C 
 

https://whiteroseccc.wordpress.com  ～ ☏ 090-5659-2390   ～ ✉ helenotori@hotmail.com 

https://whiteroseccc.wordpress.com/
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私は料理のプロではありません。単に、料理

やお菓子作りが大好きです。友達や家族に

頼んだり、本、雑誌あるいはインターネットで

レシピを探したり、日本のオーブンと日本で

買える材料に合わせ、レシピをアレーンジし

ます。アフタヌーンティーに来られる生徒さん

のために毎週２回ベーキングをして、配るバ

イリンガルなレシピカードを用意します。さら

に 、 ホ ワ イ ト ロ ー ズ の ホ ー ム ペ ー ジ や

Facebook ページに写真やレシピを公開し

ています。忙しい日々を過ごしていますが大

好きなお菓子作りの趣味を仕事に取り入

れることができて、本当に幸せだと思ってい

ます。 

 

 

 

 

 イギリスの定番なお菓子、スコーンが紅茶との相性が抜群す。

Amazon, Kaldi や成城石井のスーパーが出来てから、日

本でも美味しい本場イギリスの紅茶を簡単に手に入れること

ができるようになりました。White Rose CCC のホームペー

ジのレシピ集にイギリスのお菓子のレシピがたくさん載っていま

す。ぜひ一度ご覧になってください。 

’一人ひとりの生徒さんのニーズや希望に合わせて、

レッスンを自ら考えて、自分で教える。それが私の

おきてです。 

LET ME INTRODUCE MYSELF 

イギリス、ウエストヨークシャー

出身の私は１９８９に来日

して、２５年以上も日本で在

住しております。 

https://whiteroseccc.wordpress.com

/recipes/  

 

 

 

 

 

The cakes 
Afternoon Tea at White Rose 

C.C.C 

The teacher 
 Helen Otori: Culture and Communication Consultant 

大鳥ヘレン:文化と言葉のコンサルタント 

Lemon Drizzle Scones 

イギリスの定番なお菓子、スコーンと紅茶の相性

が抜群です。最近 Amazon, Kaldi や城石井

のスーパーで日本でも美味しい本場イギリスの紅

茶が販売されています。 

White Rose CCC のホームページのレシピ集に

イギリスのお菓子のレシピがたくさん載っています。

ぜひ一度ご覧になってください。 

 

２1 年前から日本人の夫との家庭を持ち、二

児の母です。１９歳の娘はイギリスで留学

中、現在夫と高校二年生の息子と三人で暮

らしています。 

英語の教師としての長いキャリアと趣味である

お菓子作りを組んで、この春、地元の岸和田

市で言葉と文化の交流を行うために White 

Rose C.C.C を成立しました。私自身が大好

きなアフタヌーンティー、そして英語でしゃべる楽

しさを皆さまに届けますように、毎日頑張ってい

ます。 

誕生日：８月３０日    星座：おとめ座    血液型：O 

 

 

https:www.facebook.com/whiteroseccc/ 

 

https://whiteroseccc.wordpress.com/recipes/
https://whiteroseccc.wordpress.com/recipes/
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WHAT DO YOU WANT TO LEARN? 

 

年齢やニーズに合わせて教材を用意します

ので、「これをやりたい、あれをやりたい」と言

って下さる生徒さんを大歓迎します。 

 

 

すべての教材はオリジナルなものになりま

す。教材費を一切頂きません。 
 

月謝  
 

￥10,000 
小学生、中学生、高校生、大学生、アフタヌーンティーの場合 

教材費 入会金 

￥０ 
すべてのクラス：入会金、教材費を一切頂きません。 

料金やスケジュールの詳しいことについて 

https://whiteroseccc.wordpress.

com/lessons/ 

 

 

White Rose CCC で約束されること： 

・年間 46 回のレッスンスケジュール 

・いつでも入会、退会が可能です 

・毎週のレッスンは同じ曜日、同じ時間

で行います 

・少人数で、オーナーの私と勉強します 

2016 年 8 月現在のレッスン 

小学生（低学年コース）土曜日の PM3

時から 4 時まで。残席：ありません 

小学生（高学年コース）水曜日の PM4

時半から 5 時半まで。残席：後一人 

中学生 コース： 火曜日の PM8 時から

9 時まで。残席：あり 

高校生コース： 金曜日の PM8 時から

9 時まで、残席：あり 

大学生コース： 水曜日の PM8 時から

9 時まで、残席：あり。 

大学生コース： 土曜日の PM5 時から

6 時まで、残席：後一人 

以上のコースは 3 人までの参加とさせて頂

きます。 

Adult intermediate English： 

水曜日の AM11 時から 12 時半まで、残

席：ありません 

アフタヌーンティーコース「4 人まで」： 

火曜日の PM1 時から 2 時 20 分まで、

残席：後一人 

火曜日の PM3 時から４時 20 分まで、

残席：あり 

水曜日の PM2 時から３時 20 分まで： 

新設予定 【２人から開始いたします。】 

百舌鳥教室でのアフタヌーンティーコース

「5 人まで」 

木曜日の PM2 時半から 3 時 50 分まで、

残席：あり 

金曜日の PM1 時から 2 時 20 分まで、

残席：あり 

金曜日の PM3 時から 4 時 20 分まで、

残席：あり 

これ以外のレッスンについて、お気軽いお問合せください。 

スケジュールに限りがありますので、お断りするする場合

もございますので、ご了承ください。 

The Lessons 
 レッスン 

アフタヌーンティー 
レッスンの料金は 
教材、お菓子、お茶
含む 

 
それ以外のレッスン
の料金は教材、お茶

含む 
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ホワイトローズで子どもから大人まで対

応しています。子どもに英語を楽しんで

ほしい親の気持ちに答えて、小学生の

低学年・高学年クラスを用意していま

す。中学校や高校のコースでは、もち

ろん話すことがメインですが、学校の勉

強で悩んでいるところもしっかりとカバー

します。アフタヌーンティーコースでは基

礎英語、簡単な英会話、文化のお話

しをベースにして、一人ひとりのレベルや

パーソナリティーに合わせて、レッスンが

行っています。決まった教材ではなく、

その時にその人が必要としている勉強

を与えます。毎週幅広い教材を用意

するのが、正直に言うと大変ですが、

皆さんに満足してもらうことが私の目標

です。他方では、生徒さんから得るも

のが数えきれないです。子どもたちの笑

顔、中学生が「あ、分かった」と言ってく

れる瞬間、高校生がオープン記念に描

いてくれたマンガ、アフタヌーンティーの

生徒さんが作ってくれた焼きたてパン、

ガーデンセンターまで乗せてくれた生徒

さん、自分の教室を貸してくれて

いる生徒さん、国内や海外旅行

で買ってくれたたくさんのお土産、

さまざまな優しさに心から感謝し

ています。 

The White Rose ‘Family’ 

ホワイトローズは私一人で経営

しているアットホームな英語の

教室です。そのためにスケジュ

ールやフレキシビリティに限り

がありますが、一人ひとりの生

徒さんを大事にして、頑張って

いきたいです。今までありがと

う、そしてこれからもよろしく

お願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

Thank you campaign 

 ありがとうキャンペーン： ウエッブ限定のご紹介。 

今回のキャンペーンは 2016 年 8 月現在に設置されている 

レッスンの入会のみとさせて頂きます。 各コースが満席となる 

時点でキャンペーンを終了とさせて頂きます。ご了承ください。 

キャンペーン 

期間 

２０１６年 

９月から１１月末 

 ‘ホームページ’や
‘facebook ページ
を見た’と言って頂くと

入会された月の  
月謝は 25% off   
とさせて頂きます。 

  White Rose C.C.C : Thank you campaign.     Valid until 2016 年 11 月末 

お入会者＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿   コース＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿    

ご紹介者様＿facebook/homepage を見た＿入会月＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

https://whiteroseccc.wordpress.com 

🏣596-0827 岸和田市上松町 610-252   ☏ 090－5659－2390    ✉helenotori@hotmail.com 

com 

初月の    
月謝は  

２５% off 

The Students 
  

 


