
英語コーチREINAの英語コーチREINAの

こんにちは。英語コーチの Reina です。このコー
ナーでは、日頃生徒さんからよく頂く質問やお悩
みについて私が思うことをお伝えしています。英
語学習やお子様の英語教育には、様々な方法や考
え方があり、答えは決して一つではありません。
これは、私の経験に基づいた「ひとりごと」ですが、
皆様が「これから」を考える上でのヒントの一つ
としてお役に立てれば幸いです。バックナンバー
は、前のFACEまたはHPにてご覧頂けます♪

バンコクで生まれ、小・中学時
代はバンコク日本人学校、高校
はインター校へ行き、オースト
ラリアの大学を卒業。その後、
大手日系機械メーカーの海外営
業として約 5 年間大阪で勤務。
現在は、バンコクで大人・子供
向けに英語クラスを開講中。英
検1級・TOEIC990。

ずっと英語を習っては来たのですが、なかなか上達しません。
私には語学のセンスが無いのでしょうか…？上達法が知りたいです。

　これだけをやれば英語が上達するという方法は、残念ながらありません。それは語
学だからではなく、スポーツでも同じです。例えば、テニスが上手になりたいとして、
素振りが大切だからといって素振りの練習しかしなければ、ボールが遠くに来た時に
足が動かないですよね。サーブも打てなければ、試合には勝てません。基礎トレーニ
ングもルールの勉強も必要です。壁打ちには壁打ちの良さがありますし、練習試合で
実践から学ぶことも多いでしょう。英語も同じです。ただ聞き流しているだけでは、
口の筋肉の使い方が分かりません。読む・聞く・書く・話すことを様々な場面で行い、
それを積み重ねていくことが上達に繋がるのです。ただ、今回は具体的な学習法で
はなく、英語力が伸び悩んでいる方にぜひ知って頂きたい「英語が伸びる人の特徴」
をお伝えします。
　大前提として、「努力をする覚悟」をして下さい。週に 1 時間のレッスンのみでは
英語はペラペラにはなりません。それは、語学のセンスの問題ではなく、費やす時間
が圧倒的に足りていないのです。ただ、本当に英語を上達させる覚悟をしないと、忙
しい日常で英語に触れる時間を大幅に増やすことは難しいですよね。だから、まずは
覚悟が必要です。
　次に、「素直さ」も大切です。アドバイスをもらったら、まずはそれを素直に受け入
れて、実践してみて下さい。大変そう、私には合わなさそうと全ての方法を拒絶して
いたら、何もできません。まずは一つ、やってみて下さい。
　「発想の柔軟性」も大切です。英語で言いたいと頭の中に準備した日本語、難しす
ぎませんか？小学生でも分かる日本語に置き換えてみて下さい。知っている文法で表
現する工夫をしてみて下さい。
　一番大切なのは、「伝えたいという気持ち」。目的は、完璧な英語を話すことではなく、
コミュニケーションを取ることですよね。極端な話、話して伝わらなければ、ジェス
チャーでも良いし、絵に描いても良いのです。そこからまた学ぶことがあるはずです。
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プロフィール

お問い合わせ
はこちら♪
お問い合わせ
はこちら♪

ひとりごとひとりごと

カフェ
みんな大好き大人気カフェ♥ 日用品 除菌の味方★

スパ＆マッサージ お手頃価格で至福のひと時を！

FACE広告主様 募集中★

月２回の
New Member 
説明会でも
ご紹介します

広告棚

 使用無料！

　

その他
嬉しい特典
多数あり！

ボイスの生徒さん達に
「ウチのお店をぜひ

知ってほしい！」という方、
お気軽にご連絡下さい♪

お問合せは

こちらから★
ソイ39のお子様連れ大歓迎のカフェ♥ パンも大好評！

只今、2週間毎に変わるランチメニュー大好評★　日本で旬のメニューをどうぞ♪

おいしいスイーツと他にはないスペシャルドリンクもお楽しみ下さい♥

　 shirokumayacafe　　 shirokumayacafe　　@shirokumayacafe
36/4 Soi Sukhumvit 39 ☎098-883-1128　　9:00～18:00

【2020年10月末まで有効】

ランチセット
10%OFF♥
ランチセット
10%OFF♥

1階はテーブル席、
2階はお子様とくつろげる
ソファベッド席

お
子

様と
くつろげる カフェ

お
子

様と
くつろげる カフェ

ボイスホビークラブのメンバーカード提示で、

お得なポイントカードできました♪人気のシフォンケーキがもらえます♥

北海道の
小麦粉を使い味にこだわったパン

大人にもキ
ッズにも大人気♥

全部で約40種類★

お誕生日会・送別会などのパーティープランあり♥

生食パンご予約下さい★

・モーニングセット
  （B180+VAT）
・ランチセット
  （B260+VAT）
・ALL DAY
  カフェメニュー
・テイクアウト＆
  デリバリー
 （B300以上で配達無料）

バスク
チーズケーキも
大好評♥

マッサージ「アットイーズ」
 atease-massage.com

清潔  安 心  心 あ り き

スクンビット33/1本店　 
 スクンビット33/1スパ店
スクンビット39店
シーロム３店　　    

  ☎ 061-682-2878
　☎ 092-271-8587
 ☎ 086-327-6497  
 ☎ 065-535-6600

9:00-24:00(L.O.23:00)
9:00-22:00(L.O.21:00)
9:00-24:00(L.O.23:00)
12:00-24:00(L.O.23:00)

スコータイの自社農園で育てた無農薬ハーブを使用。 生ハーブ
で作っているので、香りとハーブの持つ力が違います。タイマッ
サージやアロマオイルマッサージと合わせてお楽しみ下さい。 
その他、米ぬか酵素風呂やハーブテント、ホットストーンなど、
他では珍しいメニューも揃っています。

オーナー 
上野圭司
オーナー
上野圭司

 生ハーバルボールコンプレス　500B/30分大好評！ 

おかげさまで11周年！

アットイーズでは現在、
「体の中から綺麗に」を
モットーにスパメニュー
にも力を入れています

除菌・万能洗剤

10L のぬるま湯に 1g（付属スプーン 1/2）で OK!! 
1500L の除菌液が出来上がり !( 泡は立ちません）

10L のぬるま湯に 1g（付属スプーン 1/2）で OK!! 
1500L の除菌液が出来上がり !( 泡は立ちません）

Qなぜ、こんなに安いの ? AボイスがOEMで特別日本の原材料で製作依頼したから !
●除菌に!
●衣類の除菌に!（洗濯機に+1g） 
●配管掃除に! 
●スプレーで手指の消毒に!
●食器洗い機哺乳瓶洗浄に! 
●ペットの匂い取りに 

●汚れや匂いが酷いものは、10分位漬け込んで! 
　→押し洗い=黒い汁と嫌な匂いが! 
　→2～3回押してすすぎもOK!
●その液でアクセサリー洗浄!
●使った液は、配管に流して滑りと嫌な匂い除去!

 今、必要なコレ! 今、必要なコレ!

用途

ボイスオリジナル商品
通常価格 B980        30%OFF B686 現品

 限り!

お問い合わせは、ボイスホビークラブ　 ☎ 02-119-7250～1

ボイスにお越しの際は
入口に置いてある

この「さぶぅ」のスプレーを
除菌にお使い下さいね♪

If you are interested in promoting your business through FACE magazine 
and Voice Hobby Club, please contact us at voicehobbyclub@gmail.com

期間

対象

カリキュラム詳細

夏休み：8/3(月)～8/31(月)予定

年少～ (クラスによっては年中～)
※中学生以上は大人クラスへ参加可 

HPまたは
チラシを
見てね

ご予約はお電話で　☎02-119-7250～1

夏休み
子供スペシャル 

料理、クラフト、エクササイズにプログ
ラミングなどなど！ 感性を刺激するカ
リキュラムをた～～くさんご用意して、
皆さんのお越しをお待ちしています♪

夏休みを充実させたいお友達全員集合～！！

英語

9:00～10:30  
10:40～12:10 

13:00～14:30
14:40～16:10

みたらしだんご
ベンジャロン絵付け

エクササイズ
色あそび

～お見送り～

★みんなでランチ★

～お迎え～

単発参加も
大歓迎‼ 

例えばこんな１日♪

VOL.4VOL.4

※日曜日・8/12(水・祝)を除く

クッキング

エクサ
サイズ

かきかた
・
お習字

お絵かき

工作

春休みは
途中で終わってしまって

残念でした(>_<)
その分、夏休みは思いっきり

楽しみたいですね★

そろばん

ハンド to ハンドプロジェクト
おうちで眠る『使える不用品』タイに還元しませんか？

場所：ボイスホビークラブ
　　　  廊下 

年に6回のハンドtoハンドプロジェクトを始めて、13年目になりました。いつもご協力ありがとうございます。
　この度のボイスホビークラブSHOP部門縮小に伴い、いつもよりも沢山の方々にご協力を頂き、

　ボイスからもTシャツやその他の商品、事務机5つ、キャビネット4 つ、その他不足していると聞いた事務用品等を以下の学校へ寄付させて頂きました。
　これからもタイへの感謝の気持ちを忘れずに活動していきます♥

おかげさまで
13年目♥

3月回収品の半分と5月分は、ボイスからの備品と合わせて
　プラテープ財団を通じてクロントイスラムの方々に寄付させて頂きました。

7月は、ヤマモリさんから寄贈頂いたカレー2箱と共に、
　プラテープ財団を通じてクロントイスラムで
火事被害に合われた方々に寄付させて頂きました。

3月回収品の半分とボイスの机・キャビネット・事務用品は、
世界風水協会副会長の Dr.Masakoを通じて、

ファタマ教会運営が運営する
パキニーシーチュンパバスクール代表の

　シスター・ルイスへ寄付させて頂きました♥

★品目：電化製品・衣類・生活用品・靴・バッグ・文具・玩具・タオル、その他〈種類別に箱に入れて下さい〉

皆様の温かい手をお待ちしています皆様の温かい手をお待ちしています

9月14日（月）～18日（金）    ９：00-17：00次回日時 場所 ボイスホビークラブ 廊下 
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