Bellevue 英語の部屋 だより

vol.2 2020.01

問い合わせ：042-350-0926 info@eigonoheya.jp
( Megumi/ 編集 )

・大人＆大学生クラスでは、10 月から「ASEAN4 カ国を知る」で東南アジアの国々について紹介。1 月からは「北欧 4 国とその実力を知る」を開始！
・10 月と 12 月に、弁護士の安川さんが講師となり、学生を中心に第 1 回セミナー「世界の成り立ちと 5 教科を学ぶ意味」を実施しました。
・都築 一、10 月にコロンビア大学ティーチャーズ・カレッジの修士号を遂に取得しました。

STUDENT'S COLUMN #2
TRIP TO HAWAII

ハワイ旅行

I WENT TO HAWAII WITH MY DAUGHTER THE OTHER DAY.
IT WAS THE FIRST TIME FOR US TO TAKE A TRIP ABROAD WITH JUST THE

先日娘とハワイに行ってきまし

TWO OF US.

た。 娘と二人だけで海外旅

"JOY OF SAKE HONOLULU" WAS HELD AT HAWAII CONVENTION CENTER,

行すをるのは初めてでした。

AND OUR PURPOSE THIS TIME WAS TO PARTICIPATE IN IT.
“THE JOY OF SAKE” IS ONE OF THE LARGEST SAKE TASTING EVENTS

今 回 の 目 的 は、 ハ ワ イ ・ コ

OUTSIDE JAPAN, WHERE YOU CAN ENJOY ALL THE SAKE ENTRIES TO “THE

ンベンション ・ センターにて開催されるイベント、 『JOY OF SAKE HONOLULU』 に参加することで

U.S. NATIONAL SAKE APPRAISAL” WHICH IS THE OLDEST SAKE APPRAISAL

した。 JOY OF SAKE は海外で最も歴史ある日本酒の歓評会 『THE U.S. NATIONAL SAKE

CONDUCTED OUTSIDE JAPAN.

APPRAISAL / 全米日本酒歓評会』 の全出品酒が試飲できる、 国外最大級の日本酒の祭典です。

I HAD THE OPPORTUNITY TO TALK WITH LOCAL PEOPLE THERE.

私はそこで地元の人と話す機会がありました。 彼らは当然日本が話せませんし、 私は英語が少ししか話せ

BUT OF COURSE, THEY AREN’T ABLE TO SPEAK JAPANESE. AND I CAN ONLY

ません。 少ない単語で何とかコミュニケーションをとることが出来ましたが、 もっと英語が話せたらなあ、 と

SPEAK LITTLE ENGLISH. I REALLY WISHED I COULD SPEAK ENGLISH MORE.

切実に思いました。 次に海外旅行に行く時のために、 英語を上手に話せるようになりたいと思います。

MAYBE NEXT TIME!

									

				

KIYOMI

（KIYOMI/ 記）

INTRODUCING OUR CLASSMATE #2

When I came here for the first time, I was a shy elementary
school student. At that time, I was not able to imagine that I

【紹介文】
K さんは小 6 の 3 月に教室をスタートし、以後 7 年教室で
学んでいます。中 1 の「まっさら」な状態から英語学習を
開始し、今では話す・読む・書く・聞く全 4 技能とも相当
な腕前です。現在英検準 1 級と決着をつけている所です。
中高一貫校で勉強し、文化系の部活に所属しながら、中学高
校と６年間着実かつ地道に英語の学習を貫いて来ました。
振り返ると、中 2 の終わりに教室のオーストラリア研修に
参加した頃から、少しずつ英語そして世界への目を開いて
行った気がします。高 3 の一年は苦労しながら大学入試を
勝ち取りました。今は経営学を学ぶ現役大学 1 年生です。
昨年８月にはフィリピン研修にも参加し、現地の大学生との
交流も行うなどし、更に世界への目を広げました。教室で最
も早くからスカイプを受講した一人でもあり、３年以上経っ
た今では、素晴らしい会話力を得ています。
元々は凄く内気な少女でしたが、時を経て英語でも積極的に
コミュニケーションを取れる逞しい大学生へと成長されま
した。忙しい大学生活の中をやりくりし、更なる英語力強化
に邁進中です。(Hajime/ 記 )

can speak in English. I didn’t even like to talk in Japanese, but I
studied step by step with the vague wish “I want to be good at
English”.
Since I was a junior high school student, I have tried Eiken every
year and studied advanced grammar in this school, so I always
enjoyed the class here. In addition, the lessons here included not
only grammar but also practical one with various materials, and
some of them were hard for me.
What was especially hard among them, which I still continue now, is English conversation with native
speaker on Skype. Before the lesson started, I thought that it’s absolutely impossible for such a shy
person like me. However, the more I did it, the better I was able to talk and enjoy.
Now I've become a university student, and it is my pleasure and pride that I can talk freely in English
about my hobbies, everyday events, or my thought on the situation of Japan and world in Skype lesson
every week. What I did is just continue to study English, but it taught me that a little shy girl could
talk with all people in the world someday.

by K

初めてこの教室に来た時、私は人見知りの小学生でした。当時は日本語すら話すのが好きではなかったのに英語を
話す自分など想像もできませんでしたが、「英語が得意になりたい」という漠然とした思いで少しずつ英語を勉強して
きました。
中学生のころから毎年英検の受験に挑戦し、教室での授業は学校よりも少し先の文法に取り組んでいたので、いつも
英語の授業は楽しかったです。また、この教室でのレッスンは文法だけではなく様々な教材を使った実践的なものも
あり、私には難しいと感じたこともありました。

Name: K
Status:
Freshman in university
Years studied here: 7 years
Qualifications:
Eiken 2nd Grade (*now striving
for pre 1st)

その中でも特に自分にとってきつかった事、そして現在も続けているのがスカイプでの外国人講師との英会話です。
始める前は、私のような人見知りには絶対に無理だと思いました。しかし何度もやるうちに段々と話せるようになり、
楽しくなって行きました。
大学生になった現在では、毎週のスカイプレッスンで自分の趣味の話や日常の出来事、日本や世界の状況に対する自
分の考えなどを自由に話せることが楽しみであり、また自信になっています。私としてはただ英語学習を粘り強く継
続してきただけですが、歩み続ければ「内気な一小学生もいつの日か世界中の人と話しが出来る大人になれる」とい
う事を学びました。(K/ 記 )

