レベル：基礎

火曜日
18：00～20：00
効果的な学習を目指し、英語の話し言
葉の約 6 割を理解するのに必要とされ
る最も一般的な単語や表現、文法に絞
って授業を行います。

講師紹介
出身：スペイン サラゴサ
経歴：コンピュータープログラマー

ブラスコ・ミゲル・イグナシオ

趣味・特技：ペットと遊ぶこと、読書、文章を書くこと、絵を
描くこと

講座紹介
○学習目標
会話や日常生活に出てくる基本的な文法を学ぶ

○講座の内容
様々なトピックやイラスト・写真などをもとに会話練習を行い
ながら単語や文法などを学びます。

○教材
講師が作成したオリジナル教材「ThEngliSheet」について文法
説明などを行います。

レベル：基礎

(中学 1、2 年レベルの英語をもう一度総合的に学習したい方
/ CEFR(セファール) A1 レベルに到達したか、到達したい方)

金曜日
10：00～12：00

恥ずかしがらずに思い切って英語を口に出し
て繰り返し練習しましょう。「分かった」「使え
た」と感じられるようになれば、学習がおもしろ
くなります。クラスの皆さんとともに少しずつ英
語で話せるようになりましょう。

私のパートでは特にスピーキングを
練習します。英語を使うことにもう少
しずつ自信が持てるようになりましょ
う。

山下 知美
講師紹介

ライアン・ジョーンズ
講師紹介

出身：三重県

出身：アメリカ ニューヨーク州

経歴：大学で英語学を専攻、中学英語教諭

経歴：大学で人類学・言語学を専攻

を経て英語・日本語教師

趣味・特技：サッカー、

趣味・特技：映画鑑賞、[長距離]散歩

言語学 (音声学・音韻論)

講座紹介
○学習目標
（山下先生）
(1)英文法の基礎、基本的な表現、語彙を学び直し、正しく理解する。
(2)学習した表現を用いて、身近な場面で簡単なコミュニケーションができるようになる。
（ライアン先生）
・基本的な発音や文法力を向上させ、会話に自信を持てるようになる。

○講座の内容
（山下先生）
(1)目標とする文法表現を含む簡単な会話を、基本を押さえながら繰り返し練習し、学習者自身のこ
とについて表現できるようにする。
(2)「外国語としての英語」を学んできた経験から、効果的な学習方法や学び方のコツなどに、適宜
ふれる。日本人学習者の抱きがちな疑問が残らないようにする。
（ライアン先生）
主にテキストを使いながら、発音とイントネーションを練習します。また、テキスト内の会話練習
のほか、講師が用意したワークシートや歌などの教材を使用することもあります。

○ 教材
テキスト：『English Tree

シニアのためのゆっくり英会話１』(MacMillan Language House)

レベル：初級（主に中学校程度の文法や表現について、理解したつもりになっていたことを整理
し直し、日常的な場面で用いられる語彙や表現をさらに増やして、英語を使うこと
に少しでも自信をつけたい方）

()

水曜日
10：00～12：00
ふだん使う機会の少ない言語の習得には、地道な努力が
必ず必要です。私自身が「外国語としての英語」を学んでき
た経験から、皆さんに納得して学習できるアイデアやコツを
お伝えできるのではないかと思います。共に学んで、英語に
親しみ、少しでも使える自信をつけていきましょう。

講師紹介
出身：三重県
経歴：大学で英語学を専攻、中学英語教諭を経て

山下 知美

英語・日本語教師
趣味・特技：映画鑑賞、[長距離]散歩

講座紹介
○学習目標
(1)よく用いられる簡単な表現をイメージを描いて理解し、日常の身近な場面で使えるようにな
る。
(2)時事的な興味深い内容を扱った簡単な記事を読むことで、語彙力、文法力を伸ばしつつ、抵抗
なく英文に親しめるようになる。

○講座の内容
(1)聞き取りポイントを予め与えることで、イメージを持って聞けるようにし、その内容をでき
るだけ自分の言葉で再生できるようにする。
(2)目標とする表現や会話のフレーズを文法を押さえて理解し、関連語彙を少しずつ増やして、
自信をもって使えるように繰り返し練習する。
(3)課題の読解練習を通じて、時事的な興味深い話題に触れる。

○教材
テキスト:なし 講師が準備した教材を使います。
(1)留学生と周りの人々の日常生活や旅行中に交わされる会話

「聞く」「話す」
「文法」

(2)時事的かつ意外性のある話題を扱った読み物

「読む」「書く」
「文法」

(3)歌詞つきの音楽

「聞く」

レベル：初級(高校レベルの英語を勉強したい方)

水曜日
18：00～20：00
Hello! I’m Ian.
Let’s enjoy exploring English
and the world together!

講師紹介
出身：カナダ ブリティッシュコロンビア州
経歴：動画制作関連、香川県の高校での ALT など

イアン・アイアス

趣味・特技：動画制作、写真、ハイキング、料理

講座紹介
○学習目標
To learn and use basic English skills appropriately for
conversation and expression.

○講座の内容
We will use English to explore the world (culture, geography,
history, current events, etc…).

○教材
No textbook.
Videos, music, Power Point Presentations, maps

レベル：初級(英語を使うことにもう少し自信を持てるようになりたい方/
CEFR(セファール) A1 レベルに到達したか、到達したい方)

木曜日
13：00～15：00
If you’d like to study English
in a relaxed and fun way,
please come join us!

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)

ライアン・ジョーンズ

講座紹介
○学習目標
The aim of this class is for students to practice English and become
more comfortable with using English.

○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.

レベル：初級

(初級の中でも中級に近いレベル

既に学習した英語を復習し磨きをかけたい方/

CEFR(セファール) A1 および A2 レベルに到達したか、到達したい方）

土曜日
13：00～15：00
If you’d like to brush up on the English you
already know and maybe learn something
new, please join us!

講師紹介
出身：アメリカ ニューヨーク州

ライアン・ジョーンズ

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)

講座紹介
○学習目標
The aim of this class is for students to practice English and
become more comfortable with using English.

○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 provide all materials.

レベル：初中級（中学 1，2 年レベルの英語をもう一度総合的に学習したい方/
CEFR(セファール) A1 および A2 レベルに到達したか、到達したい方)

オンライン講座

※ZOOM を使用して受講いただく講座です

木曜日
18：00～20：00
In this class ,we will be focusing on
speaking and pronunciation.
If you are interested, please join us!

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

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
I want students to get a little more used to speaking English
and feel more comfortable using spoken English.

○講座の内容
This class focuses on basic English pronunciation and
speaking skills,using mainly dictation,listening ,and dialogue
practice.

○教材
No Textbook.
Teacher will provide materials.

