レベル：基礎

(初心者(中学レベル)の学習者の方)

No.1 絵で学ぼう！簡単！英会話
火曜日 18：00～20：00
I love conversation.
Come and take a look to my
class!

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（11 年間）
趣味・特技：ペット、読み書き、絵描き

ブラスコ・ミゲル・イグナシオ

講座紹介
○学習目標
基本的な文法と、よく使われる言葉に慣れる。
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。

○講座の内容
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。

○教材
テキスト： なし
講師が準備したプリントを使います。

レベル：基礎（授業中学校 1.2 年生レベルの英語をもう 1 度、総合的に学習したい方）

No.2

Hello,English! 基礎からの英会話
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。そして「使え
た」感覚が少しでも味わえるようになれば、
学習がおもしろくなります。クラスの皆さんと
いっしょに少しずつ英語で話せるようになり
ましょう。

山下

ライアン・ジョーンズ

知美

講師紹介

講師紹介

出身：三重県(山下)

出身：アメリカ ニューヨーク州

経歴：大学で英語学専攻、中学英語教諭を

経歴：大学で人類学・言語学を学ぶ

経て英語、日本語講師

趣味・特技：サッカー、言語学 (音声学・音韻論)

趣味・特技：映画鑑賞、[長距離]散歩

講座紹介
○学習目標
(1)英文法の基礎から学習し直し、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。（山下先生）
The aim of this class is for students to improve basic pronunciation, grammar, and
general speaking. （ライアン先生）

○講座の内容
(1)目標とする文法表現を含む簡単な会話を、身近な場面を提示して基本を押さえつつ繰り返し練
習した後、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と思われる具体的な学習方法やアイデア
などを折に触れて紹介する。日本人学習者の抱きがちな疑問が残らないようにする。(山下先生)
We practice basic pronunciation, intonation and conversation exercises in class using
the textbook. We also do some listening activities. From time to time, we use
tongue-twisters or other activities. Our main focus is the textbook. (ライアン先生)

○教材
テキスト：English Tree Ⅰ (MACMILLAN LANGUAGEHOUSE)
定年退職して悠々自適の昭一と和子夫妻と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。

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。）

No.3‘楽しくきちんと’基本の英語
水曜日 10：00～12：00
なかなかふだん使う機会のない
言語を習得するにはかなり地道な努力が必要ですが、
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伝え
できると思います。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
山下 知美

経歴：大学で英語学専攻、中学英語教諭を経
て英語、日本語講師
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)身近で興味深い内容を扱った生地や物語を読むことで、より英文に親しめるようになるとともに、
語彙力、文法力を身につける。

○講座の内容
(1)聞くポイントを明確におさえながら、会話の聞きとりを練習し、聞いた内容をできるだけ自分のこと
ばで再生できるように動機づけをする。
(2)ターゲットとする表現や会話のフレーズや文法をしっかり理解しながら学んで、応用力をつける。
(3)課題の読解練習を通して、時事的な話題や物語に触れる。

○教材
テキスト：英国留学中の学生と、そのまわりの人々の日常生活で起こる場面や話題から基本的な表
現や文化的な背景を学ぶ。読解教材は時事内容を含む興味深い内容を扱う。

レベル：初級

No.4 Step by Step English
wit Jeremy
水曜日 18：00～20：00
Hi! I’m Jeremy. Let’s enjoy
English songs, videos, and
interesting topics together!

講師紹介
出身：アメリカ
経歴：講師経験 20 年以上
趣味・特技：音楽、作詞作曲、アート、うどん

ジェレミー・ラニグ

講座紹介
○学習目標
Let’s practice English conversation with fun topics.

○講座の内容
We often work in groups to study English conversation.

○教材
テキスト： なし
講師が準備した教材を使います。

レベル： 初級
0

No.5 Everybody English
-気軽に初級英会話木曜日 13：00～15：00
If you‘d like to study English in a
relaxed and fun setting, Please feel
free to 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・言語学を学ぶ
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 people to practice English and become
more comfortable with their speaking ability.

○講座の内容
We use handouts and worksheets that promote conversation. The
class environment is very relaxed and open. We also sometimes
use videos for listening practice. During class, we typically cover
many types of activities, such as listening, speaking, and reading.

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

レベル：初級

No. 6 実践的な英語を学ぼう
土曜日 10：00～12：00
間違えても大丈夫！楽しく英語の
コミュニケーションを学びましょう

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
英語でコミュニケーションをとる方法を学ぶ基礎クラスです。

○講座の内容
発音・語彙・読み方・書き方などを楽しい教材を使って学びます。

○教材
テキスト： Interchange Level1 5th edition(red book)

レベル：初級
0

No.7

English Basics

-英語に磨きをかける土曜日 13：00～15：00
If you`d like to brush up, review,
and practice the English you
already know, 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 help students brush up on the
English that they already know, as well as learn something
new.

○講座の内容
In this class, we use worksheets, audio, and videos. The lessons
are balanced and cover reading, listening and speaking
exercises. I encourage students to participate, and the lesson
environment is very relaxed, in order for students to feel
comfortable.

○教材
テキスト： No Textbook

Teacher will provide worksheets
and materials

