Soar to the World!

YIS 通信

■ 今、自宅でできる外国語学習法！(その②)
YIS では、英語に加えて６つの第２外国語（ドイツ語、
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〇白石恵子先生（スペイン語）
【１年次】
〇¡Hola!スペイン語を初めて勉強する皆さんは、まずは

フランス語、スペイン語、中国語、ハングル、アラビア

スペイン語をたくさん聞いて、発音することが大切です。

語）から一言語を履修することが可能です。４月 24 日号

Google Classroom に、毎週一回、教科書の音声やビデオ

に引き続き３言語の語学学習法を各担当の先生方が紹介

を聞いて学ぶ課題を出します。また、「NHK テレビ講座・

します。毎週提示されている学習課題に加えて、是非、

旅するスペイン語」を週一回視聴するのをお勧めします。

大きな声で外国語を発音してみましょう！

今後は、動画やアプリ等の紹介をしますので、ぜひ積極

〇増島香代先生（英語）

的に色々聞いて、たくさん声に出してくださいね！

No school, no classes…You may be worried about

【２、３年次】

how you can improve your English alone. However,

〇¡Hola a todos! Aprender un idioma es un proceso

learning English doesn’t necessarily mean sitting over a

parecido a aprender a tocar un instrumento de música.

textbook in a classroom. Now is the time for you to be

Si no estudias tres días seguidos, cuesta el doble de

an independent learner! Just check out these ways to

tiempo para recuperarlo. Es muy importante estudiarlo,

study English at home.

aunque el tiempo cada vez sea muy corto.

1. Watch a Movie in English
Watching films is a fun way to improve your English.

Os recomiendo mucho que escuchéis el programa de radio
de NHK, “Todos los días español(Mainichi supeingo)”.

Textbooks are great for learning vocabulary or

Hay dos niveles: tres lecciones semanales donde

grammar, but nothing is better than listening to real

podéis estudiar el nivel elemental, y dos veces el

native English.

nivel intermedio. En este momento el libro de texto

2. Keep a Diary or Blog in English
Writing can be a very creative and relaxing activity.
Keeping a diary or blog in English is the best way to
get regular writing practice.
3. Review Grammar and Vocabulary

para mayo ya está en venta.

〇豊田ラマ先生（アラビア語）
【１年次】
Google Classroom を通して、アラビア語を文字から学
び、ネイティブスピーカーの先生と一緒に発音の練習を

You still have your textbooks from the last year?

します。動画も使用するので、何回も見ることができ、

Now is the time to review everything you learned!

耳も次第に慣れていきます。勉強しながらイスラム文化

If you want more to study, you can visit a website

の理解も深まるでしょう。皆で頑張りましょう！

that gives you grammar lessons or even quizzes!

【２、３年次】

4. READ, READ, READ!!
Reading is a very good habit that you need to
enrich your life. Good books can inform you,
enlighten you and lead you in the right direction.
Knowledge is power, which you can get by reading
good books!!

※オンライン授業の一コマ＠YIS

السالم عليكم
سنتمرن على الدراسة عن بعد إلى أن يأتي اليوم
.الذي نستطيع فيه اللقاء في مدرستنا
لنبذل جهدنا و نستمتع بجمالية اللغة العربية و
. أي زمان و مكان...قواعدها في أي وقت
オンライン授業を通して、YIS で会える日までアラビ
ア語を勉強しましょう。アラビア語の美しさや文法をど
こでもいつでも味わいましょう。皆で頑張りましょう！

