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News Letter

先月より、
Card（お友達紹介カード）を作成し、お配りしています。一人紹
介していただきますと、一ヶ月の月謝代（グループ料金）がプレゼントされます。ま
た、紹介されて入学した方には、入学金を半額とさせていただきます。
特に、小学生のクラスは、 月 日を持って、通常入学が締め切りとなりますので、
（これは、現在の生徒さんの学力アップを第一に考え、新しく入学される方によっ
て、クラス全体が足踏み状態にならないためにです。） InvitationCard
ぜひ、このカードを英語に興味のある、お友達・お知り合い 紹介した人の名前
に渡していただき、活用していただきたく思います。
入学する人の名前
ご協力、よろしくお願いいたします！
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マイ英会話
マイ英会話

=============================

==============================

東根校（本校） Nadiaと
とSamに
にインタビュー
先日、 月 日に、仙台市でＥＴＪ（
の集まりがあり、そこで、「Ｆｉｎｄｉｎｇ ｕｔ」の著者である、
東根市中央
氏の講演会がありました。 と は数年前に
丁目 － 同じ講演会に参加し、そこで有意義な学びをしてきました。今
セレッサ東根 回は、 と が出席してきました。それでは、彼らがどん
なことを学んできたのか早速聞いてみましょう。
●山形成沢校 Ｑ What was your
●

Tel (0237)43-6944

Review(
Review(復習）
復習）のチェックをお
チェックをお願
をお願いします。
いします。

マイ英会話に通う小学生のみんなに、ＭＹフォルダーを配布しました。主
に復習で使うプリントを閉じるためのものです。また、フォルダーの内表紙
にＲｅｖｉｅｗ Ｓｈｅｅｔ（復習シート）が貼られてあります。その、Ｐａｒｅｎｔｓの欄
に、子どもさんが復習をし終えたら、チェックをよろしくお願いします。
自宅での復習の時間はとても大切で欠かせないものです。ぜひ、子ども
さんを励ましていただいて、終わったらたくさん褒めてあげて自信を付け
させてあげてください。
※マイ英会話では、「宿題」のことを「復習」とよんでいます。

Fax(0237)53-8102

クラスに
クラスにビデオカメラ設置
ビデオカメラ設置？？？
設置？？？

Tel (023)632-8416

レッスン中、クラスにビデオカメラが置いてあることがあります。これは、
MＹ英会話のスタッフがミーティング研修を行うときに活用するものであり
外部に出るということは、決してございません。
私たち講師陣が、より質の高いレッスンを行うことを目標とし、スタッフミー
ティングのときにそれぞれのレッスンを見ながら、改善すべき点、または
参考となる点を話し合います。このような研修を通して、より充実したレッ
スンをみなさまに提供できるよう、励みたいと思います。
よって、受講生のみなさまは、もしビデオカメラに
お気づきになったとしても、いつも通りにレッスン
を受けてくださればと思います。
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Tel(023)666-3043

impression of the
“Teaching English to
Children“workshop?
“Teaching English to
Children“のワークショ

ップに参加してみての
印象はどうでしたか？

山形市桜田東
２－１４－３ （３ページにつづく）

Movie Night! (For our adult students!)
We will be running a movie night this summer for our adult students.
Watch a movie in English, with English subtitles, while enjoying
freshly popped popcorn and lots of fun! We need to know what
movie to show, though. Please tell us what you would like to
see on the attached ballot (adult students only) and we’ll have a
vote in the next newsletter.
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Finding Outの
の CD-ROMは
は、もうお使
もうお使いですか？
いですか？
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Nadiaと
NadiaとSamに
Samにインタビュー

Ｓａｍ The workshop was excellent, it
changed the way I teach for the better.
:

小学生のクラスで、「Ｆｉｎｄｉｎｇ Ｏｕｔ」を使って学習している、全てのご家庭に、
をプレゼントいたしました。早速もう、使っていただいているでしょうか？
初日に開封して遊んでくれているお友達、まだ本棚に置いてあって、使っていな
いお友達、さまざまだと思います。
この
は、単なるゲームではなく、しっかりとした副教材でありま
す。レッスンで習ったＰｈｏｎｉｃｓをこの ー で遊ぶことによって、自
然に身に付けることができます。しかも、楽しみながら、復習することが
できるのです。未だ、トライしていないお友達、ぜひ、今日からやってみ
てください！！
CD-ROM

CD-ROM

CD

ROM

ワークショップはすばらしかったです。私のい
ままでの教え方をよりよい方向へと変えてくれ
ました。

Ｎａｄｉａ Very informative and helpful. I
learned some class management techniques
and how to attract the children’s interest.
:

とても有益で役に立ちました。クラスを円滑に
進めるためのテクニックと子ども達の興味をど
のようにひきつけるかということを学んできま
した。

Ｑ What did you learn that was most helpful to
you?
:

もう使
もう使っている、
っている、お友達の
友達の声

フレッドと一緒にいろいろな所を冒険するの
が楽しかったです。アニメーションにもとても
こっていて、気に入りました。やっていると、
だんだん発音も上手になっていくのが自分
でもよくわかります。これからも英語の島の
大冒険を使って勉強していきたいです。

勉強のゲームにしては、すごくおもしろい
と思った。ロールプレイングゲームはぼく
は大好きなので長く続けられそうです。た
だ、一つわからないことろがあったけど、
次第にわかるようになると思うので、
大丈夫だと思います。

CD-ROMを使って英語がどんどん上達し

ました。数もおぼえたし、自分の服の英語
がよめたりするようにもなりました。おもし
ろくおぼえて、これからもどんどん、
ＣＤ－Ｒｏｍを使っておぼえたいです。

Hiroki

子供にとって、楽しく勉強できるというのはとても
大切なこと。この教材を使い始めてから、学習意
欲と取り組んでいるときの子供の表情がずいぶん
変わりました。これからもとても楽しみです。
（千葉さんより）

どんなことが最もためになりましたか？

Ｓａｍ The learning process and how children
learn. How to stimulate curiosity and make
children want to learn.
:

:

子ども中心のレッスンを作って
います。例えば、子ども達に自
ら気づかせ、発見させるなどで
す。特に心していることは、単語
を教えるのではなく、質問の仕
方を教えて、子ども達が聞いてきたらその単
語を教えてあげるということをしています。ま
たゲームもいちいち説明はしないことにしま
した。

Ｎａｄｉａ No pre-teaching.
:

新しいことを、教師が教えてしまうのではなく
子ども達に質問させ、または発見させるよう
にしています。

Ｑ How will it affect your teaching from here
on?

いくかということです。子ども達
の好奇心を刺激し、子ども達に
自ら学びたいという意欲を引き
出させることが大切であり、そのやり方を教わ
ったことです。

Ｓａｍ I will try to keep my classes child
centered; i.e. the children are emotionally
involved and making decisions.

:

discover things on their own with only a little
guidance from the teacher. That way they are
more likely to retain and use what they have
learnt.

子ども達に自ら発見させ、先生はそのちょっと
した手助けをするのみ。そうすることによって
子ども達は学習したことをより深く自分のもの
とし、またそれを使おうを努力する。

Nanaho

Ｓａｍ In general, the child centered approach; i.e. Allowing children to discover for
themselves. Specifically, not teaching vocabulary but teaching questions and not
explaining games.

学習プロセスと子どもたちがど
のように学んで

Ｎａｄｉａ That children should be allowed to

Rikiya
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Ｑ What have you brought back and used in
the classroom?
:

自分のクラスに早速実践していることはありま
すか？

:

今後、どのような教え方をしていこうと思いま
すか？
:

子ども中心の学習をこれからも
目指して生きたいと思います。
子ども達が感情的にもレッスン
に加わり、彼らが判断できる場
を与えていくこと。

Ｎａｄｉａ I will make the games or activities
the tool by which the new concept is taught
and not how it is practiced.
:

単に練習をさせるのではなく、たくさんのゲー
ムやアクティビティを用いて楽しみながら、し
かも効果的に子ども達に学んでいってもらえ
る努力をしていきたいです。

