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Language exchange at UH next month
December's language exchange sessions with SLS
graduate students Ricky and Dan will be held at the
University of Hawaii at Manoa in beautiful Manoa
valley. The language exchange sessions will be held in
the cavernous Campus Center, a well-known social
hub for UH students seeking a break between classes.

CPC field trip to KCC
On November 21, CPC students visited Kapiolani
Community College near picturesque Diamond Head.
They interviewed Local university students on such
real-life topics as emotional and physical health. In
preparation for the field trip, the students spent two
class days developing their questions, practicing their
interview skills and transcribing their interviews.
Once at KCC, CPC students interviewed between 5-10
interviewees, and spent the weekend transcribing
their interviews. In reviewing their transcripts, the
students were able to learn new, everyday English
expressions not commonly found in their textbooks.
Overall, the students had an amazing time, and are
looking forward to next term's field trip!

Hawaii workshop
- Local language
The next introduction
to Hawaii workshop
will be held in January.
Unlike past workshops
where the focus was
on socio-cultural
customs, January's
workshops will
explore Local language
(i.e., Pidgin). Students
will be able to learn
everyday, Pidgin
expressions in order
to more effectively
communicate with
their Local
counterparts.

Pidgin phrase
of the month -

TOEIC and Business
English workshops
to begin in January
Starting in January,
introductory workshops
on TOEIC and Business
English will be held.
Open to all students
regardless of level, the
workshops will focus on
such practical topics as
email and resume
writing, interviewing for
jobs, and business
etiquette.

English phrase of
the month "Go big or go home"
Meaning: Either do
your best or don't do
it at all.
Example:

"Try wait"
Meaning: Can you
give me a minute?
Example:
A: We need to
leave now or we'll
be late.
B: Eh, try wait!

A: I have a test
tomorrow, but I'm so
tired of studying. All I
want to do is go to
bed and sleep.
B: Do you feel ready
for the test?
A: Not really...
B: Well, it's time to
go big or go home!
You can sleep after
the test!
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ランゲージエクスチェンジ＠ハワイ大学
12月のハワイ大学Second Language
Studies大学院生、リッキーとダンとのランゲージエクスチェ
ンジはＣＰＣではなくマノア渓谷にあるハワイ大学で行いま
す。ＣＰＣの外へ出て、いつもとは全く違ったアメリカの大
学内という環境で擬似キャンパスライフを体験しながらスピ
ーキング力をアップしましょう！詳細は掲示板をチェック！

ハワイ文化ワークショップ：

誰でも受講可能！TOEIC

ローカルの言葉（ピジン

、ビジネス英語ワークショ

英語）

ップを1月からスタート

次回のワークショップは1
月開催予定。前回までは

1月から「ベーシックTOEIC
・ビジネス英語」
ワークショップを開催。通

文化・慣習についてのセ
ッションでしたが、今回
はハワイで日常的に使わ
れている“ピジン英語”
について。ハワイに住ん
でいると、ハワイ特有の
英語が使われている事に
気づきます。せっかくハ
ワイに住んでるんだから
、ピジン英語をマスター

スペシャルプロジェクト＠
KCC（カピオラニコミュニティカレッジ）
去る11月21日、CPCの生徒はダイアモンドヘッドの目の前にあ
るキャンパス、KCCを訪れ特別プロジェクトを行いました。こ
のプロジェクのためにクラスで2日間をかけて準備し、KCCの
生徒に気持ちを表す言い方や健康に関するトピックに関して
のインタビューを行いました。インタビュー時間は約5-10
分。録音したインタビュー内容を週末に聞いて文字に起こす
作業を通し、教科書では見つけることのできない実際に使わ

して、ハワイローカルの
人々との距離をさらに縮
めましょう！ハワイ出身
の講師が「使えるピジン
」を教えます。↓のコラ
ムも要チェック！

今月のピジン英語
これが言えればあな
たもロコ！

れてる英語表現、ボキャブラリーなど、まさに「生きた英語
」を学ぶ事ができました。前回は同様のプロジェクトをハワ
イ大学で行いましたが、今回はずっと規模の小さいKCC

のフレンドリーな環境で楽しくプロジェクトを行う事ができ
ました！

(Nūpepa=Newspaper)

常CPCでTOEICクラスを受講
するには中級レベル修了が
必須ですが、このワークシ
ョップには全てのレベルの
生徒が参加可能！英語での
メールやレジュメ（履歴書
）の書き方、面接の受け方
などのアメリカでの実用的
なビジネスエチケットを学
びます。
今月の役に立つ英語表現

"Go big or go home"
意味:
ベストを尽くせ！そうで
ないと最初からやるな！
例:

A: I have a test
tomorrow, but I'm so
tired of studying. All I
want to do is go to
bed and sleep.
明日テストがあるん
だけど、もう勉強した
くない。もう寝たい。

"Try wait"

B: Do you feel ready
for the test?

意味:
ちょっと待って。
例:

A: Not really...

A: We need to
leave now or we'll
be late.
もう出ないと遅れる
よ。

B: Eh, try wait!
えっ！ちょっと待っ

て！

もう準備万端？
あんまり…

B: Well, it's time to
go big or go home!
You can sleep after
the test!
やるんだっ
たらしっかりやりなさい
！テスト終わったら寝れ
るから！

