レベル：英語中級（英語の基本的な知識があり、英検準 2 級～2 級レベルの方

No.8 総合英語中級 B
火曜日 18：00～20：00
This class is for average a bit
advanced speakers. But, if you
think you are not quite there, you
can challenge the class and improve
your English.

講師紹介
出身：アメリカ ワシントン州
経歴：大学で国際関係(International relations)に
R.T ウィリアムズ

ついて学ぶ
趣味・特技：ボーイスカウト、アマチュア無線

講座紹介
○学習目標
We will use English in every class. There will be free discussion and
discussion based on text book topics.

○講座の内容
The textbook plus authentic cultural information from a native English
speaker from the US.

○教材
テキスト：Interchange 2 (3/E) student book

レベルの目安： 英語中級
0

No.9 English Through
Popular Media

水曜日 18：00～20：00
Let’s enjoy English together!

講師紹介
出身：アメリカ カリフォルニア州
経歴：高校、大学教師（アート、数学）

ウィリアム・ヴォーグラ―

趣味・特技：太極拳

講座紹介
○学習目標
In addition to developing speaking fluency, student’s TOEIC scores
will also improve.

○講座の内容
Everyone learns differently so I use different approaches such as
videos, reading, translating and music all of which are interesting
and provide intrinsic motivation for the students. This is a
well-developed course enabling students to increase their language
ability through written, verbal, visual and aural aspects of
language.

○教材
テキスト： No Textbook
Teacher will provide worksheets and materials

レベル：中級(英検準 2 級～2 級程度)

No.10 Fun and Useful English
※詳細はしばらくお待ちください。

木曜日 10：00～12：00

講師紹介
シンシア・カーティ

出身： カナダ バンクーバー
経歴：
趣味・特技：

講座紹介
○学習目標

○講座の内容

○教材
テキスト：

レベル：中級(英検準 2 級～2 級程度)

No.11 総合英語中級 B
※詳細はもうしばらくお待ちください。

金曜日 10：00～12：00

講師紹介
オーガスト・ホールドリッチ

出身： アメリカ ワシントン DC
経歴：
趣味・特技：

講座紹介
○学習目標

○講座の内容

○教材
テキスト：

レベル：中級(英検準 2 級～2 級程度)

No.12

総合英語中級 C

土曜日 13：00～15：00
皆で楽しく英語独特の表現
を体感しましょう！

講師紹介
出身：オーストラリア
経歴：I-PAL 常任英語講師を経て現職、香川大学

パトリック・スカンロン

医学部・工学部・農学部講師を兼任
趣味・特技：テニス・サイクリング

講座紹介
○学習目標
英語の表現能力の向上―イディオムや時事英語の理解を深める。

○講座の内容
日本語対訳の論説やアメリカ・イギリスのテレビニュースなども用い、英
語の表現能力を磨きます。

○教材
テキスト：なし
講師が準備したプリント・ビデオ等を使います。

レベル：英語上級

No.13 総合英語上級
金曜日 18：00～20：00
Please come along to this class on
Friday evenings. It’s always an
interesting and friendly time for all.

講師紹介
出身： ニュージーランド
経歴：来日して３２年。大学では応用言語学を勉強
趣味・特技：言語学、言葉、旅、ｶﾞｰﾃﾞﾆﾝｸﾞ、

ポール・バテン

自然環境保護、観光、瀬戸内海など

講座紹介
○学習目標
幅広く、いろいろなテーマに基づいた英語の力を育つ・維持することです。ディスカ
ッションが多い授業です。

○講座の内容
一時間目は主に会話中心です。関心のあるテーマ、日本、香川と海外の話題など
の話して、語彙力、表現力、会話の力を育つ時間です。二時間目は教科書を使い、
焦らずに、いろいろな場面に合った表現、文法事項、テーマに基づいて勉強して行
きます。リスニング、スピーキングが中心です。受講生もたまには発表する時間も設
けます。

○教材
テキスト：Clockwise Upper-Inter SB

レベル：上級

No.14 Insight into English
土曜日 10：00～12：00
If you`re interested in getting more
exposure to real-life English,
this class might be right for you.

講師紹介
出身：アメリカ ニューヨーク州
経歴：大学で人類学・言語学を学ぶ

ライアン・ジョーンズ

趣味・特技：サッカー、言語学 (音声学・音韻論)

講座紹介
○学習目標
The aim of this class is to expose students to natural English using real-life
materials (TV, radio, articles).

○講座の内容
We typically watch a short video every class, then answer questions and do a
listening activity related to the video. We then have short discussions in small
groups based on specific discussion questions. Occasionally, we learn about
pronunciation. Questions from students are always welcome. This is a very
open, two-way class.

○教材
テキスト：No textbook
Teacher will provide worksheets and materials

レベル：上級

No.15 ニュースで学ぼう
土曜日 13：00～15：00
This class is a high-level class. If you
want to practice to use your English and
to keep sharp and build on what you
already know, this class is for you. Also, if
you want to take the TOEIC test, this
class is good preparation for that.

講師紹介
R.T ウィリアムズ

出身：アメリカ ワシントン州
経歴：大学で国際関係(International relations)
について学ぶ
趣味・特技：ボーイスカウト、アマチュア無線

講座紹介
○学習目標
We study English by looking at the news and current events
we also compare sultures.

○学習内容
Every week we discuss topic in the news and other cultural
topics.

○教材
テキスト：なし
講師がその日のテーマに合せて教材を用意します。

