
～ 英語　火曜クラス　楠　純子講師 ～

最近では道を歩いていても訪日外国人を見かけることが多くなりました。道に迷って困っている外国人に声をかけてみませんか？
コミュニケーションのツールのひとつである英語が使えると新しい世界が開けるかもしれません。
　テキスト「Side by Side」を使って会話文や文法を復習し、「Passport」を使って海外旅行での実際に起こりうる場面でのリスニングやチャート
練習を行っています。NHKの大人の基礎英語のテキストを利用して英語表現をシェアすることもあります。
　またお子様お孫様とも一緒に楽しめるように、日本や外国の文化を英語で紹介、英語を使って折り紙をしたり、英語の歌を楽しんだりと一回
のレッスンは盛りだくさんであっという間に過ぎていきます。最近ではカタカナ英語と言われる普段何気なく使っている言葉の英語表現を紹介
しながら和気あいあいと英語に触れる機会を楽しんでいます。
　かつて学校で習ったけれど忘れてしまったという方、頭の体操に語学を学びたい方、英語の基礎から始めていますので老若男女を問わず
どなたでも大歓迎です。一緒に英語を楽しみながら身に付けていきましょう！

★大阪外国語大学（現大阪大学外国語学部）卒　人と話すことが大好きです。韓国ドラマ観賞、スクラップブッキングなど。

～　英語　金曜クラス　御園生　寛子講師 ～

駅や通りでスマホを片手に考え込んでいる外国人の方々を見かけて何か手助けを してあげたいけれどどういう風に声を掛けたらよいのだろ
うか？と迷われた経験のある方がいらっしゃるのではないでしょうか？2020年の東京オリンピックを控えこういう場面に遭遇する回数も今後
増えることと思います。このクラスでは観光英語の基礎を学びながら海外旅行の会話や日本に来たツーリストのおもてなし の仕方を楽しく学
びます。簡単な英語でよいのです。習った表現をすぐに忘れてもよいのです。教室でも「あれ、あれ、あの単語はなんだっけ？」という場面が
よくあります。何度もリスニングとスピーキングの練習を繰り返していくと知らず知らずのうちに英会話力は身についていきます。どうぞ一度教
室の見学にい らっしゃいませんか？

★同志社大学文学部英文学科卒業　米国ワシントン州に１年間留学　通訳案内士 趣味：歴史探訪（特にお城巡り）

★コスタリカ　サン・ホセ出身 　　趣味：日本文化、ネットサーフィン、読書、旅行、マリンスポーツ

～ 英会話　基礎・初級クラス　Stephen講師 ～

The conversation classes introduce level specific vocabulary which we can learn from textbooks, and we encourage you to introduce your
own ideas and topics through the discussion of yours and other students real life experiences too. We are lucky that all classes enjoy a fun
and welcoming atmosphere, and we often split into small groups for activities and games. These classes have plenty of time and space for
individual questions and student driven topics.

The basic class is for students who are not yet at a level where they are comfortable to attempt conversation, but who aim to improve and
to have fun learning English. For true beginners only, please note that “False” beginners are NOT welcome in this class! In this class we
learn vocabulary and sentence structures for useful English topics from a basic textbook, then use that vocabulary in related activities and
games. Again, we are lucky that this is a genuinely warm and welcoming class, and we can usually manage to enjoy ourselves and hopefully
learn and gain confidence at the same time.

★British teacher with an Honours degree from The University of Stirling in Scotland, and a Master’s Degree from Leicester University in
England. A wide range of interests and hobbies, but particularly history, hiking, reading, and travelling both in and out of Japan.

～ 英会話　初級・中級クラス  Mathew講師 ～

Ｔo enable students to communicate and improve their English ability to a higher standard. Also to inspire cross-cultural understanding.　To
have fun, enjoy English and upgrade your ability of communication.

★British,　York university「HND Drama， film and stage management」， Guilford College London「Cambridge RSA certificate in teaching
English」   Interests & Hobbies : Martial arts, tennis, football

～ 英会話　中級クラス　Ｊｏｈｎ講師 ～

Ｐrimarily free conversation, with an emphasis on current topics presented by both the students and teacher. Class is usually half
free conversation and half text book. Let's improve our English through conversation.

★U.S.A.　Liberal Arts Degree with an emphasis on Art.     Interests & Hobbies : Ceramics, cooking, politics.

～ スペイン語クラス　ビニシオ講師 ～

スペイン語での「読み」「書き」「話す」「聞く」という、全てのコミュニケーション能力を高める為に、授業は全てスペイン語で行われ、あたかも外
国で学んでいる様な体験も出来ます。スペイン語は世界20ｶ国以上で話されており、それぞれの国が異なった文化を持っています。このクラ
スで学ぶことを通し学習者の方は、多くの素晴らしい経験をすることが出来るでしょう。

～　英語　木曜クラス　稲鍵　亜早子講師 ～
すぐに使える身近な英会話と基礎英語力を身につけるための新初級クラスです。易しい英語を正しく使いながら、英語の持つ魅力を楽しみ
ましょう。
必要な文法や身近な会話例をテキストで学び、また自由に自分らしい表現で日常の出来事、心動かされた小さな体験などを日本語まじりに
なることもありますが、平常心でゆっくりと話してみます。時に旬な話題や暮らしのヒントなどの情報交換も楽しみながら表現の幅を広げてゆ
きましょう。
子供さんやお孫さん達と英語のやり取りや学習のサポートができるよう、小学校英語もしっかりとカバーします。国語力が家庭で培われるよう
に、英会話力もまた環境次第。子供さん、お孫さん共々バイリンガルなspeakerを目指してみましょう。
童話やカーペンターズ他のsongsなども楽しむ明るく和やかなクラスです。
★神戸女学院大（英文）卒、職歴；セイドー外国語学院、ラボパーティー、武庫川女子大オープンカレッジ　など
   興味：音楽＆スポーツ鑑賞、庭仕事。

～　英語　水曜クラス　五十嵐　かほる講師 ～

どこに行っても通じる英語を目指します。文化背景をふまえて言葉を学び、日本語音声との比較をしながら英語音声を練習します。
クラスメート同志、こころの壁をつくらない関係を築いています。
受講生のコメントより：＊気楽に楽しく毎回クラスをエンジョイしています。＊先生とクラスメートに会いたくて毎週きています。
＊家で予習復習できない私でも色々な国の人と楽しくコミュニケートできるようになりました。
＊良く出来る人にも、出来ない人にも、それぞれに合わせて授業して頂けるので本当に気持ち良く授業をエンジョイして受けています。

★神戸女学院大（英文）、米国パサデナ・シティ・カレッジ卒、中津燎子の未来塾（塾生・トレーナー）


