
 レベル：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) 

 

○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：『Interchange2(CD付) 4th edition』 

 

講座紹介 
 

R.T.ウィリアムズ 

火曜日  

18：00～20：00 

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) 

を専攻 

趣味・特技：ボーイスカウト、アマチュア無線 

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. 

 



 レベル：中級(CEFR(セファール) A2および B1レベルに到達したか、到達したい方) 

 

○学習目標 
Students will be able to: 
・Understand frequently used expressions 
・Communicate in simple and routine tasks in daily life 
・Describe their background (e.g. personal history and  

experiences) 
・Understand the main points of familiar matters 
 

○講座の内容 
We will use handouts and worksheets from textbooks chosen by 
the teacher. The content will cover listening, reading, and 
speaking mainly (with only minimal focus on writing). 

 

○教材 

No Textbook. 
Teacher will provide all materials. 

講座紹介 
 

ライアン・ジョーンズ 

水曜日  

10：00～12：00 

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・言語学を専攻 

趣味・特技：サッカー、言語学 (音声学・音韻論) 

 

 

The class environment is very relaxed 

and open, so students can learn in a 

way that is comfortable for them. 

 



 レベル：中級 

 

○学習目標 
Students will develop a better understanding of western culture along 
with the necessary vocabulary to be able to communicate effectively. 
Students will learn to use intermediate grammar so as to be able to 
communicate at a higher level. 

 

○講座の内容 
This is a well-developed course enabling students to increase their 
language ability through written, verbal, visual and aural aspects of 
language. 
 

○教材 

No Textbook. 

Teacher will provide worksheets and materials such as; 

・Popular DVD videos, cartoons from Peanuts／Snoopy  

・newspaper articles 

・music 

講座紹介 
 

ウィリアム・ヴォーグラー 

水曜日  

18：00～20：00 

講師紹介
出身：アメリカ カリフォルニア州 

経歴：高校教諭、大学教員（アート、数学） 

趣味・特技：太極拳 

 

 

It is my hope that because of the 

interesting and relevant content, 

students will be motivated to continue 

developing their English ability. 



 

レベル： () 

 

○学習目標 
The main focus of this class is to increase students’ fluency and 

confidence in spoken English. The course will be discussion based, 

giving students the opportunity to speak as much as possible in 

class. Activities will also be included to cover relevant grammar 

points and helpful vocabulary. 

 

○講座の内容 
Each week students will receive a worksheet covering a certain 

topic. After being introduced to some useful vocabulary and 

phrases, discussions will be held in small groups. The final goal 

each time will be to encourage the students to present the ideas they 

have discussed to the class as a whole. 

 

○教材 

No Textbook. 
Printouts and worksheets will be provided by the teacher each week. 

講座紹介 
 

ジャック・ハンキンズ 

レベル：中級 
 

木曜日  

10：00～12：00 

講師紹介
出身：イギリス コッツウォルズ 

経歴：日本在住 19年 日本語学学士 

趣味・特技：映画鑑賞 アート 

Hello everyone. I am looking  

forward to discussing a wide variety  

of topics with you all. 



 レベル：中級  

○学習目標 
Improve English skills (and gain more confidence to use them) in 

an enjoyable and relaxed atmosphere. 
 

○講座の内容 
British culture customs, and traditions, and how they compare to 

those of Japan. 

 

○教材 

No Textbook. 

 

講座紹介 
 

福留 アンジェラ 

金曜日  

10：00～12：00 

講師紹介
出身：イギリス チェシャ―州 

経歴：日本在住 27年 

趣味・特技：英語のフォークミュージック、ダンス  

ランニング、トライアスロン 

 

We’ll have fun discussing differences 

and similarities between our cultures! 



レベル：上級者（語彙を中心にスピーキングスキルのおさらいをしたい方）

○学習目標
さまざまなトピックについて話し合ったり、英語で情報交換したりでき

るようになることを目指します。さらに、議論されたトピックに関連す

る新しい語彙を学びます。 

○講座の内容
1時間目は主に会話中心です。受講生の関心のあるテーマ、日本、香川、

海外のことなどについての話をして、語彙力、表現力、会話の力を身に

つける時間です。2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、文法項目を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。ときどき受講生が発表する時間も設け

ます。

○教材
未定

講座紹介 

ポール・バテン 

金曜日
18：00～20：00

講師紹介
出身：ニュージーランド 

経歴：来日して 34年。大学では応用言語学を専攻 

趣味・特技：言語学、言葉、旅、ガーデニング 

自然環境保護、観光、瀬戸内海 など 

Please come along to this class on 

Friday evenings. It’s always an 

interesting and friendly time for all. 



 レベル：上級 上級（CEFR(セファール) B2および C1レベルに到達したか、到達したい方) 

 

 

○学習目標 
We typically use real-life materials such as article, videos, and podcasts.  
Occasionally, we learn about pronunciation. Questions from students are 
always welcome. This is a very open, two-way class. 

 

○講座の内容 
We will mainly use videos, audio (podcasts, etc.), articles, and discussion 
from real-life sources. 
 

○教材 

No textbook. 

Teacher will provide all materials. 

講座紹介 
 

土曜日  

10：00～12：00 

ライアン・ジョーンズ 

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・言語学を専攻 

趣味・特技：サッカー、 

言語学 (音声学・音韻論) 

 

If you’re interested in getting exposure 

to English from real-life materials, this 

class might be right for you. 



 レベル：上級 

 

○学習目標 

We study English by looking at the news and current events. 

We also compare cultures. 
 

○講座の内容 

Every week we discuss topic in the news and other cultural 

topics. 
 

○教材 

No Textbook. 

Teacher will provide materials. 

講座紹介 
 

土曜日  

13：00～15：00 

R.T.ウィリアムズ 

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) 

を専攻 

趣味・特技：ボーイスカウト、アマチュア無線 

 

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. 
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