
語学シリーズ     
 

この度、秋期講座が終了しましたので、その内容を紹介します 。 

 

秋期講座 (9 月～11 月) 

     異文化理解ための英文講読     全１０回 

旅行英語              全１０回 

初めてのイタリア語       全１０回 

初めてのスペイン語      全１０回 

 

異文化理解のための英文講読 
講師は米国人キャロリン・小原 (Carolyn Obara) さん、医療・女性と仕事・食糧問題・同性

婚・喫煙・宇宙旅行など幅広い話題について、テキストを講読しながら議論するもので、受講生も

主体的に参加する形式を取っています。 

講師のアドバイス： 

You can use English to make new friends while you practice speaking and 

listening to the language. You can also ask questions about things that are hard  

to understand.  

That's why I urge both new and former students to come join us in the next class! 

(日本語訳) 

英語の話し方や聞き方を練習する一方で、新しい友人を得るためにも英語は役に立ちます。 

また、理解することが難しいことについても質問することが出来ます。 

だから、呼びかけます！ 新旧受講生の皆さん、次のクラスに参加しませんか。 

 
旅行英語 
海外旅行において、マナーなど慣習の違いから戸惑うケースも頻発しています。病気の対処の仕

方など、旅行前に習熟するべき課題もたくさんあります。講師はポール・マッカン(Paul Mc Cann) 

さん、そのユーモアに富む授業は、いつも笑いが絶えません。 

講師のアドバイス： 

Hello everybody.  

If you want to improve your English, remember you learn to speak by 

speaking. You learn new words by reading.  

A good way is to go to www.ezpzenglish.wordpress.com.  

You will find good information there.  

Remember, practice a little four or five times a week. Even five minutes is useful. Have fun! 

(日本語訳) 

皆さん、こんにちは！ 

あなたの英語をさらに磨くためには、相手に話しかけることで話し方を学ぶことができることを、覚え

ておきましょう。さらに、英文の講読して新語を学びましょう。 

好ましい方法は次の URL にアクセスすることです。www.ezpzenglish.wordpress.com ここでは、

いい情報が見つかるでしょう。 

１週間に、ほんの数時間または５回の練習を心がけましょう。  

５分間でもいいのです。 楽しみましょう。 

http://www.ezpzenglish.wordpress.com/


初めてのイタリア語 
講師のスッチ・マッシモ(Succi Massimo)さんは、2009 年以来教えています。国際交流フェ

スティバルで奥さまとイタリアの文化を紹介し交流する姿はおなじみです。毎回プリントを準備し

て教授するなど、その人柄は受講生の人気の的です。 

講師のアドバイス： 

Buongiorno a tutti gli Amanti della lingua italiana e dell'Italia! Vuoimigliorare il tuo 

italiano?  Guarda film italiani, ascolta musica italiana, incontra italiani che abitano  

nel tuo quartiere e naturalmente vieni ai corsi di lingua e cultura italiana che Hachioji 

International Association orgamizza! Puoi visitare questo sito della tele -visione italiana 

e guardare spettacoli e notizie in italiano  http://www.rai.tv/ ? world. Arrivederci!!! 

(日本語訳) 

イタリア語愛好者の皆さん： 

イタリア語上達のこつは、イタリアの映画、音楽を楽しんだり、出来る限り近所に住んでいるイタリア人

と会うことです。さらに協会の講座に参加することです。イタリアのテレビのウエブサイトを紹介します。 

http://www.rai.tv/  

 

初めてのスペイン語 
スペイン語は、中南米やメキシコに近い米国南部の各州でも普及しており、まさに世界言語とい

えます。講師の小倉アナマリアさんは、ペルー出身で、協会設立前からスペイン語を教えていて、

そのソフトな教え方は印象的です。 
 

講師のアドバイス： 

Aprender un idioma toma tiempo indefinido, nunca se termina de estudiar y  

es un buen reto, les muestro algunos refranes al respecto:   

1."Poco a poco, se llega lejos"; 

  2."No hay mejor andar que no parar";  

3."Echando a perder se aprende"; 

  4"La practica hace al maestro";  

5."Quien va despacio anda bien, quien anda bien, anda mucho" 

…Les deseo un ¡¡¡FELIZ AÑO NUEVO!!!   

esperando volvernos a ver y estudiar juntos… 

(日本語訳) 

:語学の習得は、限り無い時間が掛かる。それはよい挑戦である， 

以下のことわざで、お教えします。 

１．一歩一歩で、遠くへ行ける。 

２．立ち止まらず、続けることが一番。 

３。間違って、それで覚える。 

４。鍛錬が師匠を作る。 

５．ゆっくり行く人は、良く歩み;；よく歩む人は、歩み続ける 

良いお年を！ 。。。。 

また、ご一緒にお勉強を出来ることを楽しみにしております。 

 

http://www.rai.tv/
http://www.rai.tv/

