令和４年６月開講

語学（英語・英会話）教室

日程等のご案内

＜羽沢教室＞
場所

練馬区羽沢３－３６－１６

鶴の里１階

（東京メトロ有楽町線 氷川台駅より

徒歩約８分

,

新桜台駅より

徒歩約１３分）

羽沢

国際交流の英会話入門

基礎英語Ⅱ（中学レベル）

英会話とリーディング

中卒応用クラス

英語でコミュニケーション

中学中級クラス

中学まとめクラス

中学初級クラス

初日
（日時）

６月６日（月）
第１・２・４月曜日
１０：００～１１：５０
（途中１０分間休憩有）

６月６日（月）
第１・２・４月曜日
１３：３０～１５：２０
（途中１０分間休憩有）

６月７日（火）
第１・２・４火曜日
１０：００～１１：５０
（途中１０分間休憩有）

６月１日（水）
第１・２・４水曜日
１０：００～１１：５０
（途中１０分間休憩有）

６月１日（水）
第１・２・４水曜日
１３：３０～１５：２０
（途中１０分間休憩有）

６月２日（木）
第１・２・４木曜日
１０：００～１１：５０
（途中１０分間休憩有）

６月２日（木）
第１・２・４木曜日
１３：３０～１５：２０
（途中１０分間休憩有）

６月３日（金）
第１・２・４金曜日
１３：３０～１５：２０
（途中１０分間休憩有）

講師

教材

内容

廣田

政一

橋本

さち子

山下

越子・山口 まゆみ
・宮本 三枝子

世界の常識：小さいけれど
大きな違い！

中学英語の基本のところが
24時間でマスターできる本

英 語 で 読 み た い 日本 名作 (山 下）
ク ス ッ と 英 会 話 （ 山 口 ）
「赤毛のアン」対訳付（宮本）

国際交流の理解と発信を高める
ための１５のUNITからなる
テーマ別内容。（あなたはお風
呂派、シャワー派、なんでも買
える店など）又、各UNITには
文法の復習と演習があり実践的
な会話が習得できます。副教材
として日本の社会と文化に関す
る冊子も活用します。

易しく学べる初～中級の英語·
英会話。２～４語の日常会話文
を文法的に解説し、気品ある英
語へのレベルアップを目指しま
す。アメリカ文化にも触れなが
ら、英語交流の楽しさを知り、
単語や発音を自然と身につけま
す。

〇宮沢賢治作「注文の多い料理
店」や星野富弘の詩画集「鈴の
鳴る道」等の英訳を楽しく読
み、「英会話定番レシピ」等で
英会話も学びます。（山下）

松本

信子・山口

まゆみ

髙原

進・橋本

さち子

Japan Without a Map
（髙原）
もう会話に困らない英文法
（橋本）

日常英会話・アサヒウイークリー

(松本）
イメトレ英会話
（山口）
〇日々よく使われる簡単なフ
レーズを学び、学んだフレーズ
を使って、role-playで会話の
練習をしていきます。（松本）

〇A＆Bが全国２４箇所を旅す
るシンプル英会話を教材に、ネ
イティブ英語を耳から理解する
習慣を身に付ける。会話する時
は「英語は語順」を徹底し、言
〇場面の具体的なイメージをも いたい内容を頭でイメージ化、
〇クスッと笑えるようなエピ
ちながら、自分のレベルや好み 語順に従い口から英語表現す
ソードで英会話練習・フリー
に合った英文を練習します。
る。 異言語コミュニケーショ
トーキング・ゲーム・歌など、 (山口）
ンはことばのニュアンスを正し
楽しんで学びます。 （山口）
く理解し伝え合うことだと思い
ます。 （髙原）
○世界のベストセラーの一冊、
平明な英文で書かれた原書を読
〇文法と慣用句を学習しなが
み解きながら、孤児アンが、一
ら、楽しむ英会話を目指しま
人の人間として様々な体験をし
す。
(橋本）
ながら成長していくストーリー
を皆で楽しく学びます。
（宮本）

松本

信子・橋本

さち子

練馬区関町北１－７－１４

練馬区立関町リサイクルセンター ３階

（西武新宿線 武蔵関駅より

〇五文型を基礎に、広く常用動 ○「口語英語の基礎学習」
詞の使い方を学習する英語クラ speakingに重点をおいて英語
スです。(橋本）
を話す楽しさを経験して頂きま
す。（河野）

〇クスッと笑えるようなエピ
ソードで英会話練習・ゲーム・
歌・フリートーキングなど、楽
しんで学びます。 (山口）

徒歩約５分）

おもてなしボランティア
英会話

中学中級クラス

中学まとめクラス

初日
（日時）

６月６日（月）A
第１・２・４月曜日
１０：００～１１：５０
（途中１０分間休憩有）

６月６日（月）B
第１・２・４月曜日
１０：００～１１：５０
（途中１０分間休憩有）

６月６日（月）
第１・２・４月曜日
１３：３０～１５：２０
（途中１０分間休憩有）

６月７日（火）
第１・２・４火曜日
１０：００～１１：５０
（途中１０分間休憩有）

６月２日（木）
第１・２・４木曜日
１３：３０～１５：２０
（途中１０分間休憩有）

６月３日（金）
第１・２・４金曜日
１０：００～１１：５０
（途中１０分間休憩有）

教材

NHK「ラジオ英会話」
身近な話題について、NHK
「ラジオ英会話」を教材に楽し
く、実践的な会話表現を学んで
いきます。
文法は中学英語レベルです。

内容

小松

恵理子

伊藤

信秀

内海

佳代子

①「星の王子様」サン＝テグ ①書いて覚える大人のための
①書いて覚える大人のための
ジュベリ（対訳）IBCパブ
英語ドリル
訪日外国人のHelpにこたえ
英語ドリル
リッシング②NHKの「ラジ
②はじめての日常英会話
る、とっさの英会話大特訓
②トレーニングノート
オ英会話」
③イソップ物語
中学英語長文
①「星の王子様」世界名作の一
つをやさしい英文で読む。「大
切なものは目に見えない」有名
な一節。命・愛などについて本
書から味わい深く学びます。

英語でのコミュニケーション力
（聞く/話す/読む）を伸ばすた
めに基礎から英語を学び直しま
す。特に英語でのコミュニケー
ションを楽しめるようになるこ
とを目指します。
②「ラジオ英会話」は日常すぐ 上記教材①は文型の復習②は英
に使える英会話をやさしい文法 語で話す練習③は読解のために
を含めて楽しく学びます。
使う予定です。リスニングの練
習には①②③の他にプリントも
使用予定です。
これらの教材を使用するか変更
するかは参加者の皆さんにお会
いしてから決めます。

訪日外国人に道案内、お土産、
日本の食べ物、観光名所、文
化・習慣について紹介する、や
さしい英語を学んでいく講座で
す。

このテキスト一冊で、聞く・話
す・読む・書くのすべてが学習
できますが、授業では更にプリ
ントを用意して基礎的なボキャ
ブラリーや文法の知識や会話力
を身に付けていきます。
また、①を終了の段階で②の長
文読解を中心に①で学習した文
法（時制・文型・比較形・受動
態・完了形など）を確認しなが
ら話し方・会話の仕方も学んで
いきます。

まゆみ

〇中学１・２年の教科書を使用
し基本的な文法・ボキャブラ
リー・会話を学びます。
（伊藤）

中学初級クラス

宮本 三枝子

信秀・山口

○場面別トレーニングや初対面
のやり取りから海外旅行まで。
役立つ英語を勉強していきま
す。 （髙原）

活き活き英会話

信秀

伊藤

〇中学英語で学んだ基礎的文法
を復習しながら、role-playで
楽しみながら英会話を習得して
いきます。（松本）

中卒応用クラス

伊藤

公義

ニューホライズン１・２
（伊藤）
クスッと英会話
（山口）

関町

講師

進・河野

英会話１０００本ノック
初級編（髙原）
NHKラジオ英会話
（河野）

＜関町教室＞
場所

髙原

日常英会話
（松本）
初めての日常英会話
（橋本）

宮本

三枝子・廣田

政一

ニューホライズン１・２
(宮本）
Sunshine English Course２

（廣田）
〇日常に役立つ基礎的な単語と
英会話を更にブラッシュアッ
プ。皆で楽しく学びます。
（宮本）
〇中学中級レベルからまとめま
でのやさしい表現や文法を中心
に日常会話を学びます。テキス
トに沿ったネイティブのCDも
使用し簡単な英会話のヒアリン
グにも慣れていただきます。も
う一度、基礎から学びなおした
い方も歓迎します。（廣田）

