G-4

1/20、1/27、2/3、2/10、2/17、2/24、3/3、3/10、3/17、3/24
（金・10回）13：00～14：25 受講料 15,500円

気功心理学講座
松永気功療術学院

S

高級気功師

松永

直久

プロフィールはP.36をご覧ください。

聖徳講座

私たちの体は年齢と共に老化が進みますが、気功を理解す
ることで自分自身の健康管理が大きく変わっていきます。我々
の生命力は、腎臓機能に大きく依存しております。ゴロゴロ気
功は私自身が20年前、腎不全の末期症状から回復し、自らが
編み出したオリジナル気功です。腎臓は心臓を除き、体内で最
も重要な臓器です。
この講座では、寝て行うゴロゴロ気功、歩いて行う行功、
その場で体を動かすプルプル気功、疲れた体を癒す気功整体、

教育・心理
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〈中学1年生レベル〉

英語を基礎からゆっくり～発音編

文学・歴史

元聖徳大学教授

津田

1/16、1/23、2/6、2/20、2/27、3/6、3/13、3/20、3/27、4/3
（月・10回）13：00～14：25 受講料 15,500円

満璃

プロフィールはP.36をご覧ください。

英語が聞き取り難い、発音し難いと思われたことがおありで
しょうか。英語の音がわかり難かったのでしょうか。リズムに
乗り難かったのでしょうか。発音の基本が、目で見て、音を聞
いて、言う練習をして、少しずつ納得できるようになります。
英語の音とリズムをゆっくり楽しく学びましょう。そして、英
語の音の慣れをご一緒に作っていきましょう。

生活・社会

C

L-2

F

〈中学1年生レベル〉

芸術・文化

鈴木

教科書は3冊使っています。
［１．英語の音の基本を零から］発音の基礎理解のために、
フォ
ニックスのテキストやビデオを参考に、まず、英語の単音の綴
りと音の関係から少しずつおわかりいただけます。
［２．英語文章の綴りと音の不思議な関係を学びます。］
［３．基礎英会話練習］発音とリズムに気をつけながら、やさ
しい英会話を少しずつゆっくり練習します。
1/17、1/24、1/31、2/7、2/21、2/28、3/7、3/14（火・8回）
15：00～16：25 受講料 12,400円

中1英語をもう一度～伝えることを中心に～
SOA講師

貴士

プロフィールはP.35をご覧ください。

中1教科書を使って、中1英語を学び直します。基本例文で
ポイントを押さえ、具体例を本文中から探し出し、使い方を確
認します。さらに、
ドリルでその例文を実際に使う練習をします。
リスニングにも力を入れます。CDをじっくり聴いて、
何を言っ
ているかを書き取り、話の流れがわかったかを確認します。実
践的なトレーニングで、聴き取る力と伝える力を養います。

健康・スポーツ

G

L-3

〈中学2年生レベル〉

鈴木

貴士

プロフィールはP.35をご覧ください。

中2教科書を使って、中2英語を学び直します。基本例文で
ポイントを押さえ、具体例を本文中から探し出し、使い方を確
認します。さらに、
ドリルでその例文を実際に使う練習をします。
リスニングにも力を入れます。CDをじっくり聴いて、
何を言っ
ているかを書き取り、話の流れがわかったかを確認します。実
践的なトレーニングで、聴き取る力と伝える力を養います。

語
学

K

キッチン
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〈中学2年生レベル〉

鈴木

貴士

中2教科書を使って、中2英語をもう一度、リスニング力の
強化を目標に学び直します。教科書に沿ってていねいに文法を
押さえながら、準拠CDをじっくり聴いて書き取ることが中心に
なります。また、実用英会話フレーズCDを聴いて書き取ったり、
英検4級（中2レベル）のリスニング問題にチャレンジします。
耳が納得するまで何度も聴きます。
「どうしてもそうは聴こえ

Y
講座
1Day
20

英語は繰り返しが命。「この間やったばかりじゃん」「もう忘
れてる」「そうそう、前にやったよね」を繰り返しているうちに、
徐々に身についていきます。
皆様を笑顔にして英語を楽しんでいただくのが講師のモッ
トーです。どうか怖がらず、リラックスして英語をエンジョイし
ていただけたらと思います。

1/17、1/24、1/31、2/7、2/21、2/28、3/7、3/14（火・8回）
13：15～14：40 受講料 12,400円

中2英語をもう一度～リスニングを中心に～
SOA講師

英語は繰り返しが命。「この間やったばかりじゃん」「もう忘
れてる」「そうそう、前にやったよね」を繰り返しているうちに、
徐々に身についていきます。
皆様を笑顔にして英語を楽しんでいただくのが講師のモッ
トーです。どうか怖がらず、リラックスして英語をエンジョイし
ていただけたらと思います。

1/17、1/24、1/31、2/7、2/21、2/28、3/7、3/14（火・8回）
11：00～12：25 受講料 12,400円

中2英語をもう一度～伝えることを中心に～
SOA講師

L

基礎的な東洋医学、心と体の真理学を踏まえた解説と実践を
してまいります。遠くの方を治療する遠隔気功は上級者向けの
理論になりますが、なるべく理解ができるように解説していき
ます。
高齢化社会で現在、我々に一番求められているのは、なる
べく人の助けを借りずに自らが動ける生活です。壮年期を越え、
老齢期を迎え、各自が何のために生まれてきたのか、生きてき
たのか、それを考える年齢になったと思います。

プロフィールはP.35をご覧ください。

ない」から「本当だ、確かにそう言っている」という感動を味
わうまでになっていただきます。読めばわかるけれど聴くだけ
だとわからない、という方にとくにオススメです。
皆様を笑顔にして英語を楽しんでいただくのが講師のモッ
トーです。どうか怖がらず、リラックスして英語をエンジョイし
ていただけたらと思います。
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〈英検4～3級レベル〉

1/17、1/24、1/31、2/7、2/21、2/28、3/7、3/14（火・8回）
9：00～10：25 受講料 12,400円

重要パターンでモノにする英会話
（復習・充実編）
SOA講師

鈴木

貴士

1/20、1/27、2/3、2/10、2/17、2/24、3/3、3/10、3/17、3/24
（金・10回）10：45～12：10 受講料 15,500円

First Steps in English！
SOA講師

A.M.ガニエ

〈英検4～3級レベル〉

1/20、1/27、2/3、2/10、2/17、2/24、3/3、3/10、3/17、3/24
（金・10回）9：00～10：25 受講料 15,500円

Welcome To English！
SOA講師

A.M.ガニエ

L-8

〈英検4～3級レベル〉

1/18、1/25、2/1、2/8、2/15、2/22、3/1、3/8、3/15、3/22
（水・10回）19：00～20：25 受講料 15,500円

英会話入門

SOA講師

大木

忠郎

L-10

〈英検3級レベル〉

SOA講師

プロフィールはP.34をご覧ください。

●Activities AとBに分かれて、パートナーと情報交換の練
習をします。
●Let's Write その課に関係のある英文を書いて提出し、講
師に添削してもらいます。強制ではありません。
随所に聞く練習問題があり、退屈しません。
現在のテキスト終了後、新しいテキストを使用します。

1/16、1/23、1/30、2/6、2/13、2/20、2/27、3/6、3/13、3/20
（月・10回）13：30～14：55 受講料 15,500円

A.M.ガニエ

基礎的な英語の知識をいかして、さらに勉強を進めていきた
いと考えている方におすすめです。ゆっくりと聞き取りやすい
簡単な英語を楽しめるようになりましょう。
・It's good to see you again !
・Where are you from ?
・What's your home like ? ・It was a fantastic trip !

プロフィールはP.37ご覧ください。

・How are you feeling ?
・What do you want to do ?
・She makes the best pasta !
・I love it here in Matsudo !
・I'm really busy these days !
・How do I get there ?

K

Y
講座
1Day

楽しい英会話をはじめよう

L

キッチン

■テキスト：『Make It Simple』（継続）
各課共に、授業の流れは大体共通です。Let's Tryでは、ブ
ログ、地図、1日の様子、日記、案内状など興味深い内容の物を
扱って、学習意欲を高め、関連した練習問題をします。Words
では、Let's Tryの内容に関係のある単語を幅広く学習します。
●Exercises 文法問題に取り組みます。

G

学

1/20、1/27、2/3、2/10、2/17、2/24、3/3、3/10、3/17、3/24
（金・10回）14：45～16：10 受講料 15,500円

ABCからはじめよう！ 英会話
元聖徳大学講師

・Let's go to an Italian restaurant.
・These pancakes are delicious !
・How was your weekend ?
・How do you keep in shape ?
・I'm looking for some souvenirs.
・I have rice and miso soup for breakfast.

語

〈英検3級レベル〉

プロフィールはP.37をご覧ください。

F

健康・スポーツ

A.M.ガニエ

英語をもう一度初めから学びなおしてみましょう。
英語の音のルールを学びましょう。
・Pleased to meet you !
・I'm from Nagoya.
・How are you doing ?
・This is my family.

L-9

・Would you like to try some Japanese food ?
・We're flying to Singapore tomorrow.
・That's wonderful news !
・It's not the same in the U.S.
・Have you tried acupuncture ?
・Let's keep in touch !

C

芸術・文化

英会話に自信のない方、今まで文法しか学んでいなかった
方、チャレンジしてみませんか？ Let's enjoy English！
・I'm looking for the subway station.
・Are you going to watch the game tonight ?
・Would you like to come over for coffee ?
・Do you have any pets ?

プロフィールはP.37をご覧ください。

B

生活・社会

L-7

・Could you say that again, please ?
・How was your weekend ?
・How much is this sweater ?
・I live in an a apartment.
・Thank you for the chocolates.
・I'm looking for some souvenirs.・See you again soon！

A

文学・歴史

英会話に全く自信がないけれど、ネイティブ講師にもチャレ
ンジしてみたいという方のための一番やさしいクラスです。
基本的な文法や単語を確認しながら進めますので、少しず
つ自信が持てるようになるでしょう。
・Pleased to meet you！・How are you doing ?
・Here's a picture of my family.

プロフィールはP.37をご覧ください。

S

教育・心理
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〈英検4～3級レベル〉

たよね」体験を通して、眠りかけている記憶を呼び起こしましょ
う。忘れた頃にやり直すと効果抜群です。
皆様を笑顔にして英語を楽しんでいただくのが講師のモッ
トーです。どうか怖がらず、リラックスして英語をエンジョイし
ていただけたらと思います。卒業以来英語にふれていない方、
今期初めて受講される方でも安心してご受講いただけます。

聖徳講座

引き続き、『英会話超リアルパターン200＋入門編』の内容
を復習・充実させていきます。
本書の各ユニットでは、「I am very happy.」のような基本
例文5つを確認し、覚え、日本語訳からすぐに基本例文を言う
ことにより、それらを使ったリアルなやりとりの練習をします。
1回の授業で3～4ユニット進みます。「あ～、それ前にやっ

プロフィールはP.35をご覧ください。
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聖徳講座

S

教育・心理

A

文学・歴史
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生活・社会
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芸術・文化
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健康・スポーツ
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〈英検3級レベル〉
SOA講師

キッチン

Y

A.M.ガニエ

プロフィールはP.37をご覧ください。

聞くことを中心とし、さまざまな状況、話題にふれ、単語力
も身につけ、自信を持つことを目標としたコースです。
・Tell me about your family.
・I like classical music best.
・What blood type are you ?
・What a beautiful coat !
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・I'm taking a computer class these days.
・I'm going to wash the car.
・Do you remember when... ?
・We're flying out to Singapore.
・I like to read novels.
・I'm scared of snakes.

〈英検3級以上レベル〉

1/19、1/26、2/2、2/9、3/2、3/9、3/16、3/23（木・8回）
15：00～16：25 受講料 12,400円

たくさん伝えよう in English
SOA講師

鈴木

貴士

プロフィールはP.35をご覧ください。

毎回トピックを決めて、英語で自由に伝える練習をします。
間違いを恐れずに、楽しく気軽に英語で発表しましょう。必
要に応じて、講師がより良い英語表現をご紹介します。
慣れないうちは、日本文を考えてきていただくだけでも大丈
夫です。それを元に、講師がゆっくりと簡単な英語にしていき
ます。

L-13

〈英検3級以上レベル〉

【L-19】「英語でやりとりHALF&HALF」（P.23参照）とち
がい、説明は日本語で行いますので、ご安心ください。
トピックも、
「冬の想い出」「大物だなあ～、と思う人」「今、
旅したい土地」「あの人たちは今」などなどバラエティー豊か。
有益な情報交換の場にもなっています。
初回のトピックは、「新年の抱負」です。
1/16、1/23、1/30、2/6、2/20、2/27、3/6、3/13（月・8回）
15：00～16：25 受講料 12,400円

英語で巡る世界遺産
SOA講師

鈴木

貴士

プロフィールはP.35をご覧ください。

世界遺産関連の英語版ビデオを鑑賞し、文字通り英語で世
界遺産を巡ります。英語ナレーション部分は、講師が日本語
で要約・解説しますので、聴き取れなくても大丈夫です。大切
な表現、これぞという聴き取りポイントも紹介していきます。
映像と共に世界各地の歴史・文化・芸術・自然等を英語で
学ぶ醍醐味を体験できます。
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〈英検3～準2級レベル〉

SOA講師

また、受講生の皆様の旅行体験談をお聞きし、情報を共有
するとともに、こんな場面では何て言ったらいいのか、といっ
た実践的英会話表現も一緒に考えていきたいと思います。
ネイティブチェック済みの講師作成トランスクリプトを配付
しますので、授業で扱ったビデオをご自宅で見て、聴き取り練
習をなされば、リスニング力の飛躍的向上が期待できます。

1/21、1/28、2/4、2/18、2/25、3/4、3/11、3/18、3/25、4/1
（土・10回）9：00～10：25 受講料 15,500円

TALK！ TALK！ TALK！
もっと話せる英会話

A.M.ガニエ

プロフィールはP.37をご覧ください。

英語が読めても、しゃべれない！
そんな方は少なくないはずです。
ネイティブの講師が、使えるフレーズや単語をどんどん増や
していきます。
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〈英検3～準2級レベル〉

The teacher is there to help students understand
the new idioms or give students some new vocabulary
which they can use in class or hopefully outside of
class, too.

1/16、1/23、1/30、2/6、2/13、2/20、2/27、3/6、3/13、3/20
（月・10回）15：15～16：40 受講料 15,500円

やさしい英会話

学

K

1/21、1/28、2/4、2/18、2/25、3/4、3/11、3/18、3/25、4/1
（土・10回）10：45～12：10 受講料 15,500円

英会話初級

SOA講師

A.M.ガニエ

プロフィールはP.37をご覧ください。

旅行先や外国人と話す時に使うような、日常的な英語を学
ぶクラスです。
新しい単語の使い方など、基本的な英語が身につきます。
旅行や食べ物、家族、習慣について、一緒に学びましょう。
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〈英検準2級レベル〉

1/18、1/25、2/1、2/8、2/15、2/22、3/1、3/8、3/15、3/22
（水・10回）13：15～14：40 受講料 15,500円

“Hi！”から始める入門英会話

講座
1Day

元聖徳大学講師

We sometimes also compare Japanese customs with
Canadian customs. etc...

大木

忠郎

■テキスト：『Keep Talking』（新規）
“Do you like sports?”と聞かれ、“Yes, I do.”と答えただ
けで、あとが続かなかった経験はありませんか？ この講座では
会話を続けるさまざまな方法を学びます。
テキストは身近な15種の題材を扱い、次のような構成になっ
ています。

プロフィールはP.34をご覧ください。

●モデル対話――音声を聞き、ペアで練習
●会話のコツ――良い人間関係を築くためのコツの習得
●必要な語句――会話で使う表現の口頭練習
●練習 Task1 日本語的発想の会話例、Task2 リスニング
（ディクテーション）、Task3&4 語句の並べかえと応答、
Task5（＆6） ペアワーク／グループワーク
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〈英検準2級レベル〉

1/20、1/27、2/3、2/10、2/17、2/24、3/3、3/10、3/17、3/24
（金・10回）13：00～14：25 受講料 15,500円

やり直しのゆっくり英文法
元聖徳大学講師

大木

忠郎

プロフィールはP.34をご覧ください。

〈英検準2級レベル〉

1/17、1/24、1/31、2/7、2/14、2/21、2/28、3/7、3/14、3/28
（火・10回）19：00～20：25 受講料 15,500円

ステップアップ英会話
SOA講師

A.M.ガニエ

プロフィールはP.37をご覧ください。

使える英語を目指し、楽しく英会話をマスターしましょう。

〈英検準2級以上レベル〉

1/19、1/26、2/2、2/9、3/2、3/9、3/16、3/23（木・8回）
13：15～14：40 受講料 12,400円

英語でやりとりHALF & HALF
鈴木

貴士

プロフィールはP.35をご覧ください。
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〈英検準2級以上レベル〉

1/19、1/26、2/2、2/9、2/16、3/2、3/9、3/16、3/23、3/30
（木・10回）9：00～10：25 受講料 15,500円

Reading Modern British Short Stories
聖徳大学講師

セーラ・ホランド

〈英検準2級以上レベル〉

A.M.ガニエ

原書に親しみ英語力向上を目指す
―『赤毛のアン』
を読む―
中村

プロフィールはP.37をご覧ください。

In the past we've delved into global warming,
American politics, what we'll have for lunch, a movie
you should avoid seeing or an article you just have to
read. As well there will be vocabulary workouts, new
idioms, the occasional grammar lacuna pointed out,
etc..

1/20、1/27、2/3、2/10、2/17、2/24、3/3、3/10、3/17、3/24
（金・10回）15：00～16：25 受講料 15,500円

七重

村岡花子訳の『赤毛のアン』を愛読なさった方は多いと思
います。100年前にカナダで書かれ、今もなお世界中で読み
継がれている名作は、児童文学の範疇に入っていることもあり、
大人の原書講読の対象外とお考えの方が多いのではないで
しょうか。しかし、英文の解釈をめぐって時には議論が長く続
くこともあり、文化的・歴史的背景を知ることで初めて理解で
きる用語や文脈も多く、一言で言えば、充分挑戦しがいのあ

プロフィールはP.36をご覧ください。

る作品なのです。
Oxfordの原書を輪読で読み進めてきたこの講座も、9年目
に入りました。現在、全38章の約半数を読了したところです。
ご一緒に読み、問題点を考え、適切な日本語を選び、感想
を話し合う楽しい読書会です。各章が独立した物語構成なの
で、途中からのご参加も歓迎いたします。

K

Y
講座
1Day

元聖徳大学准教授

L

キッチン

〈英検準2級以上レベル〉

G

学

いま自分の持っている英語力をさらに上級へと向上させたい
方のために、リスニングなどを通じて、ネイティブ・スピーカー
に近い英会話を目指します。

L-22

the many interesting issues that come up in our
readings. Please join us for a rewarding English
experience!

語

SOA講師

F

プロフィールはP.35をご覧ください。

1/21、1/28、2/4、2/18、2/25、3/4、3/11、3/18、3/25、4/1
（土・10回）13：00～14：25 受講料 15,500円

英会話上級

C

健康・スポーツ

On this interactive course we read authentic British
short stories together. All stories are by well-known
authors. We can discuss aspects of British culture and

L-21

て “When was that ? ”“About 30 years ago.”などと自然
なやりとりをします。
また、Mt. Aso is a（
）.の空欄に当てはまる英単語を
選択肢から選ぶ問題で語彙を強化します（ここでの答えは
volcano火山です）。サラリーマン、有名人、カラオケなど、ト
ピックも豊富です。

芸術・文化

英語でやりとりする醍醐味を味わいましょう。基本、講義は
英語で進行し、ときどき日本語でお助けします。講師は英語力
が半分ネイティブだから、“HALF&HALF”です。
英文プリント中のイラストと質問を元に、即興で英語でやり
とりします。たとえば、水戸黄門のイラストを見て“Did you
watch this show on TV ? ”という質問に英語で答え、続け

B

生活・社会

SOA講師

A

文学・歴史

L-19

We look at unfamiliar vocabulary that comes up.
Sometimes the teacher may hand out an interesting
article from a newspaper or a language study sheet.

S

教育・心理

L-18

学者の説も引用して、語法の裏にひそむ話者の心理にも目を
向け、幅広く深い英文法観を育てます。
最後に短いエッセイを読み、文中で語法がどう活かされてい
るかに着目し、理解度チェックの設問に答えて応用力を高めま
す。
現在のテキスト終了後、新しいテキストを使用します。

聖徳講座

■テキスト：『Steady Steps』（継続）
テキストの構成に従って、まず文法のチェックポイントを学
習し、基礎事項の再確認をします。続く練習問題は、適語選択、
空所補充、誤文訂正、語順整序、英文和訳、和文英訳など、
AからFまで多種多様にわたっています。それらの問題を一つ
ずつ答え合わせして終わるのではなく、必要に応じて他の文法

L-23

聖徳講座

S

教育・心理

A

文学・歴史

B

生活・社会

C

芸術・文化

F

〈英検2級以上レベル〉
SOA講師

健康・スポーツ

語
学
キッチン

Y

プロフィールはP.37をご覧ください。

worlds, and imagining alternative presents and
futures.”
Let’s begin with the story on page 91 by Lacy M.
Johnson “How to Mourn a Glacier.”

▼ ドイツ語 ▼

L-24

〈独検5級レベル〉

1/16、1/23、1/30、2/6、2/13、2/20、2/27、3/6、3/13、3/20
（月・10回）13：00～14：25 受講料 15,500円

ドイツ語でコミュニケーション
SOA講師

笹原

健

プロフィールはP.35をご覧ください。

おもに初めてドイツ語を学ぶ方を対象に、コミュニケーショ
ン能力を身につけることに重点をおき、ドイツ語の初歩を学ん
でいきます。文法知識を少しずつ学びながら、平易なドイツ語
を理解し、日常生活でよく使われる表現や文を運用できること
を目標にしていきます。
12課構成のテキストを用いますが、ペースにはこだわらず進

L-25

〈独検4級レベル〉

SOA講師

めていきます（それに伴い、内容は変更することがあります）。
前期からの継続ですが、途中からの参加も歓迎します。折に
ふれ、ドイツの日常や文化の話もしていきます。
今期は、以下の場面で使える表現を中心に学んでいきます。
●日常の家事について ●身支度や身づくろいの表現
●興味・関心を述べる ●食材や料理、食文化について

1/16、1/23、1/30、2/6、2/13、2/20、2/27、3/6、3/13、3/20
（月・10回）10：45～12：10 受講料 15,500円

ニュースを読んで身につけるドイツ語
笹原

健

プロフィールはP.35をご覧ください。

ドイツ語を多少学ばれた方や、いちど学んだドイツ語をやり
直したい方を対象に、平易なドイツ語で書かれた短い音声つき
テキストを通して初級技能を身につけます（初めて学ぶ方も歓
迎です）。ドイツのウェブサイトNachrichtenleichtで提供され
ているテキストから厳選し、1～2回で読めるテキストをいくつ
も読んでいきます。目標は、基礎的なドイツ語を理解し、初歩

的な文法規則を使って日常生活に必要な表現や文が運用でき
ることとします。具体的には、トピック（政治・経済記事、文
化記事、国際記事、日本についての記事など）を選び、アクチュ
アルなドイツ内外の情報を提供していきます。
いまドイツで話題になっていることがらにふれたり、日本の
ことをドイツではどう報じられているかを学んでいきましょう。

▼ フランス語 ▼

L-26

〈入門レベル〉

1/16、1/23、1/30、2/6、2/13、2/20、2/27、3/6、3/13、3/20
（月・10回）11：00～12：25 受講料 15,500円

初めてのフランス語
聖徳大学名誉教授

小島

慶一

プロフィールはP.35をご覧ください。

un bel ami を un belle ami と書いたら、フランス人はまず
ペンを取り出して書き直すでしょう。millefeuille をミルフィー
ユと書いて発音したら、フランス人には1000人の娘と映りま
す。これは書く、読むことの基礎です。フランス語を多少勉強
したことがある方には最適かと思います。基礎的な動詞は終え
ていますが、復習しながら進めます。日常の簡単な会話文を

L-27

〈初心者レベル〉

基に文法を進めています。各課の終わりに問題練習をします。
早く進む必要はありません。10課あるうち半分くらいまで進ん
でいると思います。過去の言い回しもこれからです。皆さんが
納得する授業をしたいと思います。フランスに関わる話を交え
ます。積極的に楽しんでください。
※教科書『アミカルマン＜プリュス＞』（駿河台出版社）

1/16、1/23、1/30、2/6、2/13、2/20、2/27、3/6、3/13、3/20
（月・10回）15：15～16：40 受講料 15,500円

話せるフランス語
聖徳大学名誉教授

K

A.M.ガニエ

We will be reading “The Best American Travel
Writing 2020” by Robert MacFarlane.
“These stories provide not just remarkable
entertainment, but also, deep comfort; carrying hope,
creating connections, transporting readers to other

G

L

1/21、1/28、2/4、2/18、2/25、3/4、3/11、3/18、3/25、4/1
（土・10回）14：45～16：10 受講料 15,500円

Readers' Circle

小島

慶一

プロフィールはP.35をご覧ください。

外国語を耳で聞いて覚える方法は悪くはありません。ただ、
それを頻繁に使わなければ、すぐに忘れてしまいます。記憶し
たものを長く留めておくためには、記憶された言葉がなぜそう
なっているのかという理屈を知ることによって、必要な時に言
いたい言葉を自分で探し、作ることができます。
文法は大事なのです。音声はすぐに消えてしまいますので、

講座
1Day

L-28

〈初級レベル〉

文法を知って、言葉の全体像を知りましょう。
本講座では日常的な表現を覚え、話すための必要最小限の
理屈を学びます。初級・中級読み物として、簡単な推理小説『ル・
コリエ』（朝日出版社）を使い、半分くらい進んでいると思い
ます。文法を意識した、日常的フランス語の読み物です。実用
的なフランス語例文を練習して楽しみましょう。

1/21、2/4、2/18、2/25、3/4、3/11、3/18、3/25、4/1、4/8
（土・10回）14：35～16：00 受講料 15,500円

フランス語基礎
元聖徳大学教授

津田

満璃

フランス語の発音・リズム・綴り・文法の基礎を大切にし
ながら、ゆっくり進んでいます。
文法の基礎練習も、会話練習も少しずつです。基礎文法は、
日常的によく使われる範囲の音の慣れを作りながら練習してい
ます。そして、
日常会話も楽しみたいとゆっくり練習しています。
教科書は、基本文法練習用と会話練習用の2種類を使ってい

プロフィールはP.36をご覧ください。

ます。
授業のお休み期間がいつの間にか大変長くなり、受講者の
方々もフランス語圏に旅行ができない期間が続き、フランスが
少し遠く感じられるようになっています。もう一度、フランス語
に対する慣れをクラスで取り戻していきたいと思います。

L-29

〈中級レベル〉

1/16、1/23、1/30、2/6、2/13、2/20、2/27、3/6、3/13、3/20
（月・10回）13：30～14：55 受講料 15,500円

フランス語「歴史小説」
を読む
聖徳大学名誉教授

小島

慶一

プロフィールはP.35をご覧ください。

L-30

〈仏検4～3級レベル〉

上村

タンウォング

プロフィールはP.34をご覧ください。

L-31

〈仏検3級レベル〉

1/19、1/26、2/2、2/9、2/16、3/2、3/9、3/16、3/23、3/30
（木・10回）10：45～12：10 受講料 15,500円

Dites-le en français

元聖徳大学短期大学部講師

タンウォング

日常生活のテーマを通し、基礎的な表現と必要な文法のポ
イントを見直しながら、フランス語の楽しさを身につけます。
教科書は、『Vite et Bien2』を使用します。
１．Les vacances à la ferme ２．L’écologie
３．L’agriculture biologique a-t-elle du succès au
Japon? 4 ．Le platane est une fleur?

L-32

〈伊検5級程度レベル〉

1/19、1/26、2/2、2/9、3/2、3/9、3/16、3/23、3/30
（木・9回）11：00～12：25 受講料 13,950円

イタリア語入門3

多摩美術大学講師

小島

友仁

1/19、1/26、2/2、2/9、3/2、3/9、3/16、3/23、3/30
（木・9回）15：15～16：40 受講料 13,950円

イタリア語旅行会話7
小島

友仁

L-34

〈学習1年以上レベル〉

1/19、1/26、2/2、2/9、3/2、3/9、3/16、3/23、3/30
（木・9回）13：30～14：55 受講料 13,950円

イタリア語中級3

小島

友仁

文法をひととおり学んで、辞書を使って現代のイタリア語を
読みたいという方が対象のクラスです。
取り上げる素材は、参加する方の興味に応じて選んでいます。
現代の短編など、比較的平易な文学作品から取り上げてきま
したが、雑誌記事や古典のよく知られた箇所、現在のニュース
などの素材も、受講者の希望も聞きながら教材にしていきます。

プロフィールはP.35をご覧ください。

また、好きなイタリア映画の印象的な場面を繰り返し聴いて、
セリフを読みとる試みも毎回行っています。
いろいろな文章にふれることで、イタリア語の知識やイタリ
アについての理解が深まることを期待しています。イタリアのど
んな面を深く知りたいか、自分なりの目標をもって参加してく
ださい。

K

Y
講座
1Day

多摩美術大学講師

えます。
文法や単語だけでなく、イタリアの店やホテルなどで会話を
する状況や、訪れる遺跡などにまつわる歴史のことなどもお話
ししながら進めていきます。
イタリアの鉄道や音楽グループについてなど、得意な分野で
詳しい知識のある楽しい仲間たちが待っています。

L

キッチン

旅行でイタリア語を使いたい方が対象です。この2年間、海
外旅行ができない状況が続いていますが、この期間はじっくり
と現地のことを調べたり、語学力とイタリアについての知識を
深める時間と考えて活用しましょう。
どんな旅行をしたいか想像しながら参加してください。言葉
は実用的な表現を中心に、自信をもって自然に言えるように覚

プロフィールはP.35をご覧ください。

G

学

多摩美術大学講師

旅行での会話など、いずれ必要になりそうな言い方が何か
想像しながら、いっしょに楽しく学んでいきましょう。
会話をしたい方も、原文で読みたい方も、最初は同じところ
から学んでいきます。コロナも終わりが見えて、もうすぐ旅行
できます。それまでに基本を身につけておきましょう。
文法の初歩の学習経験がある方は、
今期からの参加も可能です。

F

語

〈初心者～中級レベル〉

プロフィールはP.35をご覧ください。

C

健康・スポーツ

イタリア語を始めてみませんか。この講座は、初めての方対
象クラスの3期目です。旅先での会話や読書にまず必要な基本
を短期間で身につけます。講師作成の教科書を使い、文の組
み立ての理解と美しい発音に慣れ親しむことに重点をおきます。
Ⅱ期は教科書の10課まで学びました。今までの復習をして
から、動詞活用を主に続けていきます。

L-33

５．Utilisation de *SI* , *QUAND* et *NE...QUE*
６．Si nous ne sommes pas trop fatigués...
７．Discussion sur la protection de l’environnement
８．Le petit prince
９．Décrivez un paysage de votre pays que vous
aimez. 10．Bilan

芸術・文化

▼ イタリア語 ▼

プロフィールはP.34をご覧ください。

B

生活・社会

上村

５．Non à la pollution par la voiture
６．Tu trouves ça normal de chanter au travail?
７．Consignes de sécurité
８．Règlements dans les lieux publics
９．Les bonnes manières et les interdits au Japon
10．Bilan

A

文学・歴史

フランス語の基礎（会話、文法、発音）を学びましょう。
聞き取りも行います。教科書は、
『INTERACTIONS 3』です。
１．Révision
２．Ça vous dérange si je téléphone ?
３．C’est interdit de fumer ici?
４．Est-il possible de faire du skate-board ici?

S

教育・心理

1/19、1/26、2/2、2/9、2/16、3/2、3/9、3/16、3/23、3/30
（木・10回）9：00～10：25 受講料 15,500円

楽しくフランス語

元聖徳大学短期大学部講師

作の一つとされています。本教科書は短く纏められ、読みやす
くなっています。ただ訳すだけでは、技術的な日本語の勉強で
しかありません。フランス語らしく読めると同時に、歴史文化
にふれたいと思います。

聖徳講座

父デュマの『モンテ＝クリスト伯』をⅡ期で読み終え、12世
紀宮廷風ロマンの『トリスタンとイズー』（B6版72ページ、朝
日出版社）を読み進めています。
ケルト起源の愛の伝説物語で、フランス中世文学の最高傑

▼ スペイン語 ▼
L-35

〈入門レベル〉

聖徳講座

S

教育・心理

A

SOA講師

文学・歴史
生活・社会

C

芸術・文化

F

健康・スポーツ

G

語

L

L-36

〈入門レベル〉

“セロ”から始める入門スペイン語

学
キッチン

Y

貴子

プロフィールはP.36をご覧ください。

モレノ

今期は、『¡Acción! Primeros pasos（アクシオン！《ライ
ト版》）』を使用します。
9課：ネットで繋がる 10課：旅行の計画を立てる
11課：趣味について話す 12課：生活習慣と体調を述べる
予習はまったく必要ありません。毎回の授業内での練習を通
して楽しく表現を学んでいきましょう！

1/21、1/28、2/4、2/18、2/25、3/4、3/11、3/18、3/25、4/1
（土・10回）11：10～12：35 受講料 15,500円

由佳

プロフィールはP.37をご覧ください。

令和4年5月から始まったばかりの、スペイン語を初めて学
ぶ方が対象のクラスです。数字の「0（ゼロ）」のことをスペイ
ン語では「セロ」といいます。身のまわりの簡単なことを表現
できるようになることが目標です。語学を習うのが初めて、英
語を学習したが苦手だった、という方にも安心していただける
ように、スペイン語の音やリズムに親しみながら、分かりやす

L-37

〈DELE A2レベル〉

くゆっくり学習します。スペイン語を習いたいと思っていたけれ
ど、なかなかきっかけがなかった方、今がチャンスです。
★使用教材『ELE ACTUAL A1』
Lección3：職業の言い方、数（1～100まで）、どこに住んで
いるか Lección4：TúとUsted、 友 達 ／ 同 僚を紹 介する、
ser動詞とestar動詞
1/18、1/25、2/1、2/8、2/15、2/22、3/1、3/8、3/15、3/22
（水・10回）9：15～10：40 受講料 15,500円

スペイン語基礎会話1
SOA講師

モレノ

由佳

プロフィールはP.37をご覧ください。

スペイン語を始めて2～3年になるクラスです。入門（A1レ
ベル、現在形まで）の教科書を終え、前期から新しく基礎（A2
レベル）の教科書に入ったばかりです。スペイン語をよく聴き、
自分の口から話す練習をたくさんします。日常的なことをスペ
イン語で話せるようになるのが目標です。コロナ禍でスペイン
語のクラスに来られなかった方、今年から再出発しませんか？
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〈DELE A2レベル〉

SOA講師

モレノ

由佳

プロフィールはP.37をご覧ください。

スペイン語を始めて3～4年になるクラスです。スペイン語の
初歩的な内容（A1レベル、現在形まで）が分かる方を対象と
します。基礎レベル（A2、過去形を含む）の内容を少しずつ
進めていきます。スペイン語を少し読んで理解することはでき
るけれど、実際の「会話」にはいたらない、という方にもおす
すめのクラスです。今期は、現在完了形などを学習します。
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〈DELE A2レベル〉

★使用教材『ELE ACTUAL A2』
Lección5：Experiencias y opiniones
（経験、意見の言い方）
－¿Has estado alguna vez en México?
－Estoy de acuerdo contigo.
Repaso：Lección 1～5の復習
1/18、1/25、2/1、2/8、2/15、2/22、3/1、3/8、3/15、3/22
（水・10回）13：00～14：25 受講料 15,500円

スペイン語初級会話
モレノ

由佳

プロフィールはP.37をご覧ください。

主に直接法を使いながら、実際の場面でスペイン語を「話す」
練習をするクラスです。現在形、現在完了形、点過去、線過
去を使い分けながら、さまざまな表現方法を学習します。
今期から新しいテキストを使用し、今まで学習したことをよ
り深めていきます。受動的に「読み理解する」ことよりも、能
動的に「相手に意思を伝える」ことを強化します。
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★使用教材『ELE ACTUAL A2』
Lección3：Comidas（食べ物について）－Un paquete de
sal/arroz －¿Me trae más pan, por favor?
Lección4：Ha sido un día normal.（普段とかわらない1日
でした）－Hoy he estudiado mucho. －Es que hemos
perdido el tren.

1/18、1/25、2/1、2/8、2/15、2/22、3/1、3/8、3/15、3/22
（水・10回）11：00～12：25 受講料 15,500円

スペイン語基礎会話2

SOA講師

K

松平

今期は、スペイン語の1番のポイントとなる動詞について引
き続き学習を進めていきます。基本となる文法をしっかり学習
し、正しく動詞を活用させ、1文を正しく組み立てられること
を目指します。その後、実際の使用場面をイメージしながら単
語を入れ替え応用させて、確実に使えるように練習をしていき
ます。直説法現在をマスターすることが目標です。

SOA講師

B

1/19、1/26、2/2、2/9、2/16、3/2、3/9、3/16、3/23、3/30
（木・10回）13：00～14：25 受講料 15,500円

はじめてのスペイン語3

〈西検4級、DELE B1レベル〉

講座
1Day

1/19、1/26、2/2、2/9、2/16、3/2、3/9、3/16、3/23、3/30
（木・10回）14：45～16：10 受講料 15,500円

スペイン語初級

SOA講師

★使用教材『Aula Internacional（A2）』
Unidad 1: EL ESPAÑOL y TÚ -¿Cuánto hace que
estudias español? -A mí me cuesta un poco la
gramática.
Unidad 2: UNA VIDA DE PELÍCULA -Cambié de
trabajo hace dos años. -Fui al cine la semana pasada.

松平

貴子

この講座は、直説法と接続法現在の活用や用法は学習した
経験があるが、まだ使いたい動詞の活用がさっと出てこない、
あるいは活用は覚えていても、正しい使い分けが難しいと感じ
る方を対象とします。既習文法を再確認し、正しく使えるよう
になることや、日本語の直訳ではなく、スペイン語らしい表現
を使うこと、正確な文を組み立てることに重点をおきます。

プロフィールはP.36をご覧ください。

さまざまなテーマのテキストにふれながら、語彙力・表現力
のアップも図ります。予習は必要ありません。毎回の授業内で
の色々なアクティビティを行いながら定着を目指しましょう。
テキストは、『BITÁCORA 3 NUEVA EDICIÓN』です。
・Unidad 11: VER, LEER Y ESCUCHAR
・総まとめ
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〈DELE B1レベル〉

1/18、1/25、2/1、2/8、2/15、2/22、3/1、3/8、3/15、3/22
（水・10回）14：45～16：10 受講料 15,500円

スペイン語中級会話
SOA講師

モレノ

由佳

プロフィールはP.37をご覧ください。

〈DELE B2レベル〉

1/19、1/26、2/2、2/9、2/16、3/2、3/9、3/16、3/23、3/30
（木・10回）13：00～14：25 受講料 15,500円

スペイン語中級（読むこと・きくこと）
SOA講師

カルロス

安達

プロフィールはP.35をご覧ください。
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〈DELE C1レベル〉

1/19、1/26、2/2、2/9、2/16、3/2、3/9、3/16、3/23、3/30
（木・10回）10：30～11：55 受講料 15,500円

スペイン語中上級（読むこと・きくこと）
カルロス

安達

プロフィールはP.35をご覧ください。
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〈DELE C2レベル〉

５．Fábrica en manos de robots
６．¿Qué es realmente sostenibilidad?
７．Recesión: ¿Un impulso para la renovación?
８．Élite y contaminación
９．Corrupción
10．Resumen
1/19、1/26、2/2、2/9、2/16、3/2、3/9、3/16、3/23、3/30
（木・10回）14：45～16：10 受講料 15,500円

スペイン語上級

SOA講師

カルロス

安達

▼ ポルトガル語 ▼

SOA講師

茨木

1/21、1/28、2/4、2/18、2/25、3/4、3/11、3/18、3/25、4/1
（土・10回）13：15～14：40 受講料 15,500円

ルビー

〈中級レベル〉

Prezados amigos. Iremos revisar:
・alguns pontos da gramática
・praticas em conversação e audição
・expressões populares usadas em conversações
Sempre num clima de humor e alegria! Venha fazer
parte da nossa turminha! Esperamos você!

庄司

アメリア

このクラスはある程度、ポルトガル語が話せるクラスとなっ
ております。楽しくポルトガル語を話しましょう。もちろん文法
も解説いたします。レッスン内容は以下の通りです。
★ポルトガル語の敬語の使い方を紹介します
例文：Prefiro ficar aqui.
ここにいるほうがいい。

プロフィールはP.35をご覧ください。

Preferiria ficar aqui.
どちらかというと、ここにいたいんですが。
★翻訳の仕方にトライしてみましょう。 ★リスニング
ラテン的な雰囲気で楽しくポルトガル語を学べるクラスと
なっております。お気軽にご参加してみませんか。

K

Y
講座
1Day

SOA講師

L

プロフィールはP.34をご覧ください。

1/21、1/28、2/4、2/18、2/25、3/4、3/11、3/18、3/25、4/1
（土・10回）10：45～12：10 受講料 15,500円

ポルトガル語中級

G

キッチン

ある程度基礎的なところはもう習っているクラスですので、
入門的・基礎的な一部分は少しご自分で頑張っていただきた
いのですが、お手伝いはいたします！
基礎の復習もしていきますので、一緒に楽しくブラジルポル
トガル語を学びましょう！
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３．Refugiados climáticos
４．Medicinas psicodélicas
５．Las mafias de la basura
６．Aceite de oliva falso
７．Cuba pide cambios ８．¿No más PIB?
９．Peligros cósmicos 10．Vivienda colaborativa

学

楽しく学ぶ
ポルトガル語のレベルアップ講座！

プロフィールはP.35をご覧ください。

語

L-45

〈初中級レベル〉

F

健康・スポーツ

Anális y lecturas de temas relacionados con la
cultura hispánica. Refuerzo del vocabulario y
comprensión auditiva a través de audios y lecturas de
la prensa.
１．Nuevas directrices con la covid
２．Salvar al planeta de la desertificación

C

芸術・文化

Curso dirigido a estudiantes con conocimientos de
modo indicativo y subjuntivo. Refuerzo del vocabulario
y la gramática a través de audios cortos de la radio y
la televisión.
１．Introducción ２．Iglesia católica
３．El oro verde ４．Nomofobia

B

生活・社会

SOA講師

３．Melones caros ４．La jornada laboral
５．Mascotas con pasaporte ６．Préstamo bancario
７．Los primitivos inventaron la cerveza
８．El hombre pollo ９．Farsante cardiaco
10．Resumen

A

文学・歴史

Curso dirigido a estudiantes con conocimientos del
modo indicativo y subjuntivo. Refuerzo del vocabulario
y la gramática a través de audios de la radio y la
televisión.
１．Introducción ２．Reciclaje de plásticos

S

教育・心理

L-42

ン語の小説を少しずつ読む時間をとるようにします。
★使用教材 ①『Tema a tema B1』
Tema 11：El sistema laboral español
Tema 12：De cine, en español
②『Alquimista』Paulo Coelho
『アルケミスト～夢を旅した少年～』 パウロ・コエーリョ

聖徳講座

今までに学習した直説法および接続法を使い、実際の場面
でスペイン語を「話す」ことを目標とするクラスです。
スペイン語の中級（B1レベル、接続法を含む）の内容を学
習します。どのような表現方法を使えば、より相手に自分の言
いたいことが伝わるのか、を学習します。
また、生徒の皆様のリクエストにお応えし、今期からスペイ

▼ 中国語 ▼

聖徳講座

S

教育・心理

A
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〈入門レベル〉

1/21、1/28、2/4、2/18、2/25、3/4、3/11、3/18、3/25、4/1
（土・10回）13：00～14：25 受講料 15,500円

ニーハオ！ ピンイン入門
SOA講師

文学・歴史
生活・社会

C

芸術・文化

F

健康・スポーツ

G

語

L

学
キッチン

K

Y

葵花

プロフィールはP.35をご覧ください。

中国語をはじめて学ぶ初心者向けの講座です。ピンインから
学びます。母音、子音の読み方についてていねいに勉強した
後で、1課～3課の単語を用いて、発音の練習をゆっくりします。
その上で、動詞述語文や形容詞述語文、「吗」疑問文、反復
疑問文などの文法についても学びます。
また、簡単な実用会話の習得も目指します。テキストは、
『話
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〈中検4級レベル〉

韓

葵花

プロフィールはP.35をご覧ください。

中国語を1年以上勉強し、基礎文法が理解できる方が対象
です。文法を勉強しながら、ことわざについて学びます。
日本にも中国にもことわざはありますが、ことわざには人々
の智慧が込められています。中国のことわざは、会話や議論の
中でよく使われており、自分の意見や主張の根拠として取り上
げていますので、表現力が豊かになります。
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したくなる中国語』
（朝日出版社）を使用します。今期は、2ペー
ジから学びます。
●発音
●お名前
●これはあなたの本ですか 【这是你的书吗？】
●日本語は難しいですか 【日语难不难？】

1/21、1/28、2/4、2/18、2/25、3/4、3/11、3/18、3/25、4/1
（土・10回）9：00～10：25 受講料 15,500円

中国語初中級

SOA講師

B

韓

〈中検3級レベル〉

テキストは、『中国の智慧 ことわざで学ぶ初中級中国語』
（朝日出版社）を使用します。今期は、第6課から学びます。
●にわか仕込みであっても、少しは役に立つ【 临阵 磨 枪，不
快也光】●家にいる時は親を頼りにし、家を離れては友達を
頼りにする【在家靠父母，出 门 靠朋友】●病は口から入り、
禍は口から出る【病从口入，祸从口出】 など

1/21、1/28、2/4、2/18、2/25、3/4、3/11、3/18、3/25、4/1
（土・10回）A 10：45～12：10 B 15：00～16：25 受講料 15,500円

中国語中級A、B
SOA講師

韓

葵花

プロフィールはP.35をご覧ください。

中国語を2年以上勉強し、ある程度の中国語の基礎（文法、
語彙）がある方が対象になります。テキストは、『中国語口語
コンプリート 中級レベル』（朝日出版社）です。日常生活で
よく使う表現を自然な会話で学ぶことができますので、口語に
自信をつけることを目指します。また、HSK検定試験の3～4
級レベルの基礎知識を学びますので、HSK検定試験を目指す

方にも役に立つと思います。
我们一起学汉语吧！ 今期は、第1課から学びます。
・趣味
【爱好】 ・季節 【季节】
・謝る
【道歉】 ・おごる 【请客】 など。
※AとBは同じ内容です。

▼ 韓国語 ▼
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〈読める方対象レベル〉

1/18、1/25、2/1、2/8、2/15、2/22、3/1、3/8、3/15、3/22
（水・10回）9：00～10：25 受講料 15,500円

韓国語「まっさら会話入門」
SOA講師

・

金

鎭國

プロフィールはP.35をご覧ください。

「－요」の読みの練習と単語２つが基本の会話を学びます。
日本語と韓国語は、
「①韓国②に③行って④しゃべりましょ
う」というように語順が同じです。
とても学びやすいです。
さあ！ 一緒に始めませんか！

L-51

〈学習1年以上の方対象レベル〉

金

鎭國

講座
1Day

〈学習１年以上の方対象レベル〉

プロフィールはP.35をご覧ください。

1/19、1/26、2/2、2/9、2/16、3/2、3/9、3/16、3/23、3/30
（木・10回）10：45～12：10 受講料 15,500円

ソウルで使える簡単な韓国語会話
SOA講師

・

●2つ3つの単語をきく、話してみる
●背景づくり：韓国へ行きたいんだけど、春がよいですか。
●順序：ドラマをみて、洗濯をして、コーヒーを飲みます。
●因果関係：春だから、花を見に行きます。
●日韓ことばのおもしろみ
※「個々に合わせた」レベル、内容で行っています。

韓国語が読めれば、どなたでも大丈夫です。
右に挙げている事項の練習が基本です。
ドラマでも、何を言っているのかが聞こえてきます。
楽しくなってきます！
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・

1/18、1/25、2/1、2/8、2/15、2/22、3/1、3/8、3/15、3/22
（水・10回）10：45～12：10 受講料 15,500円

韓国語会話初級

SOA講師

●短い会話をたくさんしよう
●「食べる、食べます、食べますか」の練習
●「アンニヨンハセヨ」の「（－요）」の練習
●韓国の人と言葉を往来させよう
●日本語と韓国語について
※「個々に合わせた」レベルで行っています。

金

鎭國

単語が読めれば、どなたでも参加できます。
お互いが耳で韓国語を捉えて、それを使って会話します。
（ソウルでの自分を意識します）
●韓国人と日本人で韓国語をたくさん往来させる
●「キムチでした」「キムチではなかった」、過去形

プロフィールはP.35をご覧ください。

●「キムチを作らない」
「キムチを食べない」、否定形
●「おいしいキムチだ」「食べたことがあるキムチだ」、活用形
●「おいしく食べられます」、可能形
●日韓の文化と言葉
※「個々に合わせた」レベル、内容で行っています。
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〈学習1年以上の方対象レベル〉

1/19、1/26、2/2、2/9、2/16、3/2、3/9、3/16、3/23、3/30
（木・10回）13：00～14：25 受講料 15,500円

韓国語をヒアリングからスピーキングへ
SOA講師

金

鎭國

プロフィールはP.35をご覧ください。

〈学習１年半ほどの方対象レベル〉

1/19、1/26、2/2、2/9、2/16、3/2、3/9、3/16、3/23、3/30
（木・10回）9：00～10：25 受講料 15,500円

韓国ドラマなどが聞きとれる韓国語会話
SOA講師

金

鎭國
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●「あったことのさまざまな言い方」
●「困った時のさまざまな言い方」
※「個々に合わせた」レベル、内容で行っています。

〈学習1年半ほどの方対象レベル〉

1/20、1/27、2/3、2/10、2/17、2/24、3/3、3/10、3/17、3/24
（金・10回）10：15～11：40 受講料 15,500円

韓国人と往来会話韓国語（初級）
金

鎭國

目的のための会話のほか、「もう一言」を目指します。
たとえば、タクシーの運転手さんに「東大門（ドンデモン）
に行ってください」だけでなく、
「お店が多いですね、安いもの
はありますか、日本語は通じますか、キムチがおいしい所を教
えてください」などの往来会話を学びます。
〈学習2年以上、
ハングル検定5～4級レベル〉

韓国語会話（初・中級）

SOA講師

朴

1/17、1/24、1/31、2/7、2/14、2/21、2/28、3/7、3/14、3/28
（火・10回）10：30～11：55 受講料 15,500円

鍾花

ミョンドン

ホテルで、食堂で、
明洞で、
タクシーで、
韓国語をしゃべろう！
（近中級）
金

1/20、1/27、2/3、2/10、2/17、2/24、3/3、3/10、3/17、3/24
（金・10回）13：00～14：25 受講料 15,500円

鎭國

〈学習2年ほどの方対象レベル〉

人と人をつなぐ韓国語会話（近中級）
金

●食の話
●お天気の話 など
※「個々に合わせた」レベル、内容で行っています。
※資料持ち込みOKです。

1/21、1/28、2/4、2/18、2/25、3/4、3/11、3/18、3/25、4/1
（土・10回）10：30～11：55 受講料 15,500円

鎭國

「和製韓国語ではなく、韓国人が話す韓国語」を目指してい
ます。
もし、覚えた単語が思い出せなかったら…どうしましょう！
どうにかできます。
●日韓の話題
●趣味など好きなことの話
●「食」、「メニュー」の話

プロフィールはP.35をご覧ください。

●「お金」の話
●「健康」の話
●「旅行」の話 など
※メールも意思を伝える手段の1つなので、活用します。
※「個々に合わせた」レベル、内容で行っています。
※資料持ち込みOKです。

L

K

Y
講座
1Day

SOA講師

プロフィールはP.35をご覧ください。

G

キッチン

会話中に文法も聞き取りも習得します。
あまり細かいことは気にせず取り組めば、上手になります。
●観光地の話
●日韓の話題
●暮らしの話

L-58

●新聞などの記事の内容をまとめて話す
「誰が、いつ、どこで、何を、なぜ、どのように」
●いろいろな音を表す言葉
「チゲがぐつぐつ煮えてきた。」「雨がざあざあ降っている。」
●得意な料理のレシピを紹介する
「炒めたり、チゲに入れたりして食べる。」

学

SOA講師

プロフィールはP.36をご覧ください。

語

L-57

F

健康・スポーツ

この講座は初級レベルが終了して、より自然な韓国語表現と
流暢に自分の考えを話したい学習者のための講座です。
初級文法を復習し、基本文型から段階を追ってゆっくりと文
型練習をしていきます。「話す」「聴く」「読む」「書く」の4つ
の活動を興味深いトピックを話題にして、自分の考えを述べら
れるように表現力のアップを目指します。
〈学習2年ほどの方対象レベル〉

●「乗り物」の表現 ●「旅行」の表現
●「食べる、飲む」の表現 ●「自分の話」の表現
●「質問」の表現 など
日韓の話や経験談など、盛りだくさんで進めていきます。
※「個々に合わせた」レベル、内容で行っています。
※資料持ち込みOKです。

C

芸術・文化

L-56

プロフィールはP.35をご覧ください。

B

生活・社会

SOA講師

A

文学・歴史

ドラマで聞きとれる言葉が増えていきます。
●「単語2つ3つが基本」の聞きとり練習
●「やりたい！ 欲しい！」などの言いたい表現
●電車やバスなどの利用の表現

プロフィールはP.35をご覧ください。

S

教育・心理

L-54

●「言い始める時」の表現 例：「辛いんだけど…」
●「理由」の表現 例：「辛いからおいしい」
●「～してこそ良い」の表現 例：「食べてこそ元気だ」
両国の文化を知ることができます。
※「個々に合わせた」レベル、内容で行っています。

聖徳講座

「大体こんなことを言っているのかなぁ」という風に聞くので
はなく、「ひとつひとつの単語」をしっかり聞きます。
聞いてわかるものが増えていきます。
●聞いた単語を活用する
●「キムチが食べられなかった」、可・不可の表現
●「おいしいのがキムチだ」という類の表現

L-59

聖徳講座

S

〈学習3年以上、
ハングル検定4～3級レベル〉

韓国語会話（中級）

SOA講師

朴

1/17、1/24、1/31、2/7、2/14、2/21、2/28、3/7、3/14、3/28
（火・10回）13：15～14：40 受講料 15,500円

鍾花

プロフィールはP.36をご覧ください。

韓国語の語彙や文型がある程度理解できる方が対象です。
ひと通り学んだものの、会話と発音が苦手な方のために、
実生活でよく使われる表現を声に出して練習します。
語彙や文型を入れ替え、表現力とコミュ二ケーション能力を
着実に身につけていくクラスです。

教育・心理

A

文学・歴史

B

生活・社会

C

芸術・文化

F

L-60

〈学習3年以上、
ハングル検定3級以上レベル〉

中・上級者のための韓国語会話

SOA講師

健康・スポーツ

語

L

学

鍾花

プロフィールはP.36をご覧ください。

L-61

「ハングル能力検定試験3級」
合格を目指そう！

近づけるようにします。文章のテーマは、身近な話から社会問
題まで取り上げているので、韓国人の生活や考えを理解する
のに役立ちます。
授業は主に韓国語で行い、補足として日本語を使用します。
韓国語の常用フレーズを丸ごと覚えて、話す力や聞く力を磨い
ていきましょう。
1/18、2/1、2/15、3/1、3/15（水・5回）
13：00～14：25 受講料 7,750円

SOA講師

金

鎭國

プロフィールはP.35をご覧ください。

ハングル能力検定試験3級の合格を目指す皆さんをお手伝いします。過去問題を使って、傾向と対策を指導いたします。合格を
目指して一緒に学びましょう！

L-62

「ハングル能力検定試験準2級」
合格を目指そう！

1/21、2/4、2/18、3/4、3/18（土・5回）
13：00～14：25 受講料 7,750円

金

鎭國

プロフィールはP.35をご覧ください。

ハングル能力検定試験準2級の合格を目指す皆さんをお手伝いします。過去問題を使って、傾向と対策を指導いたします。長年、
韓国語を学んだ方には、さらなる自信を持たせてくれるレベルです。問題を解くコツも大事になってきます。合格を目指して一緒
に学びましょう！

K-1

中国茶・台湾茶を楽しく、美味しく！
中国政府認定 高級茶藝技師

山本

13：00～14：25

由美子

前半の時間では、毎回選りすぐりのお茶を2種類ご紹介いた
します。中国茶器を使ってていねいに淹れて、皆さんに飲んで
いただきます。味、香り、水色、余韻、個性、特徴をぜひお
楽しみください。
後半は、中国茶器を使って、皆さんにも実際にお茶を淹れ

1/17、2/21、3/28（火・3回）
受講料 9,150円（内・教材費 4,500円）

プロフィールはP.37をご覧ください。

ていただきます。初めての方も、心配はいりません。1からしっ
かりとお教えいたします。自分で淹れてみると、お茶が身近に
感じられて、興味がさらにわいてくると思います。
お茶の産地情報も交えながら、楽しさを体験してみてくださ
い。

キッチン

K

1/17、1/24、1/31、2/7、2/14、2/21、2/28、3/7、3/14、3/28
（火・10回）15：00～16：25 受講料 15,500円

この講座は初級学習が終了して、日常でよく使われる言葉、
文章であれば十分理解でき、意思伝達がある程度可能な方が
対象です。
韓国文化、風習、社会のできごと、韓国ドラマなどにふれ
ながら、韓国のさまざまな姿をわかりやすく説明します。
CDを聞いて、語彙や表現を学び、ネイティブのスピードに

SOA講師

G

朴

文型の練習
●「駅に行ったら汽車は既に出発してしまった。」
●「夢を叶えようとしたら、その分努力が必要だ。」
●「肉料理と言っても、
どうやって料理したかによって味が違う。
」
●「頑固さに関しては父の右に出る者はいない。」
●「ただ会社の指示に従っただけだ。」
●「お隣さん同士、助け合いながら暮らさなければ。」
●「長く住んでいるうちに情が移ってしまった。」

Y
講座
1Day
「中1数学をもう一度」

「中国茶・台湾茶を楽しく、美味しく！」

「松戸・常磐線沿線（千葉県）
の
歴史と地理を探る」

