Language Center
2017 年秋期英会話教室
2017 Fall English Courses
Registration opens July 27th.
2017 年 7 月 27 日より登録受付開始

ジャパン・ソサエティー・トヨタ語学センターでは、｢2017 秋期英会話教室、Fall English
Course｣を 9 月 26 日から 10 週間にわたり開講いたします。登録は、オンライン、もしくはお電話に
て早めにお申し込み下さい。クラスは、初級、中／上級の 2 レベルに分かれ、両レベル共、Maureen
Kamata 先生が担当いたします。先生の紹介は裏面を御覧下さい。
裏面にあるコース紹介の説明をお読みの上、ご自分に適したクラスをお選びください。レベル
が不明の方は、第一週目に限り、他のクラスもお試しになれます。先生の助言も得られますので、
ぜひこの方法をご利用ください。また、「Bring a Friend to Class」制度をご利用になり、一学期中に
一回、ご友人をクラスに招待することができます。ご友人が登録される場合は、ご本人が次回の授
業料の割引を受けることが可能です。
◇

◇

初級クラス (Beginner)：
火曜・木曜、9 月 26 日 ―
時間：午後 2 時～4 時

12 月 5 日

中・上級クラス (Intermediate/Advanced)：
火曜・木曜、9 月 26 日 ― 12 月 5 日
時間：午前 10 時～午後 12 時
１．授業料（38 時間）：ジャパン・ソサエティー会員＄400、 一般＄440
２．法人会員の団体に所属する方は、会員として受け付けます。
３．クレジットカードを利用して、オンライン上での登録、及び支払いが可能です。
www.japansociety.org のホームページにある Language Center から、指示に従って情報を入力
してください。 電話でクレジット・カードの支払いをご希望の方は、直接ご連絡ください。
小切手利用ご希望の方は、宛先を JAPAN SOCIETY, Attn: Toyota Language Center として、郵
送してください。
４．お申し込みに関してのご質問は、（212）715-1256 または（212）715-1269 までご連絡
下さい。
５．授業料は一度納められましたら、9 月 25 日（水曜日）の午後 12 時以降、返金いたしません。
それ以前の返金に関しては、20 ドルのサービス料金が課されます。聴講は受け付けており
ません。キャンセルの場合は、お電話か、もしくは直接オフィスにいらして手続きをとっ
てください。メールでのキャンセルはご遠慮願います。

2017 年秋期英会話教室
2017 年 7 月 27 日より登録受付開始

初級クラス（Beginner）
【火曜日、木曜日】
9 月 26 日〜12 月 5 日
午後 2：00〜4：00（計 38 時間）
講師：モーリーン・カマタ先生
このクラスは、英会話を学ぶ日本人の初級者用にデザインされています。目標は、買い物やレスト
ランでの注文、パーティーでの簡単な会話や近所の方たちとの世間話など、日常生活に必要な言語
スキルを、基本的な読み書きと会話を通して身に付けて頂くことです。また、授業の中では、皆様
のリスニング力を向上させるべく、アメリカ英語の発音に重点をおいて授業を進めてゆくと同時に、
身近に起こる最新ニュースやアメリカの歴史、文化などを学びながら、会話を通して英語力のレベ
ルアップを目指します。また、フィールドトリップの一環として、先生と共に近くのスーパーマー
ケットあるいはドラッグストアに行き、学んだことをニューヨーク生活に役立たせます。
中／上級クラス（Intermediate/Advanced）
【火曜日、木曜日】
9 月 26 日〜12 月 5 日
午前 10：00〜午後 12：00（計 38 時間）
講師：モーリーン・カマタ先生
このクラスは、中／上級者が習得した英語表現がさらにいっそう磨かれ、よりスムーズな会話が運
べるようデザインされています。授業の中では、身近に起こる最新ニュースやアメリカの歴史、文
化などに関する記事を利用して、参加者ご自身が様々な観点から有意義な意見交換をすることによ
り、英語のネイティブスピーカーとスムーズな会話ができる英語力を身に付けることを重点に授業
を進めて行きます。また、フィールドトリップの一環として、先生と共に近くのスーパーマーケッ
トあるいはドラッグストアに行き、学んだことをニューヨーク生活に役立たせます。
講師の紹介
モーリーン・カマタ先生は、ESL 講師として日本で 14 年間教壇に立ち、アメリカにて１０年間日本
人の生徒さん対象に英語のクラスで教鞭をとったベテラン講師です。コネティカット州ノーウォー
ク市出身。ヴァーモント州、セント・マイケル・カレッジにて TESOL（Teachers of English to
Speakers of Other Languages)修士号を取得。2012 年にニューヨーク市に移住する以前は、カリフ
ォルニア州トーランス市にて日本人ビジネスマンのご家族たちに英語およびアメリカのでの習慣や
文化などについて講義を行っておりました。
授業料（38 時間）： ジャパン・ソサエティー会員＄400、 非会員＄440
授業料は一度納められましたら、9 月 25 日（水曜日）の午後 12 時以降、返金いたしません。それ
以前の返金に関しては、20 ドルのサービス料金が課されます。聴講は受け付けておりません。キャ
ンセルの場合は、お電話か、もしくは直接オフィスにいらして手続きをとってください。メールで
のキャンセルはご遠慮願います。

お申し込みに関してのご質問は、（212）715-1256 または（212）715-1269 までご連絡下さい。

2017 Fall English Course Descriptions
BEGINNER (初級クラス)
Tuesdays & Thursdays, September 26– December 5, 2:00 – 4:00 pm (38 hours)
Instructor: Kamata
This class is specifically designed for Japanese natives living in the New York metropolitan area. The aim
of the class is to help them adjust to their new life here. In this class for beginners, students will gain the
language necessary to complete everyday tasks (such as shopping for food and clothing, ordering in
restaurants, small talk at a party or with neighbors, etc.). Emphasis in this class will be on American
English pronunciation which will greatly improve the students' ability to listen and be
understood. Students will also learn about and discuss current events happening in NYC as well as
American history, culture, and politics through a weekly book club.

INTERMEDIATE/ADVANCED (中・上級クラス)
Tuesdays & Thursdays, September 26 – December 5, 10:00 am – 12:00 pm (38 hours)
Instructor: Kamata
In this class, advanced students will refine their spoken English expression skills. Emphasis will be on
current events in New York City as well as American History and Culture. Students will have
opportunities to lead and practice meaningful conversations, discuss literature, and debate points of view,
providing skills for fluent interaction with native speakers.
About the Instructor
Ms. Maureen Kamata is a seasoned ESL teacher with over fourteen years of experience teaching ESL in Japan,
and eight years of experience teaching English in the USA. A native of Norwalk, Connecticut, Maureen earned her
Master’s Degree in TESOL at St. Michael’s College in Vermont. Before moving to New York City in 2012, she
lived in Torrance, California where she taught English and American Customs and Culture to the wives of
expatriated Japanese businessmen.

TUITION:

MEMBERS: $400

NONMEMBERS: $440

“Register with a Friend” Discount:
If you and a friend (who is a first time student) register together for English, you will receive a 10%
tuition discount on your class.

PLEASE NOTE: Tuition is non-refundable and non-transferable (including credit) for any reason after 12
pm noon, the business day before your class starts. All refunds are subject to a $20 service charge, including
those requested by the deadline date. No partial registration or auditing is permitted. Please note that cancellations
are accepted by phone or in person only. Cancellations via e-mail will not be accepted.
By registering for a course, I accept and agree to the above terms of the cancellation policy.

For more information or to register, please call (212) 715-1256 or (212) 715-1269, or email us at
language@japansociety.org.

2017 Fall English Courses Registration Form
------------------------------------------申込書-----------------------------------------クレジットカード、小切手、現金でのお支払いが可能です。クレジットカードをご利用の場合、オンライン上
でご登録、及びお支払いができます。www.japansociety.org のホームページにある Language Center から、指
示に従って情報を入力してください。 お電話でクレジット・カードによる支払いをご希望の方は、（212）
715-1256 または（212）715-1269 まで直接ご連絡ください。小切手をご利用の方は、JAPAN SOCIETY, Attn:
Toyota Language Center, 333 East 47th Street, New York, NY 10017 に、申込書を同封のうえご郵送ください。

2017 年秋期英会話教室
日本語または英語でご記入ください。

氏名： Mr./Mrs./Ms.____________________________________________________________________
住所：______________________________________________________________________________
市、州、郵便番号： _________________________________________________________________
電話番号：自宅 (

) ____________ 携帯(

) ____________ E メール： ________________

ご希望のクラスにチェックをしてください。

 初級（Beginner）:
火曜日、木曜日 9/26 - 12/5,

午後 2：00〜4：00

 中/上級（Intermediate/Advanced）:
火曜日、木曜日 9/26 - 12/5, 午前 10：00〜午後 12：00
ジャパン・ソサエティーの会員ステータスについてご記入ください。

 現在、ジャパン・ソサエティーの会員です。 授業料： ＄400
会員番号または法人会員団体名：_____________________________________________

 ジャパン・ソサエティーの会員になることを希望しません。非会員の授業料を支払います。
授業料：＄440

 同封の小切手の金額は、＄__________ です。（小切手は、JAPAN SOCIETY を受取人としてください。)


VISA

カード番号

MasterCard

American Express で、＄____________ 支払います。
有効期限

請求先郵便番号

授業料は一度納められましたら、9 月 25 日（月曜日）の午後 12 時以降、返金いたしません。それ以前
の返金に関しては、20 ドルのサービス料金が課されます。聴講は受け付けておりません。キャンセル
の場合は、お電話か、もしくは直接オフィスにいらして手続きをとってください。メールでのキャン
セルはご遠慮願います。

英会話教室に申し込むことにより、上記のキャンセル規定に同意します。
ご署名: ____________________________________

