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2021 SUMMER
基本的な英語 ワークショップ
BASIC ENGLISH WORKSHOP
５月４日（火曜日）、午後２：００－４：００時
コロナウイルスの終息が見えない状況下、このワークショップ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。

「肉は食べません」の英語は？？
This is a cat だと猫なのに、This is Cat は人間！？
The sun is bright か A sun is bright だけで、地球か

異星の話だと分かるんですって？？
他の外国語と比べて、英語の学習が特に難しいと思う
時がありますか？ それは無理のないことです。ほとんど
あらゆる面で日本語とは異なる英語ですが、英語を第二言語として挑戦している方のために、ジャパン・ソサ
エティーでは英語と日本語の基本的な違いをわかりやすく学べる「英語の基礎」ワークショップを開講します。
メインなトピックスの中には、基本的構文（主語と動詞の重要さ）、数えられる名詞と数えられない名詞の違い、
ややこしい冠詞の a と the の使い分けなども含まれています。
注意：「英語の基礎」ワークショップは、主に初級の方を対象にしておりますが、中級や上級の方も大歓迎です。
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 NY 中心に活躍中です。
会員＄30（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＄37。
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。

なお、授業料は一度納められましたら、開講日の前日（5 月 3 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、5 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（212715-1269）ご連絡下さい。メールでのキャンセルはご遠慮願います。
クラスにお申し込みされた方は、Welcome Letter をメール (language_inquiries@japansociety.org) にて５月３日 (月曜)
の午後に受け取ります。
Welcome Letter を受け取った後で、担当講師より Zoom のリンクがメールされます。 遅くとも、クラス初日の午前 10 時 30
分までにメールが届きます。
クラスの録音・録画は行っておりません。録音・録画は禁止されております。

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。

BASIC ENGLISH WORKSHOP DESCRIPTION (ENGLISH)
Learning English can be difficult, and not just because it's a foreign language! Because English and Japanese are so
different in almost every way, the Japan Society offers a “Basic English Workshop” that covers the fundamental
differences between Japanese and English. Primary topics include sentence structure, count and noncount nouns, and
those pesky articles, a and the.
NOTE: This workshop is recommended for beginner-level students, although intermediate and advanced students are
also welcome to join.

--------------REGISTRATION INFORMATION-------------Tuition:

$30 Japan Society members / Japan Society Corporate Members

$37 nonmembers

Registration may be completed online (recommended) or by phone at (212) 715-1269. At the moment, we are
only taking payment in the form of credit or debit cards (no checks or cash).
Workshop size is limited, and students must be age 16 or older. Acceptance will be acknowledged by email.
Tuition is non-refundable and non-transferable (including for credit) for any reason after 12 pm noon, the
business day before your workshop starts. All refunds are subject to a $5 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 are not accepted. Japan Society reserves the right to cancel any course or workshop
if sufficient enrollment is not obtained. In such a case, students already enrolled will receive full refunds.
Registrants will receive a Welcome Letter by email from language_inquiries@japansociety.org on the
afternoon of Monday, May 3.
Students will receive an email from their instructor with the Zoom link after this time, and by 10:30 am ET the day
of their first class at latest.
We do not record these classes, and recording of these classes is prohibited.
Questions? Please email us at language@japansociety.org, or call at (212) 715-1269. Please note that
while we are working remotely, we may not always be reachable by phone.

