
LINE グループへのお誘い   WISDOM SQUARE Membership 

 

平素は Business English Pro(BEPro)ならびに 1 日 10 分ビジネス英語(10 min Biz English)

をご活用頂き有難うございます。 

 

Brexit からはじまり、新型コロナウィルス、東京五輪、アメリカ大統領選など今年は例年に

も増して激動の一年が予想されます。  

 

そして、日々皆様にお届けしているトピックは未来変化の兆しのヒントとなるものをと心

がけて参りました。 この先 AI や iOT が生活に深く関わる事で私たちにとってより「生

身の人間力」が試される時代となることでしょう。 

 

そこで本年、INPUT 力はこれまで通り磨きをかけつつ、同時に OUTPUT の機会を増やし

たいと考え、その第一弾として LINE アプリを使った受講者専用のコミュニティを実験的

に始める事にいたしました。 

 

Business English Pro もしくは 10 min Biz English を受講されている皆様で、下記の条件に

ご同意いただければ、どなたでも参加頂けます。 

（※ 参加には LINE アプリが必要となります） 

 

本企画の主旨と目的は以下の通りです。 

 

I. 日々の BEPro, 10 min Biz English での情報収集と学びをコミュニティの中でより深め

合うことを目指します。 

II. LINE での発言は、基本「英語」で行う事とします。ただし英語力は一切問わないもの

とします。決して文法等の誤りを恐れずに、”Who Cares ! “ の精神で積極的に発言して

下さい。発話を含め、英語の OUTPUT 力は「場数」と比例します。 

III. LINE での双方向コミュニケーションをベースに ZOOM などを利用したオンラインに

よるセッションも試験運用する予定です。（参考ブログ記事） 

IV. 本企画はあくまでも実験的に行うものです。LINE アプリなどに依存することや、参加

される皆様が実質 Main Player になる事から企画の継続は保証されるものではないとご

理解下さい。また、LINE への参加に際してシステム、技術的なサポートは出来かねま

す事も併せてご承知おき下さい。 

 

参加される皆様は、学習ページのお知らせ欄から LINE グループへ参加願います。 

https://matt-english.com/console/wp-content/uploads/2020/03/WISDOM-SQUARE-Membership.pdf


 

This group is for non-native speakers of English (mainly) who are looking 

to connect, share, empower, and support each other in English.  

All content is private, and self-promotion is not allowed.  You can 

participate in the group if you would agree to this idea. 

 

★ Be Kind and Courteous: The goal of this group is to create a safe and positive 

environment for English learners. Zero tolerance to rude, abusive, or judgmental 

comments. Anyone who posts such comments will be removed.  

★ No Promotions or irrelevant content:  Give more than you take to this group. We 

will DELETE self-promotion or irrelevant posts that aren’t connected with English 

and don’t encourage discussions among the members of the group. 

★ Respect Everyone's Privacy:  Being part of this group requires mutual trust. 

Authentic, expressive discussions make groups great, but may also be sensitive and 

private. What's shared in the group should stay in the group. 

★ Participate in the group activities:  Be active and participate in the group 

activities (Zoom / Skype discussions, F2F gathering such as Izakaya Night, etc.) 

This is the best way to improve your English skills and get to know people. 

★ Please refrain from sending private messages to members:  You can't send 

private messages to members unless you establish connection in discussion in the 

group and it's okay for both of you. 

When you agree upon the above conditions, you can join us. 

「WISDOM SQUARE Membership」 

 

 


