
2010年3月26日（金）～28日（日）

春休みこども英語・中国語教室語学講座 地球市民講座講　座

◎会場：川崎市国際交流センター
◎定員：各クラス25名（定員を超えた場合は抽選） 
◎受講料：下記参照

◎申し込み方法：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、
　　　③郵便番号・住所、④電話番号を記入の上、申し込んでください。
◎〆切：3月24日（水）当日消印有効

◎会場：川崎市国際交流センター　◎受講料：3,000円（教材費込）
◎定員：各クラス15名（定員を超えた場合は抽選） 
◎申し込み方法：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、
　　　③郵便番号・住所、④電話番号を記入の上、申し込んでください。
◎〆切：3月10日（水）当日消印有効

2010年4月より各講座を開始します。

◎会場：川崎市国際交流センター ホール
◎講師：竹井　斎
　　　　　（かわさき地球温暖化対策推進協議会市民部会、NPO法人アクト川崎理事長）

◎定員：200名
◎主催：民間交流団体連絡協議会
◎共催：財団法人川崎市国際交流協会
◎申し込み：財団法人川崎市国際交流協会へ
　　　　電話、FAX、メール、来館のいずれかで
　　　　お申し込みください。

～氷河が溶ける！？温暖化の気になる真実～
2010年3月6日（土） 14：00～15：30

※お申し込みの際の個人情報は、講座の運営以外の目的には使いません。

中国語
入　門
（全18回）

劉 陸（リュウ・リク）
李 敏（リ・ミン）

中国人講師が2名交代で、日本語で授業
を進めます。基礎中国語をカバーしま
す。

■下記「講座」の申し込み先は川崎市国際交流協会まで（8ページ参照）

締切間近！申し込みをお待ちしています。

講座名 時間 講師

こども英語A

こども英語B

こども中国語

現小学1～2年生

現小学3～4年生

5才～8才

対象

  9:50～10:50

11:00～12:00

13:00～14:00

日本人アシスタント
1名（予定）

エリック・ブスク

斎藤 優理絵

（カナダ出身・語学講座講師）

（上海出身・元音楽教師）

講座名 日　　　時 講　　師 受講料 内　　　　容

4月13日（火）～8月31日（火）
毎週火曜日
10：00～11：30

23,000円
テキスト代別
（2,310円）

フランス語
入　門
（全12回）

アレクサンドラ・
小椋・クレメール
（慶應義塾大学講師）

スティーブ・リア
（玉川大学准教授）

パリ旅行をしている気分で基礎を学んで
いきます。ネイティブ講師からフランス
文化についても学べる入門コースです。

ネイティブ講師による、わかりやすく
実践的な初級英語クラスです。
知っている単語をできるだけ使って、
たくさん会話してみよう！

英国の現代社会の実態を文化も含めて
学びます。本国からの最新資料も教材
として使用します。

はじめてスペイン語を学習する方や簡
単な日常会話に必要なスペイン語の基
礎を習得したい方の講座です。

4月15日（木）～7月8日（木）
毎週木曜日
13：30～15：00

18,000円
テキスト代別
（2,625円）

初　級
英会話
（全18回）

4月16日（金）～9月3日（金）
10：00～11：30　毎週金曜日 27,000円

テキスト代別
（2,200円）

英国の
文化と社会
（全14回）

4月14日（水）～7月28日（水）
毎週水曜日
19：00～20：30

21,000円
テキスト代別
（1,575円）

スペイン語
入　門
（全12回）

4月15日（木）～7月8日（木）
毎週木曜日
19：00～20：30

18,000円
テキスト代別
（2,310円）

A

4月17日（土）～9月4日（土）
10：30～12：00　毎週土曜日

B

ジョン・プラスキー
（東京女子大学講師）

トレバー・モレイ
（フェリス女学院大学講師）

マーティン・ハインズ
（一橋大学講師）

アマヤ・レオン　コルテス
（東京外国語大学講師）

リスニングと会話練習を通して、コ
ミュニケーション力ＵＰを目指しま
しょう。

中　級
英会話
（全18回）

4月16日（金）～9月3日（金）
19：00～20：30　毎週金曜日 27,000円

テキスト代別
（2,200円）

A

4月17日（土）～9月11日（土）
14：15～15：45　毎週土曜日

B

英語で
学ぶ

★英検4～3級・TOEIC 260～340程度

★英検準2～2級・TOEIC 450～570程度

★英検2級・TOEIC 600程度

※内容は若干変更になる場合があります。

同上

初級英会話講座　　　講師　スティーブ・リア

Hello! My name is Steve Lia. I was born Stefano Lia, in the Alpine region of Valtellina in 
Italy, though from a very early age I lived and was educated in England. I am Associate 
Professor at Tamagawa University in Machida, Tokyo, where I coordinate the English 
Communication programme in the department of Liberal Arts. I have lived in Japan for 
many years and feel very proud and privileged to be an English teacher at the Kawasaki 
International Center. 
My classes at KIC are elementary general English communication classes with a focus on 
‘English for travel’, since the majority of our students are keen to improve their English 

communication skills in order to enjoy traveling abroad or for communicating with foreign friends and 
colleagues here in Japan. We are currently using an excellent learner-friendly text book series called 
‘Passport’, by Oxford University Press. The topics are interesting, fun and extremely practical. We learn 
important and useful vocabulary, practice our listening skills and have many opportunities to practice 
speaking. The class is comprised of bright and fascinating adults of all ages, mainly from the Kawasaki area. 
Our classes are friendly, relaxed and enjoyable. I like to treat my students as friends or colleagues in the 
sense that we help each other to make progress in expanding our knowledge, not only of English, but also of 
international and domestic culture and customs. As a teacher, I often feel humbled by and always grateful to 
my students from whom I continue to learn a great deal. 
Please come and join our community of learners; you are always welcome!

　みなさん、こんにちは！スペインのマドリッド出身のアマヤ・レオンです。
現在は、外務省と東京外国語大学で教えています。４月から川崎市国際交流センターで教えることにな
りました。みなさん、スペイン語を学びにいらっしゃいませんか？
スペイン文化についても楽しく意欲的に学びましょう！（翻訳：スペイン語相談担当　細野みどり）  　

スペイン語講座　　　講師　アマヤ・レオン　コルテス

Hola a todos. Mi nombre es Amaya León y soy española, de Madrid. Actualmente trabajo 
como profesora de español en el Ministerio de Asuntos Exteriores y en la Universidad de 
Tokio de Estudios Extranjeros. A partir de abril daré clases en el Centro Internacional de 
Kawasaki. Ven a estudiar español y a aprender algunos aspectos de la cultura de mi país 
de manera divertida y dinámica. ¡Te espero!

ミヨック

　こんにちはスティーブ・リアです。私はイタリア・ヴァルテリーナの山岳地帯でステファーノ・リアとして生まれまし
たが、小さな頃からイギリスで教育を受けました。
　現在は玉川大学でリベラルアーツ学部の准教授をしており、英語コミュニケーションを担当しています。もう何年も日
本に住んでおり、川崎市国際交流協会で英語を教えることを大変誇りに思うと同時にやりがいを感じています。
　私が担当している英会話の初級クラスの生徒さんは「旅行英語」を中心に海外旅行を楽しむために、あるいは日本でも
外国人の友達や同僚と話すために、英語上達に意欲的です。
　最近は、オックスフォード大学からでている「パスポート」というおもしろくて、親しみやすいテキストを使ってい
ます。興味深く実用的なトピックスから、ためになる語句を学び、リスニングやスピーキングをたくさん練習します。
　さまざまな年代の受講生の皆さんは魅力がいっぱいで、クラスはとても良い雰囲気です。私は生徒の皆さんを友人と
思っていますし、英語のみならず文化や習慣などの知識をお互いに高めあえる関係と、とらえています。
　先生としても学ぶことの多い生徒の皆さんに感謝しています。
　ぜひ、私たちの学舎にいらしてください。大歓迎ですよ！　　　　　　　　　　（翻訳：編集ボランティア　青柳尚子）　

まなびや

※詳細は7ページ参照

キム ジュヨン

プチョン
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