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　　　　　hat’s an awesome class” you ask? I’m sure many teachers                           

will answer this question differently. But for me, it’s having a 

group of students that bond well together while studying; 

participating in group activities; enjoying each other’s company; 

and having fun together. I’m especially proud of one particular 

class, as over the past two years, the atmosphere has molded 

into something quite exceptional. This is one thing that I think 

teachers strive for. For me, with this class, it doesn’t even feel 

like teaching anymore. Of course, I do teach the class, use a text 

book, practice language drills etc, but the students make the 

class so fun that it feels more like a friend to friend relationship, 

instead of a student to teacher relationship. 

　　　　 And I put this relationship to the test: Sky-diving! Initially, I had 

planned to just go with my brother, who flew from Australia just

for my birthday. Then a few friends wanted to join me. When I 

told my students about my plans, four of them wanted to go with 

me too. So, on May 15 this year, on a beautiful Sunday 

afternoon at Honda airport, Saitama, four of my students, three 
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friends, my brother and myself, all jumped out at 12,500 feet, just 

a bit higher than the magnificent Mt Fuji herself  (We could see it 

from the plane as we were ascending).  It was the most 

magnificent experience I’ve ever had.  Not because

of the adrenaline rush, but because I could 

experience it with my family, friends and  my 

awesome students.  Thank you guys!
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出身：Australia　　　　　趣味：フットサル、スノーボード、麻雀

好きな日本食：わさび　　休日の過ごし方：勉強、ジム、お酒をたしなむ

もし働かなくても良かったら？：世界中を周りスカイダイビングとスノボ

住んでみたい場所を3箇所挙げるなら？：Brisbane, Brisbane, Brisbane!!

Matty
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TOEICのののの常識常識常識常識
テキストは著者で選べ！テキストは著者で選べ！テキストは著者で選べ！テキストは著者で選べ！

August 20, 2011本屋に行けば本屋に行けば本屋に行けば本屋に行けばTOEIC対策本が山積みされている。対策本が山積みされている。対策本が山積みされている。対策本が山積みされている。
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単語は基本中の基本！公式問題集を分析し、「頻出単語の９５％を網羅」
と神崎氏の自信作！８００点までならまずはこれで単語をおさえるべき。

≪≪≪≪ 使える使える使える使えるNHKラジオ講座！ラジオ講座！ラジオ講座！ラジオ講座！≫

TOEICパート２は会話による１問１答問題だ。
ジェイムズの英会話クラスで勉強しながら、お
うちでラジオ英会話（講師:遠山　顕）を取り入
れるのがお勧め！
今月のラジオ英会話は「Describing People～
自分自身と周りの人たちについての語り方～」
に焦点をあてている。

リスニングリスニングリスニングリスニング力力力力アップアップアップアップ大作戦大作戦大作戦大作戦
～初級者編～「新「新「新「新TOEIC　　　　TEST出る順で学ぶボキャブラリー９９０」出る順で学ぶボキャブラリー９９０」出る順で学ぶボキャブラリー９９０」出る順で学ぶボキャブラリー９９０」

　　　　　　　　神崎正哉／講談社　　1,680円（税込）

「１駅１題　新「１駅１題　新「１駅１題　新「１駅１題　新TOEIC　　　　TEST　　　　文法特急」文法特急」文法特急」文法特急」

　　　　　　　　花田　徹也／朝日新聞出版　798円（税込）

＜中級者～上級者＞

パート５の練習問題ならこれ！毎回TOEICを受験しているカリスマTOEIC
講師による代表作。TOEICを受験しているから最新のトレンドや激似問題
が載っている。また解説が丁寧と評価が高い。ダウンロードできる音声が
ある。

「新公式問題集　「新公式問題集　「新公式問題集　「新公式問題集　Vol. 4」　　　　　　　」　　　　　　　」　　　　　　　」　　　　　　　2,940円

財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会
　　　

Vol. 1からVol. 4まで出版されているが、実際のテストに近いのは４だけ、
と言われるほど以前に比べ本番のTOEICテストの問題は難しくなってい
る。TOEICには毎回必ず出題されるパターンがあるため、中級レベルか
らは公式問題集は必携！最低１０回はやろう！
パート２やパート３を音読教材として使用するのもお勧め！

＜中級者～上級者＞

＜初級者～上級者＞

安河内　哲也の「ゼロからスタートリスニング」安河内　哲也の「ゼロからスタートリスニング」安河内　哲也の「ゼロからスタートリスニング」安河内　哲也の「ゼロからスタートリスニング」
は初心者がリスニング力を鍛えるトレーニングに
お勧めの１冊。最低１０回はやろう！
森沢洋介の「話すための瞬間英作文トレーニング」森沢洋介の「話すための瞬間英作文トレーニング」森沢洋介の「話すための瞬間英作文トレーニング」森沢洋介の「話すための瞬間英作文トレーニング」
では、中学１年から３年までの重要例文を音で覚え
ることができる。「音」で文法をおさえ英語脳を目指
そう！こちらも最低１０回はやろう！


