1．絵で学ぼう！簡単！英会話
基礎クラス

⽕曜⽇ 18:00〜20:00
⼤体 1000 の単語を覚えておけば、ほとんどの⽇常会話は可能だと思います。その
中でも、特によく使う数百の単語をマスターすれば、⾃由に英語を楽しむことができ
ます。授業では、スクリーンを使って説明し、次週それを復習⽤の教材としてプリント
にします。
Come and take a look to my class!

ブラスコ・ミゲル・イグナシオ（ナチョ）先⽣

対象者
初⼼者（中学レベルの英語⼒）の⽅。

講座の学習目標
1） 基本的な⽂法と、よく使われる⾔葉に慣れる。
2） 難しいことを⾔いたいときに、とにかく何か⾔えるようにする。

講座内容
 講師オリジナルの⽂法チャート表を使って学びます。
 会話をするために、絵を使ったり、クイズをしたりします。

テキスト（使用教材）の紹介

先⽣が⽤意したプリントに沿って授業を進めます。

2．Hello, English! 基礎からの英会話
※この授業は山下先生とライアン先生の 2 人が 1 時間ずつ行います。

金曜日 10:00~12:00

基礎クラス

（山下知美先生 10：00～11：00）
（ライアン・ジョーンズ先生 11：00～12：00）
平成 29 年度はⅡのテキストに進みますが、まずは何度も口に
出して英語を練習しましょう。「使えた」感覚が少しでも味わえる
と、学習がどんどん面白くなりますよ！クラスのみなさんと、少しず
つでも英語で話せるようになりましょう。
やました

は る み

山下 知美 先生

主に、テキストに基づいて行いますが、他の教材も使いな
がら進めます。英語を楽しみながら勉強しましょう！
ライアン・ジョーンズ 先生

対象者
中学校 1、２年生レベルの英語をもう一度、総合的に学習したい方。
※テキストはシニア向けですが、クラス自体は必ずしもシニア向けというわけではありません。

講座の学習目標
中学校 1、2 年生レベルの文法を理解し、簡単な表現を用いて、
身近な場面でコミュニケーションができるようになる。

講座内容
(1) 発音やイントネーションに注意しながら、音読や発話の練習をする。
(2) ターゲットとなる文法表現を含む短い簡単な会話を、場面を変えて
練習した後、自分のことについて表現できるようにする。

テキスト（使用教材）の紹介

English Tree 2 シニアのためのゆっくり英会話 2 \2,160
定年退職して、悠々自適の昭一と和子夫妻、及びその隣人のカナダ人
夫婦の日常生活が話題。シニア世代の英語学習になじむ内容。

３．
‘楽しくきちんと’基本の英語
初級クラス

水曜日 10:00～12:00
普段使う機会のない言語を身に付けるには地道な努力が必要です。講師
自身が「外国語としての英語」を学んできた経験から、受講生の方々に納得
して学習できる方法をお話しできると思います。
共に学んで、使える自信を少しずつでもつけていきましょう。

やました

は る み

山下 知美 先生

対象者
中学校程度の文法や表現について、分からないポイントや分かったつもりになっていたことなどを整理しなおし、
さらには日常的な場面で使える語彙や表現を増やして、英語の自信を付けたい方。

講座の学習目標
1） よく用いられるシンプルな表現を理解し、日常の身近な場面で、適切に使えるようになる。
2） 身近な興味深い内容を扱った簡単な記事を読むことで、抵抗なく英文に親しめるようになるとともに、語彙力、文
保力を身に付ける。

講座内容
１） 聞くポイントを明確におさえながら、会話の聞き取りを練習する。
２） ターゲットとする表現や会話のフレーズを、文法を理解しながら学ぶ。また、関連する語彙を少しずつ増やし、
自信をもって使えるように練習する。
３） 課題の読解練習を通じて、時事的な話題に触れる。

テキスト（使用教材）の紹介

先生が用意したプリントに沿って授業を進めます。
※資料代が\100 必要です。

４．Step By Step English with Jeremy
初級クラス

水曜日 18:00～20:00
Hi, I’m Jeremy. I have lived in Kagawa for almost 10 years. I
have many hobbies such as writing and recording songs,
making videos, taking pictures and playing sports. In this
class, we have fun learning English at a relaxed pace. We
watch videos, sing songs, and do various activities together in
small groups to study English for conversation.

ジェレミー・ラニグ 先生

対象者
楽なペースで、楽しく勉強したい方

講座の学習目標
日常会話と英語圏の文化を楽しく学びます！４～５人ずつのグループワークもあるので、チームワークが大切です！宿題
も少しあります。

講座内容
自分の言いたいことを、英語で言えるようになること。

テキスト（使用教材）の紹介

講師が用意したプリントに沿って授業を進めます。

5．Everybody English 気軽に初級英会話
初級クラス

木曜日 13:00～15:00

楽しく、気軽に英会話を勉強されたい方には、このクラスがぴっ
たりです。

ライアン・ジョーンズ 先生

対象者
気軽に英会話を練習し、上達させたい方

講座の学習目標
このクラスは日常会話のスキルに重点をおいて勉強します。実際の会話を通して、なめらかに話せるようになるための活
動をし、すでに知っている英語の知識を広げていきます。

講座内容
毎週、役に立つ単語、フレーズ、会話を学び、それを使ってグループの中で応用練習します。
会話練習をたくさんします。

テキスト（使用教材）の紹介

先生が用意したプリントに沿って授業を進めます。
(生徒さんはノートをご準備ください)

6．実践的な英語を学ぼう
初級クラス

⼟曜⽇ 10:00〜12:00

Hi, my class is designed to be interesting and fun.
At the same time, we learn how to express ourselves
with English.

パトリック・スカンロン 先⽣

対象者
People who want to speak English better

講座の学習目標
To have fun learning English. We will study how to pronounce, speak,
listen and enjoy English!!

講座内容
Video, TV news, games

テキスト（使用教材）の紹介

先⽣が⽤意したプリントに沿って授業を進めます。
資料代￥100 が必要となります。

7．English Basics 英語に磨きをかける
初級クラス

土曜日 13：00～15：00

自信をもって話し、会話に加わりましょう。
スピーキングとリスニングのアクティビティも行います。

ライアン・ジョーンズ 先生

対象者
会話力やリスニング力を磨きたい方。

講座の学習目標
ボキャブラリーを広げ、発音を改善する。
英会話を気楽に、自信を持ってできるようになる。

講座内容
発音やなめらかな会話に重点をおきながら、役に立つ単語やフレーズ、会話を学び、練習します。

テキスト（使用教材）の紹介

先生が用意したプリントに沿って授業を進めます。
(生徒さんはノートをご準備ください)

8．General English Intermediate
水曜日 10:00～12:00

中級クラス

※この講座は 9 月期から開始します。
If you want to develop your English skills in an
integrated and fun way, this is the class for you. All
language presented will be authentic providing you
with models of English that are real and relevant.

ジェラディン・マクラハン 先生

対象者
Intermediate level or above adult leaners

講座の学習目標
Develop student’s vocabulary and discussion skills.

講座内容
This class will focus on listening and speaking skills, but their will also be an emphasis on
vocabulary development as well as pronunciation.

テキスト（使用教材）の紹介

Movie English by John. S. Lander \1,944
This is a vocabulary development and discussion textbox
aimed at intermediate level students.

9．総合英語中級Ａ
中級クラス

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.

R.T.ウィリアムズ 先生

対象者
People who have a good working knowledge of the basics of English “英検 2 級” or “英検準 2 級”
level.

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

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

テキスト（使用教材）の紹介

Interchage2 (CD 付) 3rd edition ￥2,970
It’s an intermediate level textbook with several
role play activities and grammar.

10. English Through Popular Media
中級クラス

⽔曜⽇ 18:00〜20:00
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.

ウィリアム・ヴォーグラー 先⽣

対象者
Intermediate level students

講座の学習目標
In addition to developing speaking fluency, students TOEIC scores will also improve.

テキスト（使用教材）の紹介

1. Popular Songs
2. Video (Movie)
3. Newspaper Article
4. Snoopy Cartoons

講師が⽤意したプリントに沿って授業を進めます。
※資料代\100 必要です。

11．Fun and Useful English
⽊曜⽇ 10:00〜12:00

中級クラス

In my class, I use interviews and examples of real American
English as a base for learning commonly-used English words and
phrases. I use PowerPoint slideshows and a variety of different
in-class activities (including song lyrics and videos) to make
English easy and fun to learn!

アン・ヴィシェヴィアンスキ先⽣

対象者
英会話⼒を上げたい⽅、リスニングと発⾳を練習したい⽅
実⽤的で⽣きた英語に楽しく触れて、⾃然と英語を⾝に着けたい⽅
授業は主に英語で進めます。

講座の学習目標
英語の⽇常的な会話が聞き取れるようになること。
⾃信を持って英語を話せるように練習すること。

講座内容
アメリカのニュース番組や様々なラジオインタビュー、アメリカの⽂化や歴史についての記事などを教材として使い、そこに出て
くる単語や⽂法を分かりやすく紹介します。洋楽の歌詞の聞き取りも⾏い、リスニング⼒もアップさせましょう！
⾔語だけではなく、アメリカの⽂化についても知ることができる授業です。

テキスト（使用教材）の紹介

講師が⽤意する資料を使います。
資料代￥100

12．総合英語中級 B
中級クラス

金曜日 10:00～12:00
Come have fun learning and using English in a
relaxing environment! Don't be nervous,
mistakes are just the first steps toward success.
I look forward to working together with you in
my class!

ジョナサン・マッカーリー先生

講座の学習目標
To help people develop the four main language skills of Reading, Writing,
Speaking, and Listening, using fun exercises and group activities based on
current news and world issues.

対象者
This class is for anybody who has ever felt nervous using English, and wishes
they could speak with other people more comfortably. This is your chance to
challenge yourself, try different activities, and have fun with other English
learners!

講座内容
In my class, we will practice reading using texts about interesting current
events to learn English you can use to talk about things that are happening
in the world right now! We will also have writing exercises and group
discussions to practice using what you learned. By enjoying a variety of
activities and scenarios with the support of your fellow class members, your
confidence in your English ability will definitely improve!

12．総合英語中級 B
金曜日 10:00～12:00

中級クラス

For those that want to challenge themselves, try different
activities, and have fun with other English learners, this the
perfect class for you. I look forward to meeting you all!

コーリ・アンドリュー・ジョウセフ先生

対象者
Do you ever feel nervous when using English?
Do you wish you could speak with other people more comfortably?
Here is your chance! In my class we focus on the three areas necessary to make you feel more
confident.

講座内容
Writing: using fun writing exercises, we train our creative powers! This is one of the most
important skills in being able to adapt to different conversations.
Reading: the more you read, the more words you know! In my class, we use texts about
current news and world issues – this way you can understand and speak about a variety of hot
topics that English speakers may be interested in.
Speaking: with group discussions, exercise feedback, show and tell, and end of term
presentations, you can enjoy a variety of speaking activities with the support of your fellow
class members. With many different scenario’s, your confidence in your English ability will
definitely be improved!

テキスト（使用教材）の紹介
先生が用意した教材に沿って授業を進めます。
I use picture flashcards, informational videos, graphs, news
articles, short stories, vocabulary lists, props and more.
資料代￥100 が必要です。

13．総合英語中級Ｃ
中級クラス

⼟曜⽇ 13:00〜15:00

This is an enjoyable class using current topics from
media to learn and improve English.

パトリック・スカンロン 先⽣

対象者
Middle level students.

講座の学習目標
To improve listening and understanding skills for middle level students.

講座内容
Listening to TV news. Discussion topics about current events.

テキスト（使用教材）の紹介

Preparing some materials
資料代￥100 が必要となります。

14．総合英語上級
上級クラス

金曜日 18:00～20:00
Please come and join our friendly Friday
English class. Would you like to brush up your
English? Please come along then. In this class,
I try to help your English pronunciation,
grammar, vocab, and discussion skills.
Students have many chances to speak and ask
about points or topics that interest them.
Welcome!

ポール・バテン 先生

対象者
People who would like to enjoy using English to discuss a range of
topics. We use the text as a guide to develop to topics. It’s also a
very interesting way to find out interesting information about
Kagawa and Takamatsu, as well as overseas.

講座の学習目標
Students will be able to enjoy conversations in English about a
variety of topics-as well as enjoying studying the textbook.

講座内容
 Topics that you are interested in
 Local topics about Kagawa and Japan
 Any areas of grammar, vocab, pronunciation…you are
interested in or can’t understand
 Current issues / News in Japan , the UK, US, New Zealand, etc.

15. Insight into English
上級クラス

土曜日 10:00～12:00
This class is largely based on materials from English
speaking countries. Some of the topics might be
challenging, but also fun and interesting. I hope to help
you increase your capacity to gain a deeper more
practical understanding of English.

ライアン・ジョーンズ先生

対象者
This class is aimed at students who are interested in deepening their understanding of English.

講座の学習目標
1）Students will use the English they already know in a practical manner.
2）Students will expand and improve their abilities through studying with real-life materials.

講座内容
The main content of this class will be utilizing real-life English resources.
Discussions and conversations in class will be based largely on these types of materials.

テキスト（使用教材）の紹介

先生が用意したプリントに沿って授業を進めます。

16．ニュースで学ぼう！
上級クラス

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.
R.T ウィリアムズ 先生

対象者
Advanced language speakers who have a good working knowledge of the language.

講座の学習目標
I plan to use News and current events to study English.

テキスト（使用教材）の紹介

Students give current news topics and we discuss
them as a group. I will sometimes give newspaper
articles.
資料代￥100 が必要となります。

