2015年9月発行

今月のTALKアカデミー
ネイティブ講師と学べる
Yangcoセンター

日本は夏休みが終わって新学期が始まる季節、秋ですね。
バギオも実は、日本の秋のような気候です。バギオは通年、
比較的安定している気候で、とても過ごしやすいです。
「暑くて勉強に集中できない」、「冷房が効きすぎて体に悪
い」なんてことにはならないでしょう。
さて、TALKアカデミーから皆さんにお知らせがあります。今
年10月4日からTALKアカデミーは大きく生まれ変わります。
Yangcoセンターにて、新しいESLコースがスタートし、ネイ
ティブ講師の発音矯正授業が必修になりました。加えて、
「EOP Challenge」 、 「TOP Class」 、「Special
Program」など、みなさんのニーズにお応えすべく、新しい
試みが始まります。一方、ENEセンターでは、TOEFLコー
スに代わり、IELTSコースが受講できるようになりました。

TOEIC点数アップには
ENEセンター

（※変更の詳細は次項をご覧下さい。）

今後とも、「TOEIC、IELTS対策のENEセンター」、「ネイ
ティブ講師と学ぶYangcoセンター」を宜しくお願いします。
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Yangcoセンターの新しいコース
Yangcoセンターに新しく導入される「ESL 421」、「ESL 521」、「ESL 611」コース。
コース名の数字は授業数になっています。
ESL 421

1:1 4時間、1:4 2時間、1:6 ネイティブ 1時間

ESL 521

1:1 5時間、1:4 2時間、1:6 ネイティブ 1時間

ESL 611

1:1 6時間、1:4 1時間、1:6 ネイティブ 1時間

これらの授業数の違うコースから、自分の学習ペースに合ったコースを選ぶことができます。
また、夕食後の単語テストとナイトクラスは
希望者のみの選択となりました。

ナイトクラス教科

Survival English、Job Interview、CNN、
Speech Communication、Self-Study

Yangcoセンターのネイティブ講師の授業
YangcoセンターのESLコースは上記のように、ネイ
ティブ講師によるグループクラスが必修になります。
フィリピンの語学学校で、欧米留学のようにネイティ
ブ講師の発音矯正授業が履修できます。
※画像はイメージです

Yangcoセンターの新しい試み
EOP(English Only Policy) Challenge
チャレンジを希望する生徒は、EOPに4週間違反することがなかった場合、チャレンジ
後の4週間、 1:4の授業の1つを1:1に無料でアップグレードできます。
※チャレンジ申請料500ペソ、EOP違反で失敗

TOP(Top Of Presentation)
生徒6名（希望者）でチームを作り、４週間に１回、プレゼンテーション大会を行
ないます。与えられたテーマに沿ったプレゼンテーションをチームで協力して作り、発表
して競います。優勝・準優勝チームには豪華賞品もご用意します。
※詳しい情報は学校の掲示板でご覧下さい。

8月のBEST Teacher（TALK ENEセンター）
TALKアカデミーでは毎月、「BEST TEACHER」を選出して
います。こちらは、8月に選ばれた、Shaila先生のコメントで
す。生徒ひとりひとりに柔軟に対応・指導できる、Shaila先
生の模範的なプロ意識が垣間見えます。授業が始まる前の
準備をしっかりすることで、生徒からの支持を得ています。以
下は英語の抜粋になりますが、一読の価値ありです！！
Teaching English is not merely a piece of cake
as other people might see it. It is more than just
having a conversation to foreign students using
the language. A teacher needs to overcome a
number of inevitable challenges.
In my experience, the diversity of students is
one of the challenges a teacher needs to deal
with. Since I started teaching, I have met people
from different countries. This means our culture
differs from one another. It is also expected that
personalities vary. As a teacher, I am the one
expected to be the first to adapt then help them
adjust a well.
Aside from nationality, students have different
levels when it comes to learning English.
Moreover, they also have diverse learning styles
that teachers need to adapt to. Doing this entails
additional preparations to do. This signifies
reducing the allotted time for our own selves, in
other words, sacrifice. It is also a big challenge
for us when students hold us responsible for
their improvement.
While we strive to win over these difficulties,
we are actually helping ourselves develop as a

a person and as a teacher. As we find ways to adapt to our
students’ various styles of learning, we become more
creative and we earn experiences which can be utilized
next time. In addition, we have the chance to become a
model. Our students expects us to be examples of what we
teach them which in turn makes it necessary for us to act
what we say. This then leads to personal development.
Teaching is where we earn invaluable life lessons as we
go through the challenges we meet. We receive priceless
things such as our students’ appreciation of our efforts. It is
rewarding when their improvements become evident and
they come to us expressing their gratitude. How inspiring
and motivating it is to strive
for better performance When
we are given recognitions as
well. Receiving this recognition
does not make me any popular
but it serves as an
encouragement at times
when the word ‘giving up’
tempts me. It boosts my
confidence and pushes me
to meet higher expectations.

マニラ空港からのピックアップと公式OTEIC日程に関して
団体ピックアップ
費用：＄50

日程：下記日程 22:00～26:00

10月

4日、18日

1月

10日、24日

11月

1日、15日、29日

2月

7日、21日

12月

13日、27日

3月

6日、20日

個人ピックアップ
費用：＄200

日程：いつでも可能

TOEIC公式試験
費用：2000ペソ

（+200ペソの送料）

日程：下記日程（午前中）
2015年 11月7日、12月5日

場所：HELP Martins
（タクシーで15分程度）

*お問い合わせ
E-mail : info@baguio-talk.com HP：http://baguio-talk.com

