Language Center
日本人対象の英会話教室
2021 Spring English Courses
コロナウイルスの終息が見えない状況下、2021 Spring English Courses はオンラインで行うことに決定いたしました。
このオンラインクラスは「Zoom」というアプリを使って施行されます。事前にスマホ、ダブレット、パソコンのいずれかに
アプリのダウンロードをお願い致します。
ジャパン・ソサエティー・トヨタ語学センターでは、日本人向けの英会話教室、「2021 Sprig English Courses｣を開講
いたします。ジャパン・ソサエティーでしか受けられない授業です。ぜひ一度ご体験ください。
初級、中/上級の 2 つのレベルをご用意しております。いずれのレベルも日本語に精通する Ben Milam 先生が担
当致します。次のページの各レベルの授業内容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。ご自
分のレベルが分からない方は、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
ひご活用下さい。
◇ 初級クラス (Beginner)：
火曜・木曜、1 月 26 日―3 月 30 日
時間：午後 2 時 10 分 ～4 時
◇ 中・上級クラス (Intermediate/Advanced)：
火曜・金曜、1 月 26 日―3 月 30 日
時間：午前 10 時 ～11 時 50 分
ジャパン・ソサエティー会員＄400（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）、一般＄440。
早期登録割引: 1 月 7 日までにご登録されると、＄10 OFF となります。
お申し込みは下記のウェブサイトで受け付けております。
https://jscommunity.japansociety.org/
お電話でのお申し込み（212-715-1269）も可能ですが、現在職員がリモートワーク中であるため、電話対応が難しい
場合がございます。予めご了承ください。
何かご不明の点がございましたら、language@japansociety.org, 212-715-1269 までお問い合わせ下さい。
なお、授業料は一度納められましたら、開講日の前日（1 月 25 日月曜日）、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。キャンセルの場合は、お電話で（212-715-1269）ご
連絡下さい。メールでのキャンセルはご遠慮願います。

日本人対象の英会話教室
日本人のための英会話教室では、文法はもちろん、新しい表現、語彙の学習、リスニング、会話の練習と様々なアプ
ローチで英語の上達を狙います。文法の説明はとても丁寧で、先生が日本語に精通しているため、疑問点も的確に
教えて頂けます。新しい表現、語彙は先生オリジナルの教材を使用します。リスニングの練習は、コメディーやインタ
ビューなど楽しく実践的な題材を用います。会話の練習では、より自然な言い回し、正しい言い回しのフィードバック
を頂けます。日本語と英語双方に精通している先生ならではの授業内容となっております。何より先生がエネルギッ
シュなので、ジャパン・ソサエティーでしか受けられない充実した内容の授業を楽しめます。ぜひ一度ご体験くださ
い。
初級クラス（Beginner）講師：ベン・マイラム先生
初級クラスでは、初心者レベルでも簡単に分かる英文法に注意しながら「本格的な意味」を意識し、会話の流れやコ
ミュニケーションの方法を学びます。日常会話によく出てくる略式表現やネイティブの発音も、分析して理解した上で
ネイティブに通じるように練習していきます。皆さんが英語に慣れ親しめるように、文法、語彙、会話のポイントを日本
語と英語の両視点を通して修得します。
教科書: Fundamentals of English Grammar by Betty Azar
中／上級クラス（Intermediate/Advanced）講師：ベン・マイラム先生
中／上級クラスでは、英語における 12 の時制を使いながら、同じ意味を持ち、似た表現の「意味合い」を意識して、
少ない単語でも誤解されないで英会話ができることを目標にしています。ネイティブ同士の会話によく出る上級文法
を学び、それを日常会話に応用することに重点を置き、新聞、テレビ番組、広告など、より生活に沿った教材を用い
ながら学びます。また、日常会話によく出てくる略式表現やネイティブの発音も分析して理解した上でネイティブに通
じるように練習していきます。皆さんが英語に慣れ親しめるように、文法、語彙、会話のポイントを日本語と英語の両
視点を通して修得します。
教科書: Understanding and Using English Grammar by Betty Azar
講師の紹介
Ben Milam (ベン・マイラム)：コロンビア大学教育学部で応用言語学の修士号を取得中のベン・マイラム先生は政府、
教育、エンターテインメントの３業界に精通する経歴の持ち主で、和英翻訳と日英通訳のプロです。かつて国際連合
アドバイザーを務めたこともあります。アスク出版社の「Nihongo Fun & Easy」や外務省出版の漫画「めぐみ」など、
様々な教科書や漫画の翻訳にも関わっています。エンターテイメント業界でのハイライトは、所ジョージの「笑ってコラ
えて！」でテイラー・スウィフトにインタビューしたこと、また、日本のセレブ相手の英語個人教師など、多々の経験をも
った異色英語教師として現在活躍中です。

2021 Spring English Course Descriptions
BEGINNER (初級クラス)
Tuesdays & Thursdays, January 26 – March 30
2:10 – 4:00 pm
Instructor: Milam
In the Beginner class, the goal is for students to get used to using English in their everyday life.

INTERMEDIATE/ADVANCED (中・上級クラス)
Tuesdays & Fridays, January 26 – March 30
10:00 am– 11:50 am
Instructor: Milam
In the Intermediate/Advanced class, students will continue to study everyday English in order to speak more smoothly.
They will also use TV shows and newspapers to reinforce what they learn
About the Instructor

Ben Milam, an MA candidate in TESOL & Applied Linguistics at Columbia University, is a seasoned Japanese-English
translator and interpreter with a multi-faceted professional background in government, education, and entertainment. A
former United Nations advisor, Ben has translated a variety of Japanese textbooks and manga, including Ask
Publishing’s Nihongo Fun & Easy and Megumi, a manga released by Japan’s Ministry of Foreign Affairs. Highlights from
the entertainment sector include interviewing Taylor Swift for George Tokoro’s Waratte Koraete!, teaching ESL to a secret
handful of Japanese celebrities, and winning the Gilda Radner Award for Standup Comedy.

TUITION:

MEMBERS: $400

NONMEMBERS: $440

Early Registration Discount: Register by Jan. 7th and receive $10 off your tuition!
(Early Registration Discount: Members $390, Nonmembers $430)
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 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.

