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◎ 締切：3月5日（火）
◎対象：16歳以上
◎定員：各25名（定員を超えた場合は抽選）
◎受講料（テキスト代別）：
12回クラス：18,510円、 18回クラス：27,770円
◎ 申込： ホームページの専用フォーマットよりお申込みください。

講座名

英語でディスカッション

期間・曜日・時間・受講料

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。
ロールプレイを通して英語の
言い回しや会話を学ぶ、
実践的な講座です。
ビデオなども使いながら、スピー
キングを中心に学習・練習を
行うクラスです。
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。
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。
英語の基礎をしっかり学びま
しょう! さまざまな場面できちん
と使えるように練習します。
旅行で使う英語を通して、英語
を話しながら学びます。少し
長めの会話にもチャレンジ！

4月9日～7月2日（12回）
火曜 午前10時半～12時

ルース・ファロン
慶應義塾大学講師

4月10日～7月3日（12回）
水曜 午前10時半～12時

ルース・ファロン
慶應義塾大学講師

中級英会話A
（英検準2級レベル）

4月10日～8月21日（18回）
水曜 午後7時～午後8時半

ジョン・プラスキー
東京女子大学講師

中級英会話B

4月14日～9月1日（18回）
土曜 午後5時～6時半

トレバー・モレイ
語学講師

英語で話そう（準中級）

4月11日～8月29日で調整中（18回）
木曜 午後1時～2時半

スティーブ・リア
玉川大学准教授

初級英会話A（基礎編）

4月9日～8月27日で調整中（18回）
火曜 午後6時半～8時

ポール・マッケナ
玉川大学講師

初級英会話B（基礎編）

4月11日～8月29日で調整中（18回）
木曜 午後6時半～8時

スティーブ・リア
玉川大学准教授

初級英会話C（旅行編）

4月13日～8月31日で調整中（18回）
土曜 午前11時～午後12時半

スティーブ・リア
玉川大学准教授

会話で学ぶスペイン語

4月12日～7月12日で調整中（12回）
金曜 午後7時～8時半

ミゲル・ソラノ・ガラン
語学講師・大道芸人

初心者も少し習ったことがある
方も、みんな一緒にフレーズで
覚えるトラベルスペイン語！

話せる中国語

4月13日～8月31日（18回）
土曜 午後3時10分～4時40分

高 偉建 （こういけん）
慶應義塾大学講師

中国語を初めて学習する方が
対象。ピンインの読み方から
発音、簡単な会話まで。

（英検2級レベル）

おもてなし英語
（TOEIC400～700程度）

（英検2級レベル）

※ 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。

講座・イベント・募集
タイトル

日程・時間・

参加

ミニ交流会
日本伝統工芸水引研究会

2月9（土）
午後1時～3時

申込不要・無料
水引体験300円

コミュニティ通訳セミナー
（タガログ語）

2月10日・3月3日・
17日・31日（日）
午後1時半～3時半

中上級者及びコミュニ
ティ通訳をしている方

外国につながる子どもの
寺子屋先生養成講座Ⅱ

2月22日、3月1日、
8日（金）、14日（木）
午後2～4時

要申込
20名
無料

かわさき国際交流民間団体協議会

1

2

3

要申込・無料

内容・その他
日本の伝統工芸である「水引」に
ついて学び、希望者は水引工芸
体験（ストラップ制作）ができます。
川崎市内の区役所・学校などで
活動できるコミュニティ通訳を養成
講師：「MICかながわ」スタッフ。
外国につながる子ども（小学生）の
学習支援のポイントを学びます。
し ょうがっこうにゅうがく

がいこく
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こ

がつ

外国につながる子どものための
しょうがっ こうにゅ うが くせつ めい かい

9

もうしこみ

ご

じ は ん

ひつよう

申込が 必要です
じ

さ ん か

むりょう

せつめ い

小学校入学のための 説明や
せんぱい

そうだんかい

先輩ママたちとの 相談会。

小学校入学説明会

午後1時半～4時

参加は 無料

外国人市民とともに行う
防災訓練

2月26日（火）
午前10時15分～

申込不要
無料

大震災を体感する起震車、災害用
伝言ダイヤル「171」練習、AED
講習など、参加型訓練です。

3月2日（土）
午後2時～3時半

申込不要
無料

「外国につながる子ども」は、今や
全国の小中学校に在籍しています。
高校進学や進路について考えます。

3月9日（土）
午後1時～3時半

申込不要・無料
※当日会場にて
食品寄付受付※

3月16日（土）
午前12時半～
午後1時45分

要申込
無料

3月16日（土）
午後2時～4時半

要申込
18歳以上：500円
小中高生：無料

3月26日（火）
～28日（木）

要申込
3,080円/教室
各クラス15名

※実践報告会※
多文化ショーステージ

「外国につながる子どもの
高校進学を考えよう！」
「フードバンク
活動の現状とこれから」

地球市民講座Ⅱ

※ミニ「留学生と交流する会」※
8

ど

2月23日（土）
ご

かわさき国際交流民間団体協議会

7

にち

川崎市内でがんばる
留学生をゆる～く囲む会
多文化映画会
「さとにきたらええやん」

春休みこども語学教室
10
（全3回）

きょうざいてんじ

た げ ん ご し り ょ う

つうやく

教材展示。多言語資料、通訳あり。

家庭に余っている食品を必要な人
たちにとどけるフードバンク活動。
台湾の中学生による演奏あり。
川崎市内の留学生によるピアノの
演奏や発表をお楽しみください。お茶
とお菓子つきの交流タイムあり。
大阪・西成区にある「こどもの里」を
舞台にしたドキュメンタリー映画を
鑑賞後、監督によるトークあり。
ネイティブ講師と英語（午前。英語A：
小1、英語B:小2～5年）、スペイン語
（午後。6歳～11歳）で遊ぼう！

★ 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25日（月）

×

○ （午前9時～午後6時）

○

×

○

3月11日（月）

×

×

×

×

○

3月25日（月）

×

○ （午前9時～午後6時）

○

×

○

