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教室と
受講生
の
皆さん
を繋ぐ
ニュース
レター
です

◉http://www.ccc-osaka.com/ ◉http://blog.goo.ne.jp/ykhattori（教室ブログ）◉http://newseigo.com（ ニュース英語サイト）
＊一般社団法人 EIGC (Educational Institute for Global Communication) は、非営利型の教育・研究機関です。

受講生の皆さんに向けた Newsletter を、これから年２回発行していきます。教室と受講者のみなさん、
そして保護者の方とのコミュニケーションの充実に役立てたいと思っていますので、ぜひ読んでくださいね。

一生ものの
実のある英語力を
身につけよう

目指すのは、表面的な会話ではなく、様々なテーマについて
実のあるコミュニケーションが行える言語能力です
EIGC での学習は、ニュース英語を活用しています。学習者が、表面的な会話ではなく、知識
や経験を基にした実のあるコミュニケーションがとれるようになることを目標とし、
「読む、聞く、
書く、話す」の四技能をバランスよく身につけることを意識した授業を行っています。
学んだことがしっかり受講者の力として定着するように、毎週の授業の構成を考えています。
学習サイクルは、

学習サイクル

１．新しい Unit の予習（できればでＯＫ）

予習
授業で
復習

授業
自宅で
復習

２．授業での学習（集中して）
３．自宅での復習（短時間でいいので授業当日または翌日に必ず一度、その後、次の授業
までに数回）
４．次の授業での復習、そして次の Unit の学習へ
としています。
休むと授業での学習分の負担が大きく、ペースが乱れます。休まずに学習ペースをうまくつか
んでください。１年続ければ、
英語力は大きく伸び、
次のステージへの準備ができているはずです。
◉ 受講中、ご相談や個別のアドバイスをご希望の方は遠慮なく講師にお声かけください。授業後に声をかけて
いただくか、メールでもご相談を受け付けています。
◉ 高校生以下の方は、ご希望に応じて保護者の方の面談も行います。どうぞご遠慮なくメール（eigc.japan@
gmail.com 宛）にてまずはお知らせください。授業後などに面談の設定をいたします。また、メールでのご
相談もお受けしています。

先生・事務担当紹介
● 今西 眞澄

● 渡辺 ゆり子

● 神山 綾子

● 服部 優子

小野原教室で PreC １を担当してい
ます。受講生の皆さんがスムーズに C
１クラスへステップアップできるよう、
その前段階としての PreC １での学習
が楽しく充実したものとなるよう願っ
て授業の進め方を工夫しています。ま
たニュースリスニングの練習を通して、
学生の皆さんが世の中のニュースに関
心を持つきっかけになればと思ってい
ます。
遠い昔、ピアノとテニスに夢中な少
女でした（笑）今、自宅で近所の小学
生たちとピアノ教室を、また今夏は夫
とウィンブルドンテニ
スの観戦に行って
きました。

小野原教室で C1 クラスを担当して
います。C1 では文法の土台をしっかり
作りながら、ニュース英語に触れてい
きます。
「実はあやふやだった」とい
う文法事項をクリアにしていくことで、
確実に前進でき、リスニングも伸びて
いきます。みなさんがよく予習・復習し、
着実に向上されているのを見て、いつ
も嬉しく思っています。
日中は教育機関で事務系の仕事をし
ています。社会人と大学 3 回生の息子
達は、理系ですが英語好き、夫も英語
を使う仕事なので、英語は家族共通の

はじめまして！ 事務担当の神山です。
日頃は別のところで事務の仕事をして
おり、EIGC では週に１度ほどお手伝い
しています。そんなわけで皆様からの
メールのお返事が、いつも遅くなり申
し訳ありません。気長にお待ちいただ
けると嬉しいです。
息子２人と主人の４人家族です。趣
味はトレッキングで、空気の澄んだこ
れからの季節は景色も最高で楽しみで
す。おすすめのコースをご存知の方が
いらしたらぜひ教えて下さいね。

C1 〜 C3 クラスを担当しています。
翻訳や通訳を含めて英語を使う仕事を
およそ 30 年、企業研修や翻訳教育を
含めて教育には 15 年以上たずさわっ
てきました。ニュース英語を活用する
リスニングに重点を置いた英語教育が、
今の日本に最も必要な言語教育だと確
信してこの教室を始めて 6 年目になり
ます。みなさんが世界の人々と充実し
たコミュニケーションがとれるように、
どんな教育が必要なのか、今も日々考
えています。
社会人で一人暮らしをしている長女
から中学生の三女ま
で、3 人の娘の母親
です。

話題となっています。
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学習の
ヒント

しっかり発声練習を

lis t e

復習は、「聞く」「音読する」が基本です。聞いたときにネイティブ

n

スピーカーの話す速度で意味をイメージできないときは、スクリプト
を見て自分でも発声しながら意味をイメージする練習をしてください。

プロダクション」や「シャドーイング」にもチャレンジしましょう。

re
and

音と意味をリンクさせるために、音をしっかり活用してください。それができれば、
「リ

ad

発声練習がリスニング力にも効果をもたらします。

alou
d

お知らせ

TOEIC®
IPテスト＊
秋日程

恒例の TOEIC® IP テストが、今年は 11 月 30 日に行われます。
IP テスト実施前に演習も行います。詳細は 10 月中旬にメールで案内します。

■ TOEIC® IP テスト直前演習 ー Reading Section 対策
2014 年 11 月 16 日（日）午前 9 時 30 分〜 12 時

■ TOEIC® IP テスト

2014 年 11 月 30 日（日）午前 9 時 30 分〜 12 時

＊ TOEIC® IP とは、
（一財）国際ビジネスコミュニケーション協会が運営す
る TOEIC® の Institutional Program（団体特別受験制度）で、公開試験会場
に行かなくても EIGC のいつもの教室で TOEIC® テストを受験できます。
EIGC では受験を義務付けていませんが、自分の客観的な英語力を知るため、
また学習モチベーションを高めるために、定期的に受けることをお奨めしま
す。学習にうまく活用しましょう。

英語の学習で
得られる
人生の変化
服部

優子

みなさんは、将来のため、仕事のため、研究のため、海外で働
くため、旅行や移住のため、あるいは英語学習そのものを楽しん
だり教養のためなど、さまざまな目的で英語を学んでおられると
思います。英語力を養い、英語でコミュニケーションがとれるよ
うになることは、今、挙げたどの目的にも役立つことは確かです。
しかし英語の学習を、これらの目標の達成だけで終わらせるの
は、たいへんもったいないことです。頭を少し柔軟にしておくこ
とで、
英語の習得を通じて人生に変化をもたらすことができます。
私がこれまでの人生を振り返って実感するのは、英語という言
語を通じて自分の価値観や人生観が大きく変化したことです。私
たちは子供から学生、社会人へと成長する中で、家族、学校、社
会と徐々に交流する範囲が広がっていきます。しかし、同じ日本
文化の中で生活する人が形成する社会の中で経験することは、世
界全体からみるときわめて限られたものです。海外の記事や書物
を読んだり、海外の人と話したり、旅行や留学など海外に行くこ
とで、日本社会での経験だけでは知り得なかった異質の文化や考
え方、新しい価値観に触れ、自分自身や日本という国の良い点や
見直すべき点もたくさん見えてきます。異なるものを知ること
は、自分をより深く理解することにつながるのです。
そういった経験は、当然ながらその後の人生に大きな影響を与
えます。日本は特殊な言語と独特の文化を持つ国なので、英語と
いう言語の力を持つことで視界が広がるのです。
英語を使えるようになることは、そこから得られる直接的な利
益だけでなく、長きにわたって自分の考え方や生き方に影響を与
えてくれます。

One language gives you a corridor for life.
With English, you can open every door along the way.

自主学習サークルの活動に
教室を無償で貸し出します！
EIGC は自主学習を奨励して
います。自主学習サークルを
始めたい場合は、各教室の
空き時間を無償で利用でき
ます。教材・設備サポートな
ども行いますので服部まで
気軽に相談してください。
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