平成２１年７・８月合併号

川崎市

★☆★ 「平成２１年度 後期語学講座」の受付を開始します ★☆★
申込み期間
申し込み方法

９月１６日〈水〉必着 ★ 定員を越えた場合は抽選 ★
往復はがきに①講座名 ②受講者名 ③住所 ④電話をご記入のうえ、申し込んでください。
はがき 1 枚で 1 名の申し込み
宛 先： 川崎市国際交流協会
※ 当協会の語学講座は全て半期ごとの内容で、年間を通じた継続講座ではありません。
また、諸般の事情により、以下の内容に変更が生じる場合がございます。
なお、お申し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。

講 座 名

期間・曜日・時間
１０月１３日～３月２日

毎週火曜日（全１８回）

ハングル入門

午前 10：00 ～ 11：30

講

師

定 員

ｸｫﾝ･ｿﾝｲﾙ 語学講師
ゼン・ミヒ

２５名

受講料〈税込み〉
２３，０００円
ﾃｷｽﾄ代別 （2,625 円）

語学講師

１０月 1３日～１月１９日

イタリア語入門

毎週火曜日（全１２回）
午後 7：00 ～ 8：30

２５名

フランチェスコ・ディオダート
共立女子大学講師

１９，０００円
教材費込み

１０月１６日～２月２６日

初級英会話 A
＜英検 4～3 級
TOEIC250～370 程度＞

毎週金曜日（全１８回）
午前 10：00 ～ 11：30

スティーブ・リア

２５名

玉川大学准教授

２７，０００円
ﾃｷｽﾄ代別 (2,200 円）

１０月１７日～３月６日

初級英会話 B
＜英検 4～3 級
TOEIC250～370 程度＞

毎週土曜日（全１８回）
午前 10：30 ～ 12：00

スティーブ・リア

２５名

玉川大学准教授

２７，０００円
ﾃｷｽﾄ代別 (2,200 円）

１０月１４日～２月２４日

中級英会話 A
＜英検準 2～2 級
TOEIC380～430 程度＞

毎週水曜日（全１８回）
午後 7：00 ～ 8：30

マーティン・ハインズ

２５名

一橋大学講師

２７，０００円
ﾃｷｽﾄ代別 (2,560 円）

１０月１７日～３月６日

中級英会話 B
＜英検準 2～2 級
TOEIC380～430 程度＞

毎週土曜日（全１８回）
午後 2：15 ～ 3：45

トレバー・モレイ

２５名

フェリス女学院大学講師

２７，０００円
ﾃｷｽﾄ代別 (2,560 円）

１０月１８日～３月７日

毎週日曜日（全１８回）

中国語入門

蒋 純青

２５名

専修大学大学院生

孫 樹雯
午前 10：30 ～ 12：00

リスニング英語

ﾃｷｽﾄ代別 (2,310 円）

TOEIC600 前後＞

容

ネイティブ講師による英
会話の基礎がしっかり
身につくレッスン。
わかりやすく実践的な
初級英語クラスです。
できるだけ日本語を使
わず参加してください
ね。
コミュニケーション力 UP
を目指しましょう。
発音やリスニング力の
指導もあります。
会話好きなイギリス人
講師が英語で楽しく講
座を行います。たくさん
話して会話力をつけま
しょう。
日本語も OK なネイティブ
講師の授業１８回の講座
を通し、入門レベルの中国
語をしっかりマスターしよ
う！

元早稲田渋谷シンガポール高校教師

１０月１６日～１月２９日

毎週金曜日（全１４回）

＜英検 2 級

２３，０００円

内

日本語を話せる韓国人
講師が２名交代で、授
業を進めます。ﾊﾝｸﾞﾙ
の面白さを実感できま
す。
ナポリ東洋大学で比較
言 語 を 学ん だイ タ リ ア
人講師が丁寧にわかり
やすく説明します。

ジョン・プラスキー

２５名

東京女子大学講師

２１，０００円
ﾃｷｽﾄ代別(金額未定）

しっかり時間をかけてリ
スニングを強化。リスニ
ング力がアップすると
英語はさらに楽しくなり
ます。

午後 7：00 ～ 8：30

♪♪

世界の音楽をライブで！ 企画第 1 弾！

♪♪

JAZZ！ジャズ！ジャズ！ ♪♪

坂田 明によるジャズコンサート in 国際交流センター
日本を代表するジャズサックス奏者の生演奏で、最高のジャズをご堪能ください！ジャズが初めての方も、
ジャズにちょっと詳しい方も、エネルギッシュな音のシャワーを、思いっきり浴びましょう！

【日 時】
１０月１７日（土） 午後２時～４時
【入場料】 ２，０００円
【出演予定】 坂田明（サックス） 黒田京子（ピアノ） 水谷浩章（ベース）
【場 所】
国際交流センター・ホール
・・・・ 詳細は追ってお知らせします。お楽しみに！・・・・

❒ 世界をもっと深く知るための講座
日本語による国際理解講座
「ラックチャーン 知ってください！
タイの象のこと」

❒《日本語・中国語による国際理解講座》
中国語による国際理解講座
ネイティブ講師の中国語による講座（通訳なし）
中国に関する毎回異なるテーマの講座を、中国語で受

もと象使いの講師が、タイ中部アユタヤでの象とのかかわ

けます。川崎市内在住、在勤、在学の中国出身の方々

りや、タイの象の現状を、映像を交え紹介してくれます。ま

が講師です。

た象が鼻で描いた絵の展示もします。めったに聞けないお

（日程） １０月４日／１８日／１１月８日 《毎回日曜日》

話です。ぜひお出かけください！

（時間）午後２時から４時 （場所）川崎市国際交流センター

（講 師）

遠藤明子 中山雅夫

（対象）１６歳以上 中級レベル以上の中国語学習者

（日 時）

７月１９日（日）午後２時から４時

（定員）

（場 所）

川崎市国際交流センター

（参加費） １５００円（３回分）一括郵便振込み

（参加費）

無料

（定 員）先着４０名 （申込）不要

４０名（定員を超えた場合は抽選）

（申込み） 往復はがき ８/１（土）～９/１５（火）必着

（財）川崎市国際交流協会 設立２０周年記念コンサート

日 時： １１月２１日（土） 午後３時～５時
場 所： 麻生市民館ホール（新百合ヶ丘）

入場無料
芸術のまち、新百合ヶ丘で世界が出会う

第１部

～国を越え、音楽の調べにのせて～

―映像による国際交流協会の紹介と、世界で活躍する音楽家による演奏

―

第２部 ―世界的演奏家 アテフ・ハリム氏（エジプト）による演奏と、トーク ―
（財）川崎市国際交流協会は、今年で２０周年を迎えます。これまでのご支援、ご協力に心より感謝申し上げます。
今後も川崎市民と外国人市民が、共に手を携え理解し合い歩めるよう、なお一層努力して参ります。
この記念の年に、芸術と文化の発信拠点である新百合ヶ丘で、２０周年記念コンサートを予定しております。
詳しくは市政だより（９月１日号）、チラシ等でお知らせする予定です。

図書・資料室から

「DVD 映画で楽しむ世界史」

多串夏身著 ／青弓社発行／ ２００５年２月２０日発行／ ２１７ページ
縦２１センチ×横１５センチ
今回ご紹介するのは歴史上の人物や出来事、それらに基づいたフィクション、伝説や神話を扱った DVD 映画
作品を紹介した本です。ここでは旧約聖書から、第二次世界大戦までの映画を幅広く取り上げ、作品の解説や批
評がされているので、本書を読みながら自分の見たい映画に出会えるでしょう。また作品によっては、図入りで
紹介しています。有名な「風と共に去りぬ」や「サウンド・オブ・ミュージック」は勿論のこと、歴史上の人物
を取り扱った「ジャンヌ・ダルク」
「エリザベス」。また、史実を扱った「タイタニック」や「パールハーバー」
や、伝説や神話の「十戒」「ドラキュラ」などなど。映画好きな方は勿論のこと、何を見ようかを迷っている方
の指南役となる一冊でしょう。
〔図書・資料室〕国際交流センター２階

／資料室内の閲覧のみ。館外貸し出しはしていません。

★ ７月と８月の施設点検日は次の通りです。
月 日
７月２７日（月）
８月２４日（月）

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

×
×

○ （９：００ ～ １８：００）
○ （９：００ ～ １８：００）

○
○

×
×

○
○

（発行） 川崎市国際交流センター

東急東横線・目黒線 元住吉駅下車 西口より徒歩１０分
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