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SEINAN ENGLISH BOOK CLUB ONLINE
Exclusive for non-native speakers of English

Do you like books? Do you like reading in English? (Or if you have
not yet read stories in English, would you like to try?) Are you able
to join us online?
If so, join SEINAN ENGLISH BOOK CLUB ONLINE!
Over the course of 10 months, let’s read an entire book in English
together, then share your thoughts and ideas, also in English – from
the safety and comfort of your own home!

目的 英語でグループディスカッションをしながら、10ヵ月かけて英語の小説を通読します。
内容 読書スケジュールに沿って各自で1章ずつ読み進み、いくつかの質問について考
えます。月に2～3回開催するオンラインディスカッションで集まって、読んだ箇所
や質問について英語で話し合い、意見を交わし、理解を深めます。
小説 The Giver

著者 Lois Lowry

米国における最も優れた児童文学の著者に与えられる
ニューベリー賞の 1994 年度受賞作

要項 本は、受講者が各自で入手してください。（詳細は2ページ目参照）
読書と話し合いは全て英語で行います。英検２級 (相当) 以上の英語力と、本を読み
続けて月2～3回のディスカッションに参加する意欲のある方が望ましいです。
読書スケジュールは3ページ目をご参照ください。各ディスカッションまでに
一章を読むペースとなります。ディスカッション用の質問とミーティング情報
は、メールで事前に配信します。
ディスカッションは Web 会議サービス｢Zoom｣を使います。Zoom の利用方法は
事前にご確認お願いします。
※対応ブラウザを仕様する場合、Zoomのアカウントを開設する必要はありません。弊社より事前にメール
する招待状に記載のミーティングIDあるいは参加URLを使って各ディスカッションにご参加ください。

予定 2021年5月～2022年4月 隔週の金曜14:00~15:30 (90分)ｘ24回（3ページ目参照）
定員 12名程度

料金 年間24,000円＋税

締切 2021年5月12日（水）午後3時
お問い合わせ キャンパスサポート西南
lang@cs-seinan.co.jp
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lang@cs-seinan.co.jp まで、次の情報をメールしてください。
①氏名

②電話番号

③添付ファイルを受け取れるメールアドレス

※定員になり次第、募集を締め切らせていただきます。
※お送りいただく情報は、本プログラムの運営のためだけに使用させていただきます。第三者へ
の提供はいたしません。電話番号は、緊急連絡などで必要となる場合のみにかける予定ですが、
日中つながるものをご記載ください。

備考
・お申し込みいただいた全ての方に、
お申し込み結果を5月14日(金)までにメールいたします。
受講が決定した方には、お振り込み情報も合わせてお送りいたします。期日までにお振り
込みを確認できない場合はメールにて連絡させていただきますが、翌日までにご返信いた
だけない場合は、キャンセルとさせていただきますのでご了承ください。
・受講中、参加できないセッションがありましたら、メールにてお知らせください。ディ
スカッションで挙がった内容の要点を後日お送りいたします。なお、ご欠席分の割引は
対応いたし兼ねますのでご了承ください。
・講師の都合により、日時の変更が必要となった場合は、受講者
の都合に良い日時へ振り替えをさせていただきます。災害など
の外因により実施もしくは受講が困難になった場合は、返金あ
るいは振り替え(延期) のいずれかをお選びいただくようご連絡
いたします。
・セッションのビデオは録画いたしません。また、参加者全員の
プライバシーを守るため、
セッションの撮影（スクリーンショット
などのキャプチャツール含む）
・録音・録画、Zoomミーティング
のURLの共有や転送などは、一切禁じます。
ご参考までに…
・価格：\867

下記ネットショップで最も安い印刷版は、2021年3月24日現在次の通りです。
出版社：HarperCollins (ISBN-10: 0007578490)

・URL：https://www.amazon.co.jp/dp/0007578490/
※｢試し読み｣(最初の２章+α)付きの電子書籍：https://www.amazon.co.jp/dp/B003MC5N28/

・出版社の著作紹介：
It is the future. There is no war, no hunger, no pain. No one in the community wants for anything.
Everything needed is provided. And at twelve years old, each member of the community has their
profession carefully chosen for them by the Committee of Elders.
Twelve-year old Jonas has never thought there was anything wrong with his world. But from the moment
he is selected as the Receiver of Memory, Jonas discovers that their community is not as perfect as it
seems. It is only with the help of the Giver that Jonas can find what has been lost. And it is only through
his personal courage that Jonas finds the strength to do what is right…
The Giver is the award-winning classic of bravery and adventure that has inspired countless dystopian
writers as the forerunner of this genre.

・

★お願い：和訳や映画もありますが、受講後のお楽しみに！★

Seinan English Book Club Online 2021

SCHEDULE
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