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語学講座

!

中
受講者募集

◎ 締切：3月7日（火）必着 ◎対象：16歳以上 ◎定員：各25名
◎ 申込方法：往復はがき（1枚につき1名、１講座）に
①講座名 ②受講者名（フリガナ） ③住所 ④電話番号を記入
※ 返信はがきにも、住所・氏名をご記入ください。
※定員を超えた場合は抽選
※受講料にテキスト代は含まれていません。

講座名

英語でディスカッション
（準上級レベル）

中級英会話A
（英検準2級レベル）

初級英会話 A（基礎編）
英語で話そう （準中級）
初級英会話 B（基礎編）
スペイン語
初級英会話 C (旅行編）
ビジネス英語 （準中級）
おもてなし中国語
（ピンインが読める方対象）

中級英会話B
（TOEIC400～500程度）

期間・曜日・時間・受講料
4月4日～6月27日（12回）
火曜 午前10時半～12時
18,510円（税込）
4月12日～8月23日（18回）
水曜 午後7時～8時半
27,770円（税込）
4月13日～8月24日（18回）
木曜 午前11時～午後12時半
27,770円（税込）
4月13日～8月24日（18回）
木曜 午後1時～2時半
27,770円（税込）
4月13日～8月24日（18回）
木曜 午後6時半～8時
27,770円（税込）
4月14日～7月7日（12回）
金曜 午前10時～11時半
18,510円（税込）
4月8日～9月9日（18回）
土曜 午前11時～午後12時半
27,770円（税込）
4月15日～7月29日（12回）
土曜 午後1時15分～2時45分
18,510円（税込）
4月15日～9月9日（18回）
土曜 午後3時～4時半
27,770円（税込）
4月15日～9月9日（18回）
土曜 午後5時～6時半
27,770円（税込）

講師
ルース・ファロン
慶應義塾大学講師
ジョン・プラスキー
東京女子大学講師
スティーブ・リア
玉川大学准教授
スティーブ・リア
玉川大学准教授
ジョナサン・キャンベル
フェリス女学院大学講師
山城 リタ
慶應義塾大学講師

内容
新聞などの生教材を使用し、
「世界の文化と社会」について
ディスカッションを楽しみます。
DVDなどの教材も使いながら、
英語力、会話力を伸ばして
いきます。
基礎英語を身につけます。
わかりやすく実践的な
初級英会話クラスです。
準中級から中級への文法をマ
スターしながら、さまざまな
トピックで会話をしましょう!
基礎英語を身につけます。
わかりやすく実践的な
初級英会話クラスです。
直説法現在形の基礎的文法が
わかり、簡単な自己紹介等がで
きる方が対象です。

スティーブ・リア
玉川大学准教授

旅行で使う英語を通して、英語
の基礎を学びましょう!

ジョン・デュプリス
（立教大学講師）

顧客や同僚と話すとき、ビジネ
スメールなど、多様な場面に
備えた「ビジネス英語」です

高 偉建 （こういけん）
慶應義塾大学講師

日本のことを紹介して、
会話の幅を広げましょう。

トレバー・モレイ
日本大学講師

時事問題英語も学ぶ実用的な
クラスです。たくさん話して力を
つけましょう。

※ 上記の語学講座はすべて半期ごとの内容で、年間を通した継続講座はありません。
また、上記の内容に変更が生じる場合があります。
※ お申込みの際の個人情報は、講座の運営以外の目的では使いません。
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「起震車」、消火器、 A E D の体験

◆

災害用伝言ダイヤル「171」の体験

◆

火事になった時の 煙 を体験

◆

「身近な備え」紹介

◆

「漆黒の暗闇」体験
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日程：3月28日（火）29日（水）30日（木）

◎定員：各クラス15名（抽選） ◎場所：国際交流センター ◎受講料：3,080円（教材費込）
◎申込：往復ハガキ（①氏名 ②ふりがな ③希望教室名 ④学年（年齢） ⑤住所
⑥日中連絡がつく電話番号 ⑦返信の宛先は住所・保護者名を明記) 3月9日（木）必着
教室名

対象年齢

時間

講師

こども英語Ａ

現小学1年生

午前9時50分～10時50分

こども英語Ｂ

現小学2、3、4年生

午前11時～正午

こども韓国・朝鮮語
※初開催 !! ※

5才～現小学5年生
（保護者入室可）

午後1時～2時

◆ボニー・マックルーア
〈アメリカ出身・語学講師〉
いじょんすく

◆李貞淑 〈韓国語語学講師〉

2月・3月の講座・イベント
講座・イベント

日時

かわさき国際交流民間団体協議会 2月25日(土）
午後2時～3時半
第11回 ミニ交流会

参加

内容

無料

「かわさきエスペラント会」による
活動紹介やミニ「エスペラント語」講習会
＆交流!

木月庵を大切にする会
3月5日（日）
午前10時～午後3時

かつら ちく

落語： 桂 竹わ

1,000円
(チャリティ）

（午後0時半～1時）

地球市民講座
主催：
かわさき国際交流民間団体協議会

3月11日（土）
午後2時～4時

無料

①3月18日（土）
①大学生以上
②3月25日（土）
510円
両日とも 午後1時半～ ②無料

多文化映画会

川崎市国際交流センターの本格茶室
「木月庵」で、早春のお茶会が開催され
ます。お昼の落語もお楽しみください。
問合せ：（044）866-7729
テーマ：こどもの貧困問題について
講師：鈴木 晶子(インクルージョンネット
かながわ代表理事)
①日本映画学校の今年度優秀作品
「鶴追人（つるおいびと）」
②青年海外協力隊を描く「クロスロード」

川崎市国際交流センターの駐車場が、4月1日から有料になります。
１台1時間まで200円（以降30分までごとに100円）、入庫後24時間以内の最大料金は600円です。
川崎市国際交流センターの利用者は、入庫後1時間は無料です。
問合せ：川崎市市民文化局市民生活部交流推進担当
電話：(044）200－2846 Eメール：25kouryu@city.kawasaki.jp

★ 2月、3月の施設点検日は、次のとおりです★
月日

施設利用 受付業務およびふれあいネット 協会業務 レストラン

ホテル

2月27日（月）
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