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参加するには

専用の予約サイトでレッスン予約
を事前に取得してください。
レッスンは”ZOOM”を使います。
インターネット環境のあるご自宅
で、カメラ・マイク機能のあるス
マートフォンやパソコンをご準備
ください。

スケジュール
5/12~８/7の火・水・木・金曜日
概ね12:00～18:00

詳しくは予約サイトでご確認ください。

※一部最終時間が17:00、19:00
の日もあります。
※一部実施しない日があります。

プログラム

① グループレッスン
（学生最大3名 25分）

② プライベートレッスン
（学生1名 25分）

③ 日本人スタッフによるカウンセリング

（学生1名 25分）

予約について

一人あたり1日1レッスンのルール
を守り、希望日時の5日前までにオ
ンラインで予約を取得してくださ
い。キャンセル可能期間も原則、
レッスンの5日前までです。

予約方法は次のページへ



対象学部生
GC
現代社会
法
経営

5/13（水）12：00スタート

予約方法

予約は簡単です！学内情報サービスで受け取った
予約サイトのURLにアクセスすると、以下の画面
が開きます。①～④の操作を行ってください。

１

２

希望の日時を選択します。

※予約可能日のみ黒い太字で表示されます。
日にちを選択すると、さらに予約可能な時間が表示されます。

i印をクリックするとレッスン内容が
表示されます

まず、希望のレッスンを選択します。
※複数のレッスンメニューがありますが、
基本的にグループ・プライベート・カウンセリングの3種類で、
曜日や担当講師による大差はありません。

３

学籍番号または教職員番号をこちらに入力してください

４

漢字氏名を入力してください

予約ボタンをクリックすれば予約完了し、メールが届きます！

ご確認後、チェックを
入れてください☑



Ericka Manning
Hometown Austin, Texas, USA

Languages・English (native)

・French (conversational)

・American Sign Language

Please call me Ericka. I am very excited to 

meet new people! Let’s have fun speaking 

English!

Frances Lee 
Hometown Perth, AUSTRALIA

Languages・English (native)

・Chinese (only a beginner)

Hello and welcome to English Plaza! I look 

forward to getting to know you, so please 

come and have a chat with me.

Mark Marrero
Hometown San Francisco, California, USA

Languages・English (native)

・Spanish (some)

・Japanese (a little)

Please call me Mark. Nice to meet you. 

Let's talk soon!

Jay Adeyina
Hometown London, UK

Languages・English

Call me Jay. I am looking forward to having 

great conversations with everyone.

Staff Profile



Vanessa Abou Khalil 
Hometown Machghara, LEBANON

Languages・English

・Arabic (Native) 

・French (Native))

Hello, my name is Vanessa! Welcome to 

English Plaza! I am very excited to meet you 

all! Let’s have a good time learning together!

Lauren E Walker
Hometown North Little Rock, Arkansas U.S.A

Languages・English (Native)

・Korean (a little)

・Japanese (a little)

Looking forward to meeting you!

Rens Lohmann
Hometown Haarlem, THE NETHERLANDS

Languages・Dutch

・English

・Japanese

・a little German/French

Let’s talk about the things we love the most!

Javier Tovar Lopez
Hometown Cancun, MEXICO

Languages・English (American accent)

・Spanish (Mexican variety )

・German(Just a little bit)

You can call me Javier or Javi, for short. I 

look forward to meet you all, and to help 

you in any way I can!
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Stephen Edmunds
Hometown Swansea, Wales (The UK)

Languages ・English

・Welsh (a little)

I’m looking forward to meeting everyone!

Moeka Tsujimoto
Hometown Osaka, Japan

Languages・English

・Japanese

Welcome to English Plaza. Please feel free to 

talk to me and let’s have fun together!

Sunami Kitao
Hometown Hyogo Japan

Languages・English

・Japanese

Hello and Welcome to English Plaza. I’m 

looking forward to meeting and talking with 

you. Let’s have fun together!

Chon “Ryan” Cheng 
Hometown Perth, AUSTRALIA

Languages・English

・Chinese 

Hi everyone! I’m looking forward to meeting 

you and chatting about various interesting 

topics together, while helping you improve 

your English conversation skills.
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